
参加者へのご案内
1．総合受付
（1）参加受付
参加者は参加費をお支払いの上、参加証（ネームカード）をお受け取りください。クレジットカードは
ご利用いただけません。参加証は領収証兼用になっております。参加証には所属・氏名を必ずご記入の
上、会場内では必ずご着用ください。なお、参加証は再発行いたしませんので、大切に保管してくださ
い。

日時 場所
5 月 15 日（水）13：00～17：00

大阪国際会議場 5F ホワイエ5月 16 日（木） 7：00～17：30
5 月 17 日（金） 7：00～17：00

参加費
一般 15,000 円

メディカルスタッフ・患者会 3,000 円
学部学生（大学院生は除く） 無料
※メディカルスタッフ・学部学生の方は、受付にて身分証明書をご提示ください。ご提示がない場合、
一般参加費（15,000 円）とさせていただきますのでご注意ください。

（2）年会費納入、新入会申込、住所変更について
学術集会の会場で年会費の徴収は行いません。
新入会申込や住所変更はhttps://jacsurg.gr.jp/members/loginよりお手続きください。

（3）プログラム集
日本呼吸器外科学会会員の方は事前に送付されたプログラム集（学会誌学術集会号）を各自ご持参くだ
さい。当日ご購入希望の方には、総合受付にて会員は一部 1,000 円、非会員は一部 3,000 円で販売いた
します。尚、プログラム集には抄録の掲載はございません。抄録は学術集会ホームページ「抄録閲覧」
よりダウンロードしてください。

2．共通講習・外科領域講習
【共通講習】
第 15 回医療安全講習会
日 時：5月 15 日（水）17：00～18：00
会 場：大阪国際会議場 5F 大ホール（第 1会場）
受講者数：先着 800 名まで（事前申込のみ）
（注）受講証明書は 5F ホワイエにて 13：00～17：00 に配布いたします。

第 4回医療倫理講習会
日 時：5月 16 日（木）17：00～18：00
会 場：大阪国際会議場 5F 大ホール（第 1会場）
受講者数：先着 800 名まで（事前申込のみ）
（注）受講証明書は 5F ホワイエにて 13：00～17：00 に配布いたします。

      



第 5回感染対策講習会
日 時：5月 17 日（金）9：50～10：50
会 場：大阪国際会議場 5F 大ホール（第 1会場）
受講者数：先着 800 名まで（事前申込のみ）
（注）受講証明書は 5F ホワイエにて 7：00～9：50 に配布いたします。

※共通講習の内、現行の呼吸器外科専門医制度では、医療安全講習会の受講のみが新規申請、更新申請時
に有効となります。

【外科領域講習】
ワークショップ 1「多発肺癌・異時性第二肺癌、再発肺癌の治療戦略」
日 時：5月 16 日（木）8：30～10：30
会 場：大阪国際会議場 10F 1003（第 5会場）
受講者数：先着 400 名まで（事前申込のみ）
（注）受講証明書は 10F ホワイエにて 7：00～8：30 に配布いたします。

ワークショップ 3「胸腔鏡手術のニューウェーブ」
日 時：5月 17 日（金）14：00～16：00
会 場：大阪国際会議場 10F 1003（第 5会場）
受講者数：先着 400 名まで（事前申込のみ）
（注）受講証明書は 10F ホワイエにて 7：00～14：00 に配布いたします。

第 25 回呼吸器外科セミナー
日 時：5月 18 日（土）8：30～12：30（受付 7：30～）
会 場：大阪国際会議場 10F 1001-1003
受講者数：先着 600 名まで（事前申込のみ）
受 講 料：5,000 円（当日受付でお支払いください）

※呼吸器外科セミナーは現行の呼吸器外科専門医制度で新規申請時の必須項目となっており、更新申請時
の基礎条件にも含まれております。

＊申込み方法/期間
［共通講習/外科領域講習：呼吸器外科セミナー］（会員マイページより）
申込開始：4月 10 日（水）
申込締切：4月 25 日（木）
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
※事前オンライン申込のみのため、当日の受講申込受付はございませんのでご留意ください。
申込方法
・日本呼吸器外科学会ホームページの「会員マイページログイン」（https://jacsurg.gr.jp/members/
login）よりログインいただき、講習会、呼吸器外科セミナー申込を行ってください。

・申込手順は日本呼吸器外科学会ホームページ「講習会・セミナー」メニューの「申し込み」ページ
をご参照ください。
・非会員の方は jacs-soc@umin.ac.jp へ 4 月 25 日（木）までにご連絡ください。

［外科領域講習：ワークショップ 1、3］（学術集会ホームページより）
4月上旬頃、学術集会ホームページにて詳細をご案内いたします。
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
※事前オンライン申込のみのため、当日の受講申込受付はございませんのでご留意ください。

      



＊受講証明書 半券の回収
共通講習、外科領域講習はいずれも終了後に受講証明書の半券を回収いたします。受講証明書の半券
提出をもって受講完了となりますので、必ずご提出をお願いいたします。
遅刻・早退は原則認められませんので、あらかじめご了承ください。
受講証明書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

＊共通講習、外科領域講習は現行制度下の外科専門医更新のための研修実績として認められる予定です。
また、新専門医制度のための共通講習/外科領域講習として申請する予定です。

3．評議員・全員懇親会
日 時：5月 15 日（水）18：30～ ※学術集会前日に開催いたします。
場 所：リーガロイヤルホテル大阪 2F 山楽の間
参 加 費：5,000 円

4．共催セミナー
ランチョンセミナー

日時 場所
5 月 16 日（木）12：10～13：00 第 1、3～10 会場
5月 17 日（金）12：00～12：50 第 1、3～10 会場

【整理券配布】

配布時間 5 月 16 日（木）7：00～11：40
5 月 17 日（金）7：00～11：30

配 布 所 大阪国際会議場 5F ホワイエ
※整理券は先着順、お一人様 1日 1枚の配布といたします。
ランチョンセミナー参加希望の方は、整理券をお受け取りください。配布する整理券は当日開催分のみ
です。整理券の枚数には限りがあり、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。
なお、セミナー会場には整理券をお持ちの方を優先的にご案内いたしますが、整理券をお持ちの方でセ
ミナー開始時間を過ぎても会場に来られない場合は、入場できない場合がございますので予めご了承く
ださい。

アフタヌーンセミナー
日時 場所

5 月 16 日（木）14：10～15：00、16：00～16：50 第 6、10 会場
5月 17 日（金）14：50～15：40 第 7 会場

※アフタヌーンセミナーは整理券不要です。直接会場へお越しください。（軽食と飲物を準備しておりま
す）

5．各種サービスおよび展示のご案内
サービス 日時 場所

クローク
※貴重品はお預かりできません。

5 月 15 日（水）13：00～18：30※
5 月 16 日（木） 7：00～18：30
5 月 17 日（金） 7：00～18：30

大阪国際会議場
5F ホワイエ

企業展示 5月 16 日（木） 8：30～18：00
5 月 17 日（金） 8：00～16：00

大阪国際会議場
3F イベントホール/10F ホワイエ

書籍展示 5月 16 日（木） 8：30～18：00
5 月 17 日（金） 8：00～16：00

大阪国際会議場
3F/5F/10F/12F ホワイエ

      



※15日（水）の評議員・全員懇親会時は懇親会会場（リーガロイヤルホテル大阪）のクロークをご利用く
ださい。

6．無料Wi-Fi
大阪国際会議場内の無料Wi-Fi をご利用いただけます。

7．携帯電話・録音・録画・撮影
会場内では、携帯電話の電源を切るか、マナーモードに設定をお願いします。また、録音、録画及び写真
撮影は固くお断りいたします。

8．呼び出し
会場内での呼び出しは、原則として行いません。参加者へのご連絡は掲示板（総合受付付近）をご利用く
ださい。

9．休憩コーナー
3F イベントホール、5F ホワイエに休憩コーナーをご用意しておりますので、お気軽にご利用くださ
い。
※軽食と飲物を準備しております（ただし数に限りがございます）

10．第 2回呼吸器外科女性医師支援の会
日時：5月 17 日（金）7：15～8：00
場所：リーガロイヤルホテル大阪 梅の間（ウエストウイング 2F）
・軽食を 30 名分ご用意しております。
・呼吸器外科学会における女性医師の現状報告、意見交換などを予定しております。
・どなたでもご参加いただけます。また、事前申込のない当日参加の方や、お子様連れの方も参加可能で
ございます。

11．託児室
会期中、託児室を設置いたします。託児室の利用を希望される方は、事前に申し込みが必要です。申込方
法および詳細は、学術集会ホームページ「託児のご案内」をご覧ください。

12．宿泊について
学術集会ホームページ「宿泊案内」ページをご覧ください。
＜問合せ先＞
株式会社 JTB 西日本MICE事業部「第 36 回日本呼吸器外科学会総会」係
大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3-1-8 MPR本町ビル 9階
TEL：06-6252-5044 FAX：06-7657-8412
Email：t_abe724@jtb.com
営業時間：9：30～17：30（土・日・祝祭日は休業）




