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参加者へのご案内

◆開催方式
本学術講演会は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、浜松町コンベンションホール＆ 
Hybrid スタジオでの現地開催に加え、ライブ配信及び会期後 2022 年 1 月 24 日（月）正午～2月
24 日（木）18：00 に当日のセッション模様をWeb にてオンマンド形式で配信いたします。

指定演題：現地開催に加え、ライブ配信及び会期後にオンデマンド配信を実施いたします。
一般演題：ライブ配信のみ実施いたします。

 【オンデマンド配信に関するご案内】
○オンデマンド配信期間 2022 年 1 月 24 日（月）正午～2月 24 日（木）18:00
○閲覧方法：本学術講演会HPより視聴用サイトへリンクいたします。
　　　　　 閲覧には個別のログイン IDとパスワードが必要になります。
　　　　　 ご登録後、メールにてご案内いたします。
○事前参加登録期間中（1月 12 日（水）締切）にご登録済みの方は改めての登録は不要です。
○  1 月 20 日（木）以降、オンラインで参加登録を再開予定です。ご登録いただいた方は順次 IDと
パスワードをメールにてご案内いたします。

◆感染拡大防止対策
○満席の場合は後日配信されるオンデマンド配信をご利用ください。
○ 会場内ではマスクをご着用ください。なお、マスクは会場内ゴミ箱にはお捨てにならず、お持ち
帰りください。

○会場内の換気にご協力ください。
○受付や会場前、休憩会場などソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。
○各所に消毒液を配置しますので、ご利用ください。
○会場入口での検温にご協力ください。
○  37 度 5 分以上の発熱がある場合、入場をお断りさせていただきます。
  また、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方は参加を制限させていただく場合
がございます。予めご了承ください。

○  健康状態申告書のご提出にご協力ください。申告書はHPよりダウンロードいただけます。

参加者の皆様の感染拡大防止へのご協力を宜しくお願いいたします。
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学会参加者へのお知らせ

１．受付・参加費
当日受付にてネームカードをお渡しします。参加証明書及び領収書は視聴用サイトよりダウンロー
ドいただけます。
参加証に所属・氏名をご記入の上、会場では必ずご着用ください。
受 付 時 間：1月 22 日 （土）　8：30～ 16：30
      ：1 月 23 日 （日）　8：30～ 13：30
受 付 場 所：浜松町コンベンションホール＆ Hybrid スタジオ　5F　ホワイエ
当日参加費：学術講演会 一般（会員・非会員） …… 19,000 円
            学部学生 ………………… 無料（受付にて必ず学生証をご提示ください）
      ＊ 会場内での混雑をさけるため、事前にオンライン参加登録をお済ませの上でご来場

ください。

２．プログラム抄録集
当日会場にてお渡しいたします。2冊目をご希望の方は 1冊 2,000 円です。

３．日本産科婦人科学会専門医制度研修出席証明・日本産婦人科医会研修参加証シール
  【現地参加】

各窓口にて受付を行います。
＊ e 医学会カード（UMIN カード）を忘れずにお持ちください。
（1） 日本産科婦人科学会会員の方は、研修出席証明の 10 単位及び機構単位 3単位が付与されます

（会期中 1回）。
（2）日本産婦人科医会会員の方は、研修参加証が発行されます（会期中 1枚）。

  【オンデマンド配信】
（1）日本産科婦人科学会専門医研修出席証明について
単位付与期間内にWeb 視聴した場合、現地参加の場合同様に、日本産科婦人科学会専門医研修出
席証明の 10 単位及び機構単位 3単位が取得できます。
※ 単位取得には、Web 参加登録時に日本産科婦人科学会の会員番号入力が必須となりますのでご注
意ください。

（2）日本産婦人科医会研修参加証（医会シール）
単位付与期間内にWeb 視聴した場合、日本産婦人科医会研修参加証（医会シール）は、日本産婦
人科医会会員である方に限り 1 枚発行申請が可能です。
（後日送付いたします。）
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４．日本専門医機構　単位付与講習
  【現地参加】

機構専門医の認定講習は、各講習会場で対象セッションの講習参加受付を行います。
開始時間 10 分を過ぎた場合、聴講は可能ですが、機構専門医単位付与はされません。
ご了承ください。
・e医学会カード（日本産科婦人科学会発行）で参加登録を行います。
・ご出席の先生はご自身の責任で e医学会カードで参加登録を行ってください。
各講習会場で e医学会カードのバーコードを読み取ることで参加登録を行います。

  【オンデマンド配信】
単位付与をご希望の方は、各講演動画の最後に表示されますキーワードの入力が必要です。専門医
共通講習の講義は試験の合格（正答率 80％）が必須です。

＊日本産科婦人科学会会員で e医学会カードを紛失等でお持ちでない方
 運転免許証等でご本人確認の上、登録確認を行います。

  日本専門医機構　単位付与講習一覧
1 月 22 日 （土）

 9：00～ 11：10 第 1 会場
（5 F　メインホールA）

オープニングシンポジウム
周産期の視点から婦人科疾患・生殖医療と
周産期合併症を考える

産婦人科領域講習

13：40～ 15：20 第 3 会場
（5 F　大ホールB）

ワークショップ 1
後輩に伝えたい研究の醍醐味と “research 
life balance”

産婦人科領域講習

15：30～ 17：30 第 2 会場
（5 F　大ホールA）

シンポジウム 4
子宮内膜症関連癌の克服へ向けて 産婦人科領域講習

15：50～ 16：50 第 1 会場
（5 F　メインホールA）

専門医講習 1（倫理）
研究倫理を知って、論文を書いてみよう

専門医共通講習
（医療倫理）

17：00～ 18：30 第 1 会場
（5 F　メインホールA）

ワークショップ 2（ディベートセッション）
ARTが先か？ オペが先か？ 産婦人科領域講習

1 月 23 日（日）

 9：00～ 10：00 第 1 会場 
（5 F　メインホールA）

専門医講習 2（医療安全）
福島原発事故における住民の健康課題とそ
の対策・コロナ感染症との類似性

専門医共通講習
（医療安全）

 9：00～ 10：20 第 2 会場 
（5 F　大ホールA）

シンポジウム 5：手術
子宮腺筋症摘出術 産婦人科領域講習

14：40～ 15：40 第 1 会場 
（5 F　メインホールA）

専門医講習 3（感染）
子宮内膜症とCOVID-19

専門医共通講習
（感染対策）
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５．幹事会・理事会・総会・情報交換会のご案内
■幹事会
 日時：1月 21 日（金）18：00～ 19：00
 会場：浜松町コンベンションホール ＆ Hybrid スタジオ 大会議室B
■理事会
 日時：1月 22 日（土）9：30～ 10：30
 会場：浜松町コンベンションホール ＆ Hybrid スタジオ メインホールB
■総会
 日時：1月 23 日（日）13：40～ 14：10
 会場：浜松町コンベンションホール ＆ Hybrid スタジオ メインホールA

６．撮影・録音について
講演会場内での撮影・録音は、学会側が認めた場合以外、禁止となります。
ご協力いただきますようお願いいたします。

７. プログラム所属表記について
統一表記で記載しておりますことをご了承ください。


