
参加者の方へのご案内とお願い

1．参加の皆様へ
本学会は今般の新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大の状況を勘案し、ハイブリッド形式
（現地開催およびWeb開催の併用）で行う予定です。
今後の感染状況次第で開催形式を変更する場合には、学術集会ホームページ（http://jsprs2021.
umin.jp/）にて速やかにお知らせいたします。
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

2．参加について
学会参加者は、日本形成外科学会の会員・非会員を問わず参加登録を行ってください。なお、参加
登録はインターネット経由のオンライン参加登録のみとなります。
一度のオンライン参加登録で、「現地開催」ならびに「Web 開催」のいずれにもご参加が可能で
す。日本形成外科学会 会員マイページ内の「64回参加登録」画面または、学術集会ホームページ
内の「オンライン参加登録」画面よりご登録ください。

当日の参加登録も可能ですが、お手持ちの PC、スマートフォン等より、オンライン登録いただく
必要があり、お時間を要しますのでできる限り会期前にご登録ください。
また、ランチョンセミナーの現地参加者は、参加登録のマイページから会期前のオプション申込が
必要となります。ランチョンセミナーのお弁当数には限りがございますので、あらかじめ、ご了承
ください。

（1）参加登録費

区分
事前参加登録

2021年 2月 10日（水）～
3月 4日（木）正午

通常参加登録
2021年 3月 5日（金）正午～

4月 23日（金）
会員

（入会申請中の専攻医も含む） 18,000 円＊ 20,000 円

非会員（医師・歯科医師） 25,000 円 30,000 円
企業の方＊＊ ― 30,000 円

初期臨床研修医 10,000 円 10,000 円
メディカルスタッフ＊＊ ― 10,000 円
医学部生・留学生＊＊ ―  5,000 円
プログラム・抄録集 ―  3,000 円

＊会員の事前参加登録費には、プログラム・抄録集代が含まれます。
＊＊企業の方、メディカルスタッフ、医学部生・留学生は「現地開催」の参加のみとなります。

※  初期臨床研修医2年目で、3年目の4月から形成外科研修を開始する医師で学会開催前に本学会
入会申請を提出している医師は、3月 31日までに参加登録した場合は「初期臨床研修医」の料
金、4月 1日以降は「会員」の料金で参加登録となります。
※  メディカルスタッフは、看護師、薬剤師、放射線技師等の医師以外の医療従事者を指します。
※  医学部生・留学生の方は、学生証のコピーを参加登録画面よりアップロード＊をお願いいたしま
す。
※  初期臨床研修医およびメディカルスタッフの方は、在籍証明書を学術集会ホームページよりダウ
ンロードのうえ、記載して参加登録画面よりアップロード＊をお願いいたします。
※  医学部生・留学生、初期臨床研修医およびメディカルスタッフの方で会期前のオンライン参加登
録がお済みでなく、現地開催に参加となる場合は、学生証のコピーまたは在籍証明書をご持参の
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うえ、現地総合案内にてご提出いただき、当日参加登録（現金対応のみ）をお願いいたします。
＊アップロードファイルの形式：pdf, jpg, gif, png

（2）オンライン参加証、領収証 ならびに 現地参加証
参加登録・お支払いをお済ませの方は、参加登録システムのマイページ上で参加証、領収証の
発行が可能です。ダウンロードしてご使用ください。
なお、現地参加の場合は、印刷した参加証を総合案内にてご提出いただくか、お手持ちの PC、
スマートフォン等で表示した参加証をご提示のうえ、現地参加証をお受け取りください。現地
参加については「（6）参加のご案内」をご確認ください。

（3）プログラム・抄録集
オンライン参加登録画面内の「抄録集購入」ページならびに現地の総合案内にてご購入いただ
けます（1 冊 3,000 円）。
プログラム・抄録集の発送スケジュールは下記が目安となります。お手元に届かない場合は、
運営事務局（jsprs64@sunpla-mcv.com）までメールにてご連絡ください。
◇   3 月 19 日（金）正午までに通常参加登録（事前参加登録含む）と抄録集購入を完了の方、

事前参加登録を完了の会員
　：会期 1 ヶ月前～3 週間前頃にお送りいたします。
◇ 4 月 5 日（月）正午までに通常参加登録と抄録集購入を完了の方
　：会期前までにお送りいたします。
◇ 4 月 5 日（月）正午以降に通常参加登録と抄録集購入を完了の方
　：4 月 19 日（月）以降にお送りいたします。あらかじめ、ご了承ください。
　　ただし、現地参加の方には、現地受付にてお渡しが可能です。
　　参加登録のマイページより、「抄録集引換券」を印刷のうえ、ご持参ください。

（4）プログラム・抄録集アプリ（公開予定）
スマートフォンやタブレット端末で日程表、プログラム・抄録集を閲覧できる MICEnavi サー
ビスをご利用いただけます。抄録閲覧の際、パスワードの入力が必要です。
※パスワードはプログラム・抄録集をご確認ください。

〈利用開始方法〉
1．  Apple App Store、Google Play から「MICEnavi」を検索し、ダウンロード、インス

トールしください。
2．MICEnavi を開き、アカウント登録後、ログインしてください。

※すでに MICEnavi アカウントをお持ちの場合はアカウント登録の必要はございません。
3．  MICEnavi 内で「JSPRS2021」「64JSPRS」などで検索し、プログラム情報をダウンロー

ドしてください。
・ダウンロード開始予定日 : 会期前（MICEnavi からのダウンロード開始予定時期です。）
・利用料：無料（ダウンロードには別途通信料が発生します。）
・対応機種：iOS：11.0 以降。iPhone、iPad、iPod touch に対応。
　　　　　　Android：5.0 以上。スマートフォン、タブレットに対応。

（5）総合案内
場所：ホテル椿山荘東京「バンケット棟」4 階　ロビー

日程 開設時間
4 月 14 日（水） 8：00～17：00
4 月 15 日（木） 8：00～16：30
4 月 16 日（金） 8：00～16：00

Evolution

― 11 ―



（6）参加のご案内
1）現地参加証について
現地参加の場合は、参加登録システムのマイページから印刷した参加証を総合案内にてご
提出いただくか、お手持ちの PC、スマートフォン等で表示した参加証をご提示のうえ、
「現地参加証」をお受け取りください。現地参加証は会期中共通となりますがネームスト
ラップが日毎に変わります。毎日、下記の入場時健康状態確認カードをご提出いただく際
に日毎のネームストラップをお受け取りください。
※現地参加証には、所属・氏名をご記入のうえ、会場では常時ご着用ください。
※現地参加証を着用していない方のご入場は固くお断りいたします。

2）入場時健康状態確認カード、学術集会・出席カードについて
・  「入場時健康状態確認カード」は事前にご記入の上、毎日必ず総合案内にご提出くださ
い。
・  「学会出席カード」は学会出席確認に必要のため、予めプログラム・抄録集より切り取
りのうえ、必要事項をご記入いただき、会期当日に現地の総合案内へご提出後、学会に
ご参加ください。
・Web開催のみに参加の方は、「学会出席カード」の提出は不要です。
・  いずれのカードも、プログラム・抄録集の巻頭または学術集会ホームページ内の「参加
者へのご案内」よりダウンロードして、ご用意ください。

（7）ランチョンセミナー
各セミナーともに、事前申込制となります。オンラインにて参加登録システムのマイページか
ら事前にお申込みください。お弁当数には限りがございますのであらかじめご了承ください。

（8）総合懇親会
総合懇親会は、開催いたしません。

（9）会員間の連絡
緊急の呼び出しは行いません。

（10）クローク
以下の通り、クロークを設定いたしますのでご利用ください。
貴重品のお預かりはできませんので、あらかじめご了承ください。
バンケット棟　3階　ロビー

日程 時間
4月 14日（水） 8：00～18：30
4月 15日（木） 8：00～18：30
4月 16日（金） 8：00～17：00

（11）ご来場にあたって
駐車スペースには限りがあります。なお、自家用車でご来場の場合の駐車券の割引等は、ござ
いません。あらかじめ、ご了承ください。

（12）託児室について
今回、諸事情により会期中の託児室のご用意はございません。
あらかじめ、ご了承くださいますよう、お願いいたします。

（13）Wi-Fi・インターネット環境
企業展示会場内、休憩コーナーにご用意いたします。
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※場所やご利用状況によっては電波が微弱なところもあります。あらかじめご了承ください。
※SSID、PWは各休憩コーナーに表示いたします。

（14）写真撮影・録画・録音について
会場内、Web視聴ともに一切禁止です。

【重要】
※必ず、お読みください。

　現地開催の会場内のスライドの写真撮影、録画、および録音は、総会事務局より事前に許
可されたもの以外、全て禁止します。
　また、Web開催における視聴者のカメラやスマートフォン等での撮影、録画、録音、な
らびにスマートフォン等のスクリーンショット撮影、ビデオカメラによる録画、録音等は、
全て禁止します。
　各演者が学会で発表するスライドは、著作権・肖像権に係わるものであり、患者様から学
会の閉鎖環境でのみ開示する旨の承諾を得て写真等をスライドに使用しております。
　写真や動画等がインターネット上に流失した場合、個人情報保護管理の面で演者本人のみ
ならず日本形成外科学会の存続に係わる重大な社会問題へと発展いたしかねません。
　万が一、現地開催においてこれらの禁止行為を発見した場合は、立会いのもとデータはそ
の場で消去のうえ、参加証は没収し、即刻学会場より退出していただきます。
　また、Web視聴者におきましても写真撮影、録画、および録音が発覚した場合は、本学
会の参加を取り消しとし、定款の第 15 条（会員の除名）の定めに従い、学会会員資格を除
名いたします。
　なお、然るべき法的処置を取らせていただく場合もございます。
　これらの禁止行為は犯罪です。皆さまのご理解ご協力をお願い申し上げます。また、これ
らの禁止行為を発見した場合には、総会事務局まで通報してください。

（15）携帯電話
講演会場内での携帯電話による通話はご遠慮ください。また、会場内では電源をお切りいただ
くか、マナーモードに設定し、講演中に呼び出し音が鳴らないようにご配慮ください。
また、本学会では、現地にご参加の先生でWebでのご登壇や、Webのみで開催されている
セッションの視聴をする機会が生じますため、くれぐれも「歩きスマホ」をされませぬよう、
ご注意をお願い申し上げます。

（16）禁煙
会場内は禁煙です。

（17）専門医制度認定講習のご案内
P19 へ掲載しているセッションは、形成外科領域専門医制度の「形成外科領域講習」および
「専門医共通講習」、皮膚腫瘍外科分野指導医制度、小児形成外科分野指導医制度、再建・マイ
クロサージャリー分野指導医制度の「教育セミナー」、「手外科学会教育研修講演」として承認
されています。なお、皮膚腫瘍外科分野、小児形成外科分野、再建・マイクロサージャリー分
野指導医の「教育セミナー」の受講申込受付は終了いたしました。事前申し込みの方は現地開
催か、後日のWeb配信にて受講されますと「教育セミナー受講歴」としてカウントされま
す。「領域講習」の単位にはなりませんのでご注意ください。
「形成外科領域講習」および「専門医共通講習」は会員カードでの受付が必須となります。詳
しくは、後述の「専門医更新の為の認定講習を受けられる会員の皆さまへ」をご確認くださ
い。
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Web配信対象セッション
【ライブ配信】

特別講演 1 100 年に一度の大転換が起きる 4 月 14日（水）13：30～14：30
特別講演 3 最近の中央情勢について 4 月 16日（金）13：30～14：30
International Session（第 5会場）すべてのセッション 4 月 14日（水）～4月 16日（金）日程表通り
＊  上記セッションは、「現地に参加」または「当日のWeb配信に参加」のいずれも可能です。
＊  Web配信に参加の方の質疑は、質疑投稿機能で投稿が可能とする予定です。詳しくは学術集会ホームペー
ジ内、「Web配信視聴のご案内」をご確認ください。

【ビデオ発表・討議】
一般演題（口演） 4 月 14日（水）～4月 16日（金）日程表通り
＊一般演題（口演）は「Web配信でのみ」参加が可能です。現地に聴講会場はありません。
＊  各セッションともに所定の時間に事前収録動画をご視聴ください。視聴時間終了後、Zoomウェビナーを
使用して座長、演者、参加者をつなぎ、リアルタイムの質疑応答（同じセッション内の演者・座長が一堂に
会して）を行います。詳しくは学術集会ホームページ内、「Web配信視聴のご案内」をご確認ください。

【デジタルポスター】
一般演題（ポスター） 4 月 14日（水）～4月 15日（木）9：00～18：00限定
 4 月 16日（金）9：00～16：40限定
＊一般演題（ポスター）は「Web配信でのみ」閲覧が可能です。現地にポスター会場はありません。
＊  なお、質疑投稿機能で投稿が可能とする予定です。詳しくは学術集会ホームページ内、「Web配信視聴の
ご案内」をご確認ください。

【オンデマンド配信】
4 月 19日（月）～4月 28日（水）9：00～18：00限定（土日含む）

特別講演 2 生体機能を修復する新規バイオマテリアル～皮膚・骨・血管～
特別講演 3 最近の中央情勢について
専門医共通講習（医療安全） 医療安全に役立つクレーム・訴訟に関する法的基礎知識
専門医共通講習（感染対策） 新型コロナウイルスとどう向き合うか
専門医共通講習（医療倫理） 医療倫理と疫学研究
教育講演 2 新医療材料
教育講演 3 手外科
教育講演 5 眼瞼・眼窩
教育講演 6 創傷
教育講演 7 乳房
教育講演 8 熱傷
教育講演 9 顔面先天異常
教育講演 10 頭頸部再建
教育講演 11 血管腫・血管奇形
手外科教育講演 1   手外科・次の戦略：ナノ（スーパー）マイクロ、nerve flap、 

オロチ型合併移植など
手外科教育講演 2 手外科手術―基本的手外科手技から重度手外傷例の再建―
シンポジウム 1 保険適用を目指す安全確実な脂肪注入術 1
シンポジウム 2 保険適用を目指す安全確実な脂肪注入術 2
シンポジウム 3 再生医療法施行後の形成外科における再生医療の現在
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シンポジウム 4 リンパ浮腫：手術と保存的治療をどう組み合わせるか 1
シンポジウム 5 リンパ浮腫：手術と保存的治療をどう組み合わせるか 2
シンポジウム 6 同種皮膚、人工真皮、培養表皮を組み合わせた広範囲熱傷の治療
シンポジウム 7 初期治療後の手の重度外傷に対する追加治療の効果と限界
シンポジウム 8 smooth TE、round SBI で乳房再建はどう変わったか
シンポジウム 9 顔面多発骨折における治療戦略
シンポジウム 10 頭頸部癌広範囲切除後の機能的再建
シンポジウム 11 最新医療機器の応用による手術術式の変革 1
シンポジウム 12 最新医療機器の応用による手術術式の変革 2
シンポジウム 13 糖尿病性足病変の予防と治療
パネルディスカッション 1 乳房再建における乳輪乳頭再建術 1
パネルディスカッション 2 乳房再建における乳輪乳頭再建術 2
パネルディスカッション 3 唇裂鼻変形治療への介入時期と方法
パネルディスカッション 4 長期結果を見据えた craniosynostosis の治療プランニング
パネルディスカッション 5 頭頸部の血管奇形に対する治療法の選択
ASPS MOU Session
Special Lecture
Lectures by American Masters
Invited lectures 1
データベース委員会企画セミナー
キャリア支援委員会企画セミナー（パネル・テーブルディスカッション）※招待講演を除く
社会保険委員会企画　教育セミナー
社会保険委員会企画　自家脂肪注入術特別セミナー
日本形成外科学会春季学術講習会
皮膚腫瘍外科分野指導医教育セミナー
小児形成外科分野指導医教育セミナー
再建・マイクロサージャリー分野指導医教育セミナー
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