第 120 回日本外科学会定期学術集会

参加者へのご案内
1．参加方法

本学術集会の参加にはオンライン参加登録が必須となります．本学術集会の HP より，参加登録を

お願いいたします．
2．参加登録期間

2020 年 7 月 15 日（水）～10 月 31 日（土）

3．参加費
参加カテゴリー
会員・非会員

登録費

必要書類

15,000 円
無料

医学部生

無料

（エムスリー会員の方は不要）
学生証 ※2
（エムスリー会員の方は不要）

※1：「研修医」は，平成 30 年 3 月以降に卒業した方が対象です．
参加登録後，研修指導責任者の署名・捺印がある研修医証明書をメールにて参加登録サポート
デスク（120jss@reg-convention.com）までお送りください．
※2：参加登録後，学生証をメールにて参加登録サポートデスク（120jss@reg-convention.com）まで
お送りください．
※1・2：m3.com＜エムスリー＞の会員である研修医・医学部生につきましては，専用の参加登録画

面よりご登録いただくと研修医証明書または学生証の送付は不要となります．m3.com のロ
グイン ID とパスワードが必要になります．詳しくは HP にてご確認ください．なお，研修

医・医学部生の判定は m3.com 独自に行っており，一部，判定できないケースがあります．
判定できなかった方につきましては，お手数ですが，通常の登録フローに則り，必要書類の
送付をお願いします．
4．参加証明書

参加登録後，参加証明書，領収書，学術集会参加 ID 番号がオンライン上で発行されます．この参

加証明書は外科専門医制度の研修実績の他，指導医選定申請および更新申請，認定登録医登録および
更新申請等に必要です．詳細は「7．外科専門医制度の研修実績について」
，および日本外科学会外科
専門医制度規則・同施行規則をご参照ください．
なお，日本外科学会会員は日本外科学会ホームページ（https://www.jssoc.or.jp/）から今回の定期
学術集会参加 ID 番号を登録できます．
5．プログラム

日本外科学会では，プログラム・抄録集の発行はございません．抄録の閲覧はオンライン抄録集か

スマートフォン＆タブレット用アプリ「JSS Congress」をご覧ください．
「JSS Congress」では，全ての演題の発表者，所属，発表時間，抄録などについて項目別に検索し，
自分のスケジュールを作成することができますのでご利用ください．
詳細は学術集会ホームページをご覧ください．
※本会雑誌「日程号」は廃止となりました．
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※抄録集は廃止となりました．抄録のご確認はアプリ，ホームページよりお願いいたします．
https://www.jssoc.or.jp/jss120/

※大学院重点化，あるいは異動などに伴い，提出いただきました司会・演者の所属の記載に少なか
らず混乱がみられます．本プログラムでは，できる限り表記の統一を図るため定期学術集会事務
局にて一部修正をさせていただきましたのでご了承ください．
6．日本医師会生涯教育講座単位取得について

各都道府県医師会に申告すると単位が取得できます．その際，本学術集会参加証のコピーが必要と

なります．詳しくは，日本医師会のホームページにてご確認ください．
7．外科専門医制度の研修実績について

定期学術集会の参加登録をされた方には，参加証を発行いたします．外科専門医制度の研修実績と

して取得できる単位数は以下の通りです．
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（1）現行の外科専門医制度における単位の換算について
指導医選定

指導医更新

1 回分

1 回分

①定期学術集会

外科専門医 認定登録医 外科専門医
更新
登録・更新
新規
10 単位

10 単位

×

（2）新専門医制度における単位の換算について
①定期学術集会

外科専門医更新（予定）

外科専門医認定

学術業績・診療以外の活動実績
2 単位

1回

※当初開催を予定していた外科領域講習にあたる「外傷講習会」と，共通講習にあたる「倫理講習会」
「感染対策講習会」
「医療安全講習会」は，いずれも本定期学術集会とは別途で E-learning として順
次開催することとなりました．詳細は以下 URL よりご確認ください．
http://www.jssoc.or.jp/elearning/info.html
※
「卒後教育セミナー」「臨床研究セミナー」の開催は取り止めとなりました．
令和 2（2020）年度の外科専門医の更新などの申請期間は，例年とは異なる対応となっています．
詳細は以下 URL よりご確認ください．
http://www.jssoc.or.jp/procedure/specialist/info20200526.html
8．注意事項・禁止事項

・Live 配信動画，事後配信動画，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．
・チャット機能や Q&A BOX 等を使用した誹謗中傷は一切禁止します．
・チャット機能や Q&A BOX は，事務局側で記録を残しています．

9．参加登録の問合せ

第 120 回日本外科学会定期学術集会
参加登録サポートデスク
E-mail：120jss@reg-convention.com
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司会・演者へのご案内
I．口演セッションについて

1．司会・演者・特別発言・ディスカッサント等の出演セッション参加方法

任意の場所より，ご自身の PC で zoom（WEB 会議システム）を使用してセッションにご参加いた

だきます．ご参加いただくセッションの zoom の URL は，個別にメールにてお送りいたしますので，
当日はそちらからご参加ください．
別途メールにてお送りいたします「Live 配信セッションマニュアル」を必ずご確認の上，セッショ
ンにご参加ください．
※インターネットにつながる通信環境がよい場所でご参加ください．
※極力静かな場所で雑音が入らないようお願いいたします．
※お持ちの PC にカメラ，スピーカー，マイクが付属されているかご確認ください．
可能な限り，マイク付きイヤホンやヘッドセットマイクなどをご使用ください．
※ご自身の PC 上では，セッション中に不要なアプリケーションは全て閉じてください．

①司会のセッション開始の挨拶：Live 配信

②司会からの演者紹介，演者の挨拶：Live 配信

③演者の発表：事前にご登録いただいた音声付きスライド動画の放映
④質疑応答：Live 配信

※以後，②～④の繰り返し

⑤総合討論：Live 配信

⑥特別発言：Live 配信または事前にご登録いただいた音声付きスライド動画の放映
※総合討論，特別発言がないセッションもございます．

3．チャット機能（Live 配信）

Live 配信中は，視聴画面上で参加者からのチャットを閲覧可能です．司会の先生方は，質疑応答や

総合討論の際にご活用ください．
4．発表スライド閲覧

会期終了後，事前にご登録いただいた音声付き発表データは 10 月 31 日（土）まで，参加者が視聴

可能となります．また，システム上には，各演題の Q&A BOX があります．参加者が各演題に対し
て質問をすると，演者へ自動的にメールが送られます．質問に対する回答をお願いいたします．
5．Live 配信動画の事後配信

会期終了後，Live 配信動画を事後配信いたします．9 月 1 日（火）から 10 月 31 日（土）まで参加

者が視聴可能となります．
6．プロフィール

事前に演者にご登録いただいたプロフィールは，会期後に公開する発表スライド閲覧システムで表

示されます．また，Live 配信中（発表中）に発表スライドと合わせてご登録いただいた顔写真が表示
されます．
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II．ポスターセッションについて
1．発表スライド閲覧

ポスターセッションは当日の発表はなく，事前にご登録いただいたスライドデータを参加者に閲覧

いただく形になります．会期中から閲覧可能です．
2．Q&A BOX

発表スライド閲覧ページには，各演題の Q&A BOX があります．参加者が各演題に対して質問を

すると，演者へ自動的にメールが送られます．質問に対する回答をお願いいたします．
※ポスターセッションの司会の先生方は，ご自身の担当セッションの演題に対して積極的に質問をお
願いします．

III．会期中の問合せ先

第 120 回日本外科学会定期学術集会運営本部

（2020 年 8 月 13 日（木）～15 日（土）のみ）
TEL：045-228-6511（直通）
司会・演者へのご案内

E-mail：info-120jss@reg-convention.co.jp
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