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参加者へのご案内
※最新情報は必ず本合同大会ホームページにてご確認ください。 

https://www.c-linkage.co.jp/mdct2021/index.html

1. 参加登録
参加登録費は下記の通りです。
参加区分 A：早期登録期間

　   5月25日（火） 13:00～
6月30日(水） 17:00

B：後期登録期間
　   7月1日（木） 9:00～ 

7月30日(金) 17:00

会　員 医師 7,000円 8,000円

医師以外（コメディカル・心理士等） 6,000円 7,000円

学生（大学院生の医師を除く）※1 3,000円 4,000円

臨時会員（非会員）※2

プログラム・抄録集は
含んでおりません。

医師 8,000円 9,000円

医師以外（コメディカル・心理士等） 7,000円 8,000円

学生（大学院生の医師を除く）※1 4,000円 5,000円

※1 学生証をスキャンした画像ファイルを、参加登録システムへアップロードしてください。
※2  非会員の方は、事前に臨時会員申込み、ならびに承認されることが必要です。
　　臨時会員登録受付は、7月30日（金）正午までです。

（1）A：早期登録期間は終了しております。
（2）B：後期登録期間に、下記本合同大会ホームページよりオンラインでお申込みください。

https://www.c-linkage.co.jp/mdct2021/contents/reg.html
参加登録期限：2021年7月30日（金）17:00まで
お支払い方法：クレジットカードに限ります。
※会期当日も同様です。ご自身のPCやデバイスからオンラインでお申込みください。
※ 登録完了後に、取り消しならびに払い戻し、登録内容の変更はできませんので、予めご了

承ください。ワークショップについては、追加申込みができます。
（3）参加受付の日時と場所は次のとおりです。

日時 場所

初日　 7月  8日（木）   7:30～20:00 パシフィコ横浜
会議センター 3F

フォワイエ
2日目 7月  9日（金）   7:30～19:30

3日目 7月10日（土） 11:30～12:30

※ 3日目7月10日（土）は、オンサイト（会場）で開催されるのは、下記の2つのワークショップ 
です。

　これら2つのセッションに参加申込みをした方のみご来場ください。
①MDワークショップ5　MDうつ病診療講習会　産業医からみたうつ病診療の問題点
②MDワークショップ7　 明日からの臨床研究を遂行するために知っておきたい知識や技能 

－臨床研究遂行道場－
（4）参加証（ネームカード）・参加証明書・領収書

参加登録完了後にご案内する「マイページ」からダウンロード・印刷が可能です。
会場に来られる方は、各自カラー印刷してご持参ください。感染症拡大予防のため、ご協力を
お願いいたします。
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会場内では必ず参加証（ネームカード）を着用してください。ネームホルダーは、総合受付付近
に設置いたします。着用のない方の入場は、固くお断りいたします。
※ 本合同大会の参加を他学会の単位に申請される場合は、参加証をご利用いただいております。

会期終了後は参加証の再発行及び事後の参加証明書の発行はしておりません。申請時まで
ご自身で保管いただきますようお願いいたします。

（5）臨時会員（非会員）
※非会員の方は、正会員の紹介があり、且つ参加費を納めることにより
　今回の開催期間中（7月8・9・10日）に限り、臨時会員になることができます。
　詳細は、下記、合同年会ホームページをご確認ください。
　https://www.c-linkage.co.jp/mdct2021/contents/temporary-member.html

2. プログラム・抄録集
会員の方へは、参加の有無にかかわらず、会期前にお送りいたします。
追加で必要な場合や臨時会員（非会員）でご購入希望の方へは、1冊3,000円で販売いたします。
※参加登録と同時に、オンラインよりお申込みください。

3. WEB視聴サイトへのアクセス方法
本合同大会ホームページから、「WEB視聴サイト」にログインしてください。
参加登録完了直後に、ご登録のE-mailアドレスに「参加登録完了のお知らせ（メール）」が到着します。
メールには、「マイページ」、「WEB視聴サイト」にログインする際の、IDとパスワードが記載され
ています。
※注意事項・禁止事項
WEB視聴時の講演スライド等の録画・録音・撮影・印刷や画面をスクリーンショット等でキャプ
チャーする行為は、一切禁止します。また、無断転用・複製も一切禁止します。

4. 年会費納入
※感染予防対策のため、今回は、「日本うつ病学会事務局デスク」、「日本認知療法・認知行動療法
学会の事務局デスク」は設置いたしません。
入会を希望される方、また会員で年会費のお支払いをご希望の方、お問い合わせにつきましては、
事前に下記ホームページにてご確認ください。
・日本うつ病学会 https://www.secretariat.ne.jp/jsmd/
・日本認知療法・認知行動療法学会 http://jact.umin.jp/ad-info/

5. 懇親会
新型コロナウイルス感染拡大防止にともない、見合わせることになりました。

6. 受賞講演と授賞式
（1）日本うつ病学会 第16回学会奨励賞 ライブ配信とオンデマンド配信
（2）日本うつ病学会 2021年下田光造賞 ライブ配信とオンデマンド配信
（3）日本認知療法・認知行動療法学会 第8回最優秀論文賞 オンデマンド配信
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7. 会場内でのご注意
（1）会場内では、発表者の著作権保護のため、発表内容の録音・録画・写真撮影を禁止いたします。 
（2）携帯電話・スマートフォンは、あらかじめマナーモードに設定するか、電源をお切りください。 
（3）座席確保のため私物を長時間座席に置くことは、ご遠慮ください。

8. 共催セミナー・共催シンポジウム（7月8日・9日）について
第18回日本うつ病学会総会／第21回日本認知療法・認知行動療法学会［合同開催］の参加者は、
どなたでも参加できます。整理券などの事前配布はございません。直接ご希望のセミナー・シンポ
ジウム会場へお越しください。共催セミナーには「お弁当+お茶」、または「軽食+お飲物」等が提
供されます（一部を除く）。

9. 単位取得について ※最新情報は必ず本合同大会ホームページにてご確認ください。

本合同大会の参加・発表にて所得可能な単位は以下の内容となります。

認定学会 認定単位更新 単位取得数

日本うつ病学会
日本認知療法・
認知行動療法学会

（共通）

日本心身医学会

専門医 参加3単位

認定医 参加3単位

認定医療心理士 参加3単位 発表2単位

日本心身医学会・
日本心療内科学会

合同心療内科専門医
参加3単位

日本精神神経学会 精神科専門医制度 単位対象セッションの受講で上限3単位

日本うつ病学会

日本精神科看護協会 精神科認定看護師制度 参加2ポイント

日本作業療法士協会 生涯教育制度

参加
2ポイント

筆頭発表1発表につき 
1ポイント

講師・シンポジスト
1ポイント

（セッション90分以上）

MDワークショップ2参加　1ポイント
※受講申込み（有料）が必須

日本睡眠学会
専門医、歯科専門医、

認定検査技師
参加2単位

筆頭発表1発表につき 
1単位

日本認知療法・
認知行動療法学会

日本臨床心理士
資格認定協会

臨床心理士
資格更新制度

大会参加2ポイント

シンポジスト
3ポイント

指定討論者
3ポイント

司会
3ポイント

ワークショップ参加
2ポイント 

※受講申込み（有料）が
必須

講師
2ポイント

座長
2ポイント

日本うつ病学会
日本認知療法・
認知行動療法学会

（共通）

日本医師会

認定産業医制度
※ 単位付与は現地参加者

に限る。
※ 合同大会への参加登録

は必須

MD大会企画シンポジウム5　2単位

CT大会企画シンポジウム11　2単位

MDワークショップ5　4単位
※受講申込み（有料）が必須
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注意事項
（1）日本精神神経学会精神科専門医制度

＜現地参加の場合＞
　① パシフィコ横浜 会議センターでの7月8日・9日の受付時間内に総合受付の「芳名帳」に

ご記名ください。会期中1人1回で結構です。
　　7月10日は対応できませんので予めご了承ください。
　② 今回の単位対象は7月8日・9日・10日にパシフィコ横浜 会議センターにて開催されるセッ

ションの内、一部を除いたセッションです。
＜WEB視聴の場合＞
　 ①単位申請をご希望の方は、対象セッションを最初から最後までご視聴ください。
　　※聴講ログで聴講の確認を取ります。不正のないようご聴講ください。
　② 単位対象セッションは「ライブ・オンタイム配信日程表」および、「オンデマンド配信一覧表」

にてご確認ください。
（2）日本医師会認定産業医制度

※ MD大会企画シンポジウム5とCT大会企画シンポジウム1については、本合同大会への 
参加登録は必須です。

　単位取得の場合には、
　①参加される方は、認定産業医No.（8ケタ）が分かるようご用意ください。
　②各対象セッションの会場入口にて受講確認書をお受けとりください。
　③必要事項をご記入の上、セッション終了時にご提出ください。
　④引換えに指定研修会証明書をお渡しします。

（3）その他の単位　参加証を保管の上各学会へ各自で申請を行ってください。
（4）申請に関する詳細につきましては、各学会・協会へお問い合わせください。

10. 会場施設および設備について
（1）クローク

パシフィコ横浜 会議センター 3F フォワイエ内に設置いたしますので、ご利用ください。
クローク利用時間：

日時 場所

初日　 7月8日（木） 7:30～21:15 パシフィコ横浜
会議センター 3F

フォワイエ2日目 7月9日（金） 7:30～21:35

3日目7月10日（土）はクロークがございません。
お手荷物は各自でワークショップ会場内にて保管してください。 

（2）大会本部（事務局）
両学会の大会本部（事務局）は、パシフィコ横浜 会議センター 3F 「316」です。会期中ご不明点
等ございましたら、総合受付または大会本部（事務局）にお問い合わせください。

(3)WEB配信会場
7月8日（木）・9日（金）は、パシフィコ横浜 会議センター 3F 「304」に開設いたします。
オープン時間は、両日とも9:00～17:00です。
ライブセッションの合間に、オンデマンドのセッションをご覧いただくことができます。
会場内には、机と椅子、電源・Wifi等を適宜ご用意いたしますが、PC・デバイス・イヤフォン
等は各自にてご持参ください。
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(4)医療機器・薬品関連の展示、書籍展示コーナー
7月8日（木）・9日（金）は、パシフィコ横浜 会議センター 3F 「301・302前フォワイエ」に
医療機器・薬品関連の展示、書籍展示コーナーを設置いたします。

（5）無線LAN
パシフィコ横浜全館で利用可能です。
SSID：FREE-PACIFICO
※環境により接続が困難になる場合がございます。予めご了承ください。

（6）呼び出し
会場内での呼び出しは原則として行いません。

（7）紛失物
忘れ物・落し物は、パシフィコ横浜 会議センター 3F フォワイエの「総合受付」にてお預かり
いたします。
貴重品は自己管理をお願いいたします。

（8）喫煙
会場内は全て禁煙です。

(9)託児所
新型コロナウイルス感染拡大防止にともない、お子さまの安全を最優先に考慮し本合同大会
では託児室の開室は見合わせることになりました。


