ご

案

内

◎参加受付（現地参加）

・受付はステーションコンファレンス東京 5F にて行います。
11月24日
（水）
・・・8：15～17：00
11月25日
（木）
・・・7：45～18：30
11月26日
（金）
・・・7：45～16：00

・参加申込書に必要事項をご記入の上、参加費をそえて、受付にお出しください。
・会員の皆様には、事前に抄録集をお送りしておりますので、当日、必ずご持参ください。
・抄録集をお忘れの方、ご希望の方は、1部2,000円で当日ご購入ください。
参加費
医師

コ・メディカル

企業

12,000円

5,000円

25,000円

※同時開催の第 7 回世界低侵襲脊椎外科手術手技学会（WCMISST）にもご参加いただけます。

◎日整会教育研修単位を取得される皆様へ

・日本整形外科学会会員カードを使用した教育研修会単位受付となります。
日整会会員の方は、IC カードを忘れずにお持ちください。
・単位取得は有料です。
（1単位1,000円）
・本学術集会において教育研修単位を取得できるプログラムは以下の通りです。
月日（曜）

時間

会場

セミナー名

単位確定

09:40-10:40

第1会場

レジェンズレクチャー

7, SS

第1会場

ランチョンセミナー1

1,7, SS

バクスター

第2会場

ランチョンセミナー2

4,7, SS

ジョンソン・エンド・ジョンソン

第1会場

特別講演

14-3

第1会場

イブニングセミナー1

7, SS

第2会場

イブニングセミナー2

1,7, SS

京セラ

第1会場

イブニングセミナー3

1,7, SS

グローバスメディカル

第2会場

イブニングセミナー4

1,7, SS

帝人ナカシマメディカル

第1会場

モーニングセミナー

1,7, SS

日本エム・ディ・エム

第1会場

ランチョンセミナー3

2, 13

ニプロ

第2会場

ランチョンセミナー4

7, SS

ビー・ブラウンエースクラップ

第3会場

ランチョンセミナー5

7, SS

ニューベイシブジャパン

第1会場

JASMISS セミナー2

1,7

第2会場

ランチョンセミナー6

7, SS

第3会場

ランチョンセミナー7

14-5, SS

12:00-13:00
11/25
（木）

13:50-14:50
17:20-18:20

18:30-19:30
08:00-09:00

11:30-12:30
11/26
（金）
12:40-13:40

共催（敬称略）

ロバート・リード商会

メドトロニックソファモアダネック
KiSCO

(SS) 脊椎脊髄病単位
[1] 整形外科基礎科学、[2] 外傷性疾患（スポーツ障害を含む）
、[4] 代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む）
、
[7] 脊椎・脊髄疾患、[13] リハビリテーション（理学療法，義肢装具を含む）
、[14-3] 医療倫理、
[14-5] 医学全般にわたる講演会などで、14-1～14-4に当てはまらないもの
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◎会場
第 1 会場（口演）
・・・・・・・・・・ステーションコンファレンス東京 5F

501A+B

第 2 会場（口演）
・・・・・・・・・・ステーションコンファレンス東京 6F

602A+B+C+D

第 3 会場（口演）
・・・・・・・・・・ステーションコンファレンス東京 6F

605A+B+C

第 4 会場（口演、ハンズオン）
・・・・ステーションコンファレンス東京 4F

402A+B+C+D

◎企業展示・ドリンクコーナー
・ステーションコンファレンス東京 5F にて行っております。

◎ Wi-Fi（無線 LAN）環境の提供について
ご来場者様のインターネット接続サービスとしまして、Wi-Fi（無線 LAN）アクセスポイントを
設置いたします。ご自身の PC、スマートフォン等での E-mail、インターネット接続が可能とな
ります。なお、ネットワーク名とパスワードは当日ご案内させていただきます。

◎クローク
・ステーションコンファレンス東京 5F（502）の仮設クロークをご利用ください。

◎昼食
・本会はランチョンセミナー（お弁当）がございます。

◎駐車場
・30分ごとに400円。1日最大3,500円です。学会出席よる割引はございません。

◎全員懇親会
・新型コロナウイルス感染拡大防止対策にて行いません。

◎座長の先生へ
・ご担当セッション開始時刻の10分前までに「次座長席」にご着席ください。
・時間配分は座長に一任いたしますが、円滑な進行をお願いいたします。

◎演者の先生へ
・ご発表の30分前までに PC 受付にて発表データの受付を済ませてください。発表形式について、
口頭でのご発表か、事前にご提出いただいた音声入りファイルの再生かを確認させて頂きます。
口頭発表を選択される場合は、発表データの受付をお願いいたします。
・ご発表予定時刻の10分前までに「次演者席」にご着席ください。
・発表時間を大幅に超過した場合は座長のご判断でご発表を中止させていただく事がありますので、
ご了承ください。
・ご発表者で非会員の方は学術集会当日迄に入会手続きをお願いします。
日本低侵襲脊椎外科学会事務局（株式会社ドゥ・コンベンション内）
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-23, 5F
TEL：03-5289-7717 / FAX：03-5289-8117 / E-mail：jasmiss@doc-japan.com
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◎発表規定（口演）
（1）発表形式は PC のみです。PC 対応プロジェクター1台をご用意致します。
▽静止画でのご発表データを学会準備の PC に取り込ませて頂きますので、USB メモリーをご持参くだ
さい。

▽作成するソフトはマイクロソフト社の PowerPoint で2016以降のバージョンに限ります。

▽発表データに動画がある場合や Macintosh をご使用の場合は、ご自身の PC をご使用ください。
▽スクリーンは1面（16：9）です。

▽映像接続ケーブルは HDMI を準備しております。それ以外をご使用の場合は変換コネクタを忘れずに
お持ちください。

（2）発表時間は以下の通りです。
発表区分

口演

質疑応答

一般演題

4分

2分

主題

5分

2分

備考
※主題1、主題3、主題8を除く

＊企画プログラムはセッション毎に口演時間、質疑応答時間が異なります。
（3）学術集会の円滑な進行のため、ご発表は時間厳守でお願いします。
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◎WEB 参加の方
１．参加受付
・2021 年11 月1 日（月）～ 21 日（日）に大会ホームページよりオンライン登録をお願いいたし
ます。
・領収書は、オンライン登録が完了しますとダウンロードが可能になります。
・参加証明書は、WEB 開催ページ内のメニューからダウンロードをお願いいたします。
２．プログラム・抄録集
・会員の皆様には事前に郵送いたします。
・非会員の方、追加でご希望の方には 1 冊2,000 円で販売をいたしますが、部数には限りがござ
いますので売り切れの際はご容赦ください。
３．日本整形外科学会教育研修単位取得について
・WEB 視聴では取得できません。現地参加のみとなります。
４．視聴の手順
１）大会ホームページのメニューにある「WEB 開催ページ」をクリックしてください。
２）ログイン画面が表示されましたら ID と PW を入力してください。
※ ID（メールアドレス）と PW（パスワード）は事前参加登録の際にご自身で設定していた
だいたものになります。
３）口演会場（第1会場～第4会場）毎にライブボタンを設置します。
ご視聴されたい会場のライブボタンをクリックすると Zoom ウェビナーに接続されます。

ア）Zoom ウェビナーにご入室の際にお名前とメールアドレスの登録が要求されますので、
正確にご入力をお願いいたします。
イ）名には［苗字］を、姓には［名前］を［漢字］で入れてください。入力は［姓］＋［名］
で合計で5文字までとなりますので、お気を付けください。
ウ）お名前とメールアドレスの入力後、
「開催中のウェビナーに参加する」をクリックしてく
ださい。
（重要）座長、演者の先生方におかれましては、視聴者からパネリストへ昇格させる作業が
ありますので、お名前の入力には必ず “ 漢字 ” をご使用ください。
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エ）ダイアログボックスの［Zoom Meeting を開く］をクリックすると視聴が可能となります。
（備考）視聴者には「ビデオ（お顔の表示）
」並びに「マイク（発話）
」の使用権限は与えら
れておりません。
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