
会 告 

第63回日本交通医学会総会 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、第63回日本交通医学会総会を次により開催いたしますので、万障お繰り合わせのうえご出席くださいますよう 

ご案内申し上げます。 

平成21年2月 

第63回日本交通医学会総会 

会長 齋藤 英彦  

（名古屋セントラル病院長） 

会 長： 齋藤 英彦 

会 期： 平成21年6月13日（土）、14日（日） 

会 場： 名古屋国際会議場  

〒456-0036 名古屋市熱田区西町1-1  TEL(052) 683-7711 FAX(052) 683-7777 

参加費：6,000円 懇親会費：6,000円 （当日のみ受け付けます） 

 

第1日（6月13日） 

１． シンポジウム 

テーマ：「企業と新型インフルエンザに関して」 

(1) 新型インフルエンザとその対策 

 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 教授 森島 恒雄 

(2) 新型インフルエンザにおける事業継続計画（ＢＣＰ） 

特定非営利活動法人 危機管理対策機構 事務局長 細坪 信二 

 

２． ランチョンセミナー 

 

３． 特別講演 

(1) 「疲労の科学」 

独立行政法人理化学研究所 分子イメージング科学研究センター センター長 渡邊 恭良 

(2) 「超電導リニアの技術開発」 

ＪＲ東海執行役員（東海道新幹線21世紀対策本部リニア開発本部長）白國 紀行 

 

４． 宿題報告 

「～前立腺肥大症に対する最新の手術～ＫＴＰレーザーを用いた蒸散術（ＰＶＰ）」  

名古屋セントラル病院 泌尿器科主任医長（科長）黒松 功 

５． 一般演題 

多数の応募をお願いいたします。 

 

第2日（6月14日） 

１． 一般演題 

多数の応募をお願いいたします。 

 

２． 宿題報告 

「先端医療機器を用いた脳腫瘍の集学的治療」 

名古屋セントラル病院 脳神経外科主任医長（科長）中原 紀元 

 

３． ランチョンセミナー  

 

※ お知らせ 

シンポジウムについては、日本医師会認定産業医の生涯研修（１単位以上）を申請中です。 



 

第63回日本交通医学会総会 一般演題公募および発表のご案内 

 

 

1. 一般公募 

抄録原稿はメールにてお送りください。 

アドレス koutsu63@ccs-net.co.jp 

（演題名、演者、共同演者、抄録[800字程度]を記入してください。） 

 

2. 一般演題締切 平成21年3月25日（水） 

 

3. 口演時間 一般演題 発表6分 討論1分以内 

 

4. 演者集合 口演開始10分前に次演者席におつきください。 

 

5. スライド  

（1） すべてPC発表とし、1面映写とします。 

 

（2） Windows Powerpointで作成したデータのみとします。 

 

（3） 会場で用意されるパソコンはWindows Powerpoint2003、2007が内蔵されています。 

なお、音声の再生はできません。 

（4） 当日、受付用PCで発表の30分前までにファイルの内容確認を行ってください。 

 

（5） 当日、ファイルのバックアップとしてUSBメモリーまたはCD-ROMに保存し、作成ソフトのバージョンを記入 

の上、提出してください。 

 

（6） その他不明な点は事務局へお問い合わせください。 

 

 動画を使用される場合は、必ず動画を作成するためのオリジナルデータを添付してください。 

動作に必要なデータが添付できていない場合やハイスペックPCで作成した動画データは動作保障ができませんのであら

かじめご了承ください。 

 

6. データ送付先 

運営事務局  〒460-0011 名古屋市中区大須4-11-5杏林殖産ビル9F 

株式会社セントラルコンベンションサービス内 

第63回日本交通医学会運営事務局 

担当：宇佐美、山田 

TEL (052)269-3181 FAX (052)269-3252 

メールアドレス koutsu63@ccs-net.co.jp 
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【第63回日本交通医学会総会会場周辺地図】 

 

 
 

交通アクセスのご案内 

JR名古屋駅から公共交通機関を利用して約30分程度で会場に到着いたします。 

新幹線等で名古屋へお越しの方は、JR名古屋駅で在来線「JR中央線」もしくは「JR東海道線」にお乗換えの上、 

金山駅までお乗り継ぎください。 

金山駅より、地下鉄名城線に乗り換え 名古屋港行「日比野」下車1番出口から徒歩5分、もしくは金山・新瑞橋方面

左回り「西高蔵」下車2番出口から徒歩5分。 

JR名古屋駅からタクシーにて約20分、約2,000円。 

 

 

 

 

 



　このたびは、表記学会が名古屋市で開催されるにあたり、各地より多くの方々が名古屋へお越しいただ
けますことを心から歓迎申し上げます。 
　本学会に際しましての宿泊のお世話を「（株）ジェイアール東海ツアーズ」にてお取り扱いさせて頂くこと
になりました。つきましては下記要項をよくお読みの上、お申し込み下さいますようご案内申し上げます。 

1. 下記の専用お申込書にてFAX又は郵送でお申し込みください。（お電話での受付は致しませんので予め
ご了承ください。） 
2. 代金は指定の銀行口座へお振込みください。 
3. ご入金確認後、チケット類等を送付させていただきます。 

（株）ジェイアール東海ツアーズ 

■お申し込み方法

■お申し込み内容

宿泊のご案内 

名古屋市内ホテルの宿泊プラン（次ページ宿泊プランのご案内をご覧ください。） 

旅行代金前払いシステムです。チケット類はご入金確認後に宅配便（有料）にてお送りいたします。
手配が完了後、請求書をお送りしますので下記口座までお振込みください。 

（お振込先）　　三菱東京UFJ銀行　名古屋駅前支店　普通預金口座　1256495 
　　　　　　　 （株）ジェイアール東海ツアーズ 法人営業名古屋支店 
　　　　　　　　※尚、振込手数料はお客様にてご負担下さいますようお願い申し上げます。 

平成21年５月13日（水） 

旅行企画・実施 

株式会社ジェイアール東海ツアーズ 
法人営業名古屋支店（観光庁長官登録旅行業957号（社）日本旅行業協会正会員） 
〒453-0002　名古屋市中村区名駅１丁目３番４号　TEL 052-564-2433　FAX 052-583-7778 

（担当）藤原・梅本 　（営業時間）10：00～17：00　土・日・祝日休業　 
総合旅行業務取扱管理者　木村 稔 

ふじ  わら うめ  もと 

■チケット類のお受取り及びお支払いについて

■お申し込み締切日

第63回  日本交通医学会総会

ご宿泊プランのお申し込み　※宿泊される方全員のお名前をご記入下さい。

※ホテル番号をご記入下さい。　※希望日を○で囲んで下さい。

希望ホテル（番号）

（フリガナ） 〒

（携帯）
（TEL） （FAX）

第一希望 第二希望
性別 部屋タイプ 宿泊日 備考

男・女 シングル 6/12　6/13　6/14

男・女 シングル 6/12　6/13　6/14

男・女 シングル 6/12　6/13　6/14

〒453-0002　
名古屋市中村区名駅1丁目3番4号
株式会社ジェイアール東海ツアーズ　
法人営業名古屋支店

TEL 052-564-2433　FAX 052-583-7778
（担　　当）藤原（ふじわら）・梅本（うめもと）　
（営業時間）10：00～17：00　土・日・祝日休業

③

①

②

申込日：平成21年　　月　　日

【個人情報の取扱いについて】
※お客様の個人情報はお客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込み
　いただいた旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な
　範囲内でご利用させていただきます。同意の上お申し込みいただきます。

宿泊申込書

請求書およびチケット等送付先住所及び連絡先　　勤務先　　自宅　（どちらかに○）申込代表者氏名

（フリガナ）

宿泊者名



キャッスルプラザ 
名古屋駅に近く機能的な
ホテル。 ００２ 9,800円 

JR名古屋駅 
下車、徒歩5分 

シングル 
（16m2） 

宿泊プランのご案内 

○宿泊設定日　平成21年６月12日（金）・13日（土）・14日（日） 
○宿泊プランは以下の４ホテルからお選び頂けます。 
○表示の料金はお一人様1泊朝食付き（税金・サービス料込み）となります。 
○受付は先着順となりますので、お早めにお申し込みください。（ご希望のホテルが満室の場合にはご連絡
させて頂きます。） 

ホテル名 交通 部屋タイプ ホテル番号 宿泊料金 

サイプレス 
ガーデンホテル 

リゾート感覚あふれたスタ
イリッシュなホテル。 
 

全日空ホテルズ  
ホテルグランコート名古屋 
ニューヨークテイストの客
室はすべて16階以上。美し
い夜景を満喫できます。 

12,000円 

17,000円 

10,500円 

００１ 

００３ 

００４ 

JR・名鉄・ 
地下鉄金山 
総合駅下車、 
南口から 
徒歩1分 

JR・名鉄・ 
地下鉄金山 
総合駅下車、 
南口から 
徒歩1分 

〈JR名古屋駅周辺MAP〉 〈金山総合駅（JR・地下鉄・名鉄）周辺MAP〉 

ホテルアソシア 
名古屋ターミナル 

心のこもった上質のサービス
と最高のロケーションが魅力。 

JR名古屋駅 
下車、徒歩1分 

シングル 
（16m2） 

シングル 
（24m2） 

シングル 
（16m2） 

アスナル
金山
アスナル
金山

金山橋南

金山橋

金山
総合駅南

ボストン
美術館
ボストン
美術館

金山駅金山駅

19

10万円未満旅行代金
お申込金

1万円未満
3,000円

3万円未満
6,000円

6万円未満
12,000円 20,000円

15万円未満
30,000円

15万円以上
20％

ご旅行は、記載されている条件の他、次の条件（要約）に基づきます。
 １ ． 募集型企画旅行契約
この旅行は（株）ジェイアール東海ツアーズ（東京都中央区京橋１－２－５　観光庁長官登録旅行業第957号。以下
「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅
行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、
出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

 ２ ． 旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お

支払いの際差し引かせていただきます。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算

して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
（４）お申込金（おひとり）

（５）旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲で
これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、
お客様の負担とします。

 ３ ． 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定す
る期日まで）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅
行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出
がない限り、お客様の承諾日といたします。

 4 ． 旅行代金に含まれるもの
（１）旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）、宿泊費、食事代及び消費税等

諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含
まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）

（２）添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記諸費用はお客様
のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

 5 ． 取消料
（１）旅行契約の成立後、お客様のご都合で契約を解除されるときは旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で

取消料を、ご参加のお客様からは、１室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

（２）当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
（3）契約成立後、第26項に規定する個人情報の利用目的に同意いただけないことを理由にお取り消しになる場合も、

所定の取消料をお支払いただきます。
（4）旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したもの

とし、取消料と同額の違約料をいただきます。
（5）お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り

消しとみなし、所定の取消料を収受します。
 6 ． 個人情報の取扱について
（１）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のため

に利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配
及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、①当社ら及び
当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③ア
ンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

（２）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあ
ります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによ
って提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

 7 ． 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2008年12月1日を基準にしています。又、旅行代金は2008年12月1日現在の有効な運賃・規則を
基準に算出しています。

旅行条件等のご案内（要約）

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として、
消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。
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