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参加者および演者へのお知らせ

1. Fl 時：平威l g年2月1 0□(上) :n:00-11:10
会 鳩：ホテルサンルート松 w s 陛 芙科の問

松Ell市宮田�391·8 げEL] 089咽8・祁ll (代）

2. 給1,tll'(: 3階受付にて参加ff 3,000円をお支払い下さい。

J. 一般演

])発表時間は1迎6分で K 討励閲問は3分とします． 例年時じりが相当遅れがf切が多
いので、 交通機関の時間q）こともあり、演者・座長の方には時削厳守のほど宜しくお

いいたします。
2)発表(})メディアは以下を川意しておりまずu

紅 スライドは36mm版で枚数制限はありません心
b 液晶プロジェクターをパソコンから（バソコンはMa.cint.osh、 Windowsを用惹し

ます。持参も結構です） i ともにPowerPoiut編集にして下さい。MO、GD、D\心
フラッシュメモリー共に使用できますがMOの坦合は640MB以下でおmいし
ます。 受付の際． 『スライドショ ー」で確認していただきますp

C, ビデオはS-VHSまたはVHSでお願いします。
3)スライド、 MO.. CD, DVD贔 ピデオテー プ． フラッシュメモリ ー は発表30分]l]

までに受付にご提出ドさい。
4)研究会の速やかな運営のため，メディアの磁認を研究会の3� 前までに'OO)JMRが同

いになりますので、 できるだけIJりもってご辿絡下さい、
6)本学術研究会に後加された先 't 方は｀ 没援限医師会認定「Fl,ギ灰面会生狂教育講座」

3単位を取得できます讐
6)ご参加の際には．お手数でも所属医烈恨凶0)規約あるいは1浣内手絞き等を御励行下さ

ぃ..

4世話人会
U�50 ..._ 15 : 20 [コ ー ヒ ー プレ ー ク】のIIが問に世話人会を1開催します．
批話人会場： 3附 相生の間

5. 特別公演

「食道噴門領域良性疾患に対する内視鏡手術のトレンド」

福山市民病院 外科部長 井谷史嗣先生( ー

・

司会：松1tr市民病院 外科 蘭l院長 大森克介先生
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