学術集会に参加される皆様へ
１．参加手続き

参加登録受付

日時：２月 ９ 日（金） 12：00 ～ 18：00

２月10日（土）    7：30 ～ 18：00

２月11日（日）    7：30 ～ 15：30

場所：福岡国際会議場

１階

ロビー

１）	本学術集会に参加される方は、会員・非会員を問わず参加登録を行ってください。

２）	事前参加登録をされた方へは学術集会参加証とプログラム・抄録集（本誌）を送付いたし
ます。

３）	当日参加登録をされる方は、当日登録用紙に必要事項をご記入の上、参加登録受付へお
越しください。

４）	日本下肢救済・足病学会会員の方は「会員参加受付」へお越しください。
《参加登録費（当日登録）》
正 会 員
非 会 員

医師

13,000円

医師以外

10,000円

日本下肢救済・足病学会会員／医師

13,000円

日本下肢救済・足病学会会員／医師以外

10,000円

医師、企業

15,000円

医師以外

11,000円

賛助会員
学

生

15,000円
※大学院生含む、社会人学生除く

  5,000円

５）	ネームカードホルダーは受付付近にご用意いたします。

６）	ネームカードには氏名・所属をご記入の上、会場では必ずご着用ください。

２．プログラム・抄録集

事前参加登録をされた方のみにプログラム・抄録集を送付いたしておりますので、忘れずにご

持参ください。プログラム・抄録集が必要な方には受付にて一冊2,000円で販売いたしますが、
部数に限りがありますので、予めご了承ください。

３．会場内での呼び出し

会場内での呼び出しは行いません。

４．会場内でのご注意

１）	会場内は禁煙です。

２）	会場内での許可のない録音、写真撮影およびビデオ収録は固くお断りいたします。

３）	携帯電話、スマートフォンは電源をお切りになるか、マナーモードに設定してください。
通話はご遠慮ください。

５．クローク

場所：福岡国際会議場

《クローク開設時間》

１階

ロビー

日時：２月 ９ 日（金） 12：00 ～ 19：00

２月10日（土）    7：30 ～ 20：30
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２月11日（日）    7：30 ～ 18：00

※貴重品、傘、コートのお預かりは出来かねますので、あらかじめご了承ください。
※お預けのお荷物は必ず開設時間内にお引き取りください。

６．駐車場

学術集会専用の駐車場はありません。公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用くださ
い。

７．ランチョンセミナーについて

２月10日（土）、11日（日）ともにランチョンセミナーを開催いたします。
◆ランチョンセミナー整理券について

両 日ともに当日ランチョンセミナー整理券の配布を行います。ただし、先着順とさせていた

だきますことをご了承ください。

《配布開始時間》 ２月10日（土）    7：30 ～
《場所》

【ご注意】

２月11日（日）    7：30 ～
福岡国際会議場

１階

ランチョンセミナー整理券配布所

・ランチョンセミナー整理券は1日につきお一人様1枚とさせていただきます。
・ランチョンセミナー整理券の再発行はいたしません。

・ランチョンセミナー整理券の有効期限は、各セミナーともに開始後５分までとし、その後は無
効となります。

８．イブニングセミナーについて

２月９日（金）にイブニングセミナーを開催いたします。事前参加登録および整理券はござ
いませんので、直接会場にお越しください。

セミナーではスイーツを用意いたしますが、数量には限りがございますので、先着順とさせてい
ただきます。

９．モーニングセミナー・スイーツセミナーについて

２月11日（日）にモーニングセミナーおよびスイーツセミナーを開催いたします。事前参加
登録および整理券はございませんので、直接会場にお越しください。

セミナーでは軽食またはスイーツを用意いたしますが、数量には限りがございますので、先着順
とさせていただきます。

10．企業展示・書籍展示、ドリンクコーナー
日時：２月 ９ 日（金） 13：00 ～ 18：00

２月10日（土）    8：30 ～ 18：00

２月11日（日）    8：30 ～ 16：00

場所：福岡国際会議場

２階

多目的ホール

11．インターネット

無線LANによるインターネットがご利用いただけます。
※ID、パスワードは会場に掲示いたします。

12．託児室

会期中、託児室を設置いたします。事前申込が必要ですので、詳細は学術集会ホームページ
にてご確認ください。
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13．日本フットケア学会への新規入会・年会費受付

学会への入会を希望する方は、入会申込書（P. 209）に記入し１階「新入会・年会費受付」に
てお申し込みください。

会員で年会費（平成29年度）を未納の方は、納入をお願いいたします。
日本フットケア学会事務局
〒169-0072

担当：長谷川

東京都新宿区大久保2-4-12

株式会社春恒社内

TEL：03-5291-6231

新宿ラムダックスビル９ F

FAX：03-5291-2176

URL：http://jsfootcare.org/

14．関連会議
・理事会

日時：２月９日（金）11：00 ～ 13：00

会場：Ｃ会場（5F  502）

・社員総会（評議員会）

日時：２月９日（金）17：30 ～ 18：30
会場：Ｂ会場（5F 501国際会議室）

・会員報告会

日時：２月10日（土）11：35 ～ 11：55

会場：Ａ会場（3F メインホール）

15．「フットケアの日」記念懇親会
日
会

時：２月10日（土） 18：30 ～ 20：00
場：福岡国際会議場

参加費：無料

２階

多目的ホール

※学術集会参加証を着用してください。

16．次回開催

第17回日本フットケア学会年次学術集会
日

時：2019年２月９日（土）～ 10日（日）

会

長：佐藤

会

場：名古屋国際会議場

元美（新城市民病院 腎臓内科・人工透析センター）

17．関連学会会議

・日本下肢救済・足病学会臨時理事会

日時：２月11日（日）14：00 ～ 14：30
会場：Ｂ会場（5F 501国際会議室）

・日本下肢救済・足病学会臨時社員総会

日時：２月11日（日）14：30 ～ 15：00
会場：Ｂ会場（5F 501国際会議室）
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併催事業
１．市民公開講座
日

時：２月10日（土） 15：30 ～ 18：00

会

場：Ａ会場（3F メインホール）

15：30 ～ 16：30

『その足の症状…気のせいでしょうか？』
司

会：田中

摩弥（医療法人ホームケア よつばの杜クリニック 皮膚科）

①「ちょっと気になる足の動きにくさ…糖尿病のせい？ 〜関節と筋肉をやわらかく保つ方法を考えよう〜」

②「ちょっと気になる足裏のタコやうおのめ。どうしたら治る？ 〜足のケアとリハビリを学ぼう〜」

③「ちょっと気になる足の色 冷えとの関係ある？

登壇者：
林

山端

〜足の色が変わる理由を考えよう〜」

久恵（星城大学 リハビリテーション学部）

志保（京都府立医科大学附属病院 リハビリテーション部）

近藤恵理子（名古屋共立病院 リハビリテーション課）
河辺

信秀（城西国際大学 福祉総合学部 理学療法学科）

榊

聡子（春日部中央総合病院 リハビリテーション科）

大塚未来子（大分岡病院 総合リハビリテーション課）
16：40 ～ 18：00
司

会：林

久恵（星城大学 リハビリテーション学部）

「足と爪が痛むわけ

～ウオノメの気持ち、巻き爪の気持ち～」

「今日からできる足と爪のお手入れ」

高山かおる（済生会川口総合病院 皮膚科）

池尻

「シューフィッターに聞く正しい靴の選び方」 前田
｢糖尿病患者さんの足切断を防ぐには｣

美奈（原土井病院 看護師）
誠（シューズクラトミ）

竹之下博正（唐津赤十字病院 糖尿病内科）

２．「フットケアの日」イベント
日
会

時：２月10日（土） 14：00 ～ 16：00
場：３階ロビー

３．第８回フットケア指導士交流会
日

会

時：２月11日（日）    9：00 ～ 10：30

場：Ｆ会場（4F 413+414）

※参加により、フットケア指導士認定更新単位10単位取得可能です。事前予約が必要です。

４．第２回
日
会

インソールでもっと健康に歩こう in ＦＵＫＵＯＫＡ！ チャリティーキャンペーン

時：２月10日（土）9:00
場：２階多目的ホール

～

２月11日（日）13:00

※予定

参加方法：当日先着順といたします。※インソールがなくなり次第終了。
参加費：8,000円

チャリティーキャンペーン実行委員会
委員長：酒井
委

協

員：上口
：松本
：岡本

宏子（佐賀大学医学部附属病院 看護部）

茂徳（日本フットケアサービス株式会社）
琴美（日本フットケアサービス株式会社）
敬之（日本フットケアサービス株式会社）

賛：日本フットケアサービス株式会社
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