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学術集会参加の方へ
１）	 参加受付

場所：京王プラザホテル　本館4階ホワイエ
時間：10月18日（木）8:00～18:00
　　　10月19日（金）8:00～16:30

２）	 参加登録費
事前登録 当日登録

一 般 会 員
参加費 12,000円 12,000円

プログラム・抄録集 上記金額に含む 	 3,000円

研修生・留学生
参加費

事前登録なし
	 5,000円

プログラム・抄録集 	 3,000円

総 合 懇 親 会
3,000円

※当日登録は定員に限りがございますので予めご了承ください

※研修医・留学生の証明書
　研修医は卒後２年目までの臨床研修医（またはレジデント）とします。
　研修医・留学生ともに研修先所属長の証明書を持参しご提出ください。
　	証明書は本学術集会ホームページ「研修医・留学生へのご案内」からダウンロード

してご使用ください。
※学部学生は無料です。当日、総合受付で学生証をご提示ください。
※同伴者（参加者の、医師・関係者以外のご家族）
　同伴者は3,000円（総合懇親会費込み）でご参加いただけます。
※当日のお支払いは現金のみとなりますのでご了承ください。

３）	 事前参加登録をされた方
「プログラム・抄録集」「参加証」「参加証ホルダー」を送付しております。参加証を当
日ご持参の上、一番下の「出席カード」部分をミシン目で切り離し、受付の回収BOX
へご提出ください。参加証の再発行はいたしませんので必ずご持参ください。

４）	 当日登録をされる方
総合受付で「当日参加登録用紙」に必要事項をご記入の上、参加費と引き換えに参加
証をお受け取りください。
参加証の名札部分と「出席カード」の2ヶ所に所属・氏名を記入の上、一番下の「出席
カード」部分を切り離し、受付の回収BOXへご提出ください。
参加証ホルダーは、総合受付付近に設置いたしますのでご使用ください。
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５）	 参加証
参加証は会場内では必ずご着用ください。参加証を着用していない方の入場は固くお
断りいたします。

６）	 学会出席カード
学会出席確認のため、事前登録・当日登録を問わず「出席カード」のご提出をお願い
いたします。

「出席カード」は参加証の1番下の部分です。ミシン目より切り離し、受付の回収BOX
へご提出ください。当日参加登録の方は名札部分と「出席カード」の2ヶ所にご所属と
お名前の記入をお願いいたします。

７）	 プログラム・抄録集
事前登録の方には予め送付しています。当日登録の方は受付にて販売いたしますので
ご購入ください。（1冊3,000円）

８）	 新規入会および会員確認
日本形成外科学会事務局デスクにて手続きをしてください。

９）	 クローク
場所：本館３階	駅側玄関横（メインクローク）
　　　本館４階	総合受付横
　　　南館４階	エスカレーター横
※	本館４階	総合受付横のクロークは規模が小さく混雑する可能性がございますので、

本館３階	メインクロークを優先的にご使用ください。

10）	 ランチョンセミナー整理券
各日８時より南館５階「エミネンスホール」（第１会場）横にて配布し、なくなり次第
終了とさせていただきます。また、整理券はランチョンセミナー開始５分後以降は無
効となりますので予めご了承ください。

11）	 総合懇親会
日時：10月18日（木）19:00～20:30
会場：南館５階「エミネンスホール」（第１会場）
会費：3,000円

procom
打ち消し

procom
タイプライタ
18:40～20:10に変更となりましたのでご注意下さい。
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12）	 企業展示・書籍展示
日時：2018年10月18日（木）9:00～18:00
　　　2018年10月19日（金）9:00～17:00
会場：京王プラザホテル本館4階「花A・B・C」（企業展示）
　　　京王プラザホテル南館5階「エミネンスホール」前（書籍展示）
　　　京王プラザホテル南館4階「錦」前（書籍展示）
　　　京王プラザホテル本館4階「花A・B・C」前（書籍展示）
※ドリンクサービスもございますので、どうぞご利用ください。

13）	 録画・録音・写真撮影・携帯電話（通話）について
会場内では一切禁止いたします。
ルールが守れない場合にはご退席していただく場合もございます。

14）	 マスコミの取材
事前に会長の許可を必要とします。

15）	 呼び出し
会期中の呼び出しはいたしませんので、予めご了承ください。
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専門医制度認定講習のご案内
20ページの表のセッションは、日本形成外科領域専門医制度の「形成外科領域講習」およ
び「専門医共通講習」、「日本手外科学会教育研修講演」として承認されています。
2018年度の総会・学術集会ならびに基礎学術集会より、専門医更新の為の認定講習の受講
と登録に会員カードシステムが導入されています。「形成外科領域講習」および「専門医共
通講習」は会員カードでの受付が可能です。
当日は、大変混雑が予想されます。会員カードでの受付をお勧めいたします。
※「日本手外科学会教育研修講演」は会員カードでの受付はできません。

１）会員カードをお持ちの方
　・受講方法
　　	当日の事前受付は不要です。「形成外科領域講習」、「専門医共通講習」の各会場に直接

お越しください。講習開始後10分以内に入場いただき、講習終了10分前～講習終了後
10分以内の退場時に会場出口のICリーダーにカードをかざし、読取ください。（入場時
の読取は不要です。）

　・受講料の決済と受講記録の登録
　　	学術集会終了後一週間程度で会員マイページ「専門医ページ」に当日の参加の状況を

反映しますので、反映後１ヶ月以内に会員カードを利用し、必ず受講料（1	単位	1,000	
円）を決済してください。決済完了後、受講記録が記載されます。決済期間を過ぎる
と受講単位を取得できませんのでご注意ください。

　　	会員カードの受講証明は会員マイページ「専門医ページ」に記載されますので、受講
証明書の発行はありません。

　【注意】		誤ってご家族用のFAMILYカードをお持ちの場合はカード受付がなされませんので、
必ず「PRS*******」と記載されたご本人の会員カードをご持参ください。

２）		会員カードをお持ちでない方、当日会員カードを忘れた方、「日本手外科学会教育研修
講演」を受講される方

　・申込方法および受講料
　　	受講される講習の開催当日、講習開始までに受講申込書を添えてお申込みください。受

講料は1	単位（1セッション）1,000	円で、現金のみの取り扱いとなります。
　　翌日および前日のお申込みはできません。
　・単位受付場所
　　本館4階ホワイエ
　・受講証明書について
　　	セッション終了後、受講証明書の上半分に必要事項をご記入の上、忘れずに会場出口
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の回収箱にお入れください。後日、受講証の回収はいたしませんのでご注意ください。
また、下半分は受講証控えとなりますので、ご自身で保管してください。

　・会員マイページへの受講記録について（カードをお持ちでない方、お忘れの方）
　　	会員マイページへの受講記録の反映は、ＷＥＢ会員マイページから、お手元の受講証

控えの画像データを利用し、各自で行ってください。

日本形成外科学会 総会・学術集会/基礎学術集会 
カードシステム利用による共通・領域講習単位認定のためのフロー

	

●小児形成外科分野指導医教育セミナーについて
　	小児形成外科分野指導医教育セミナーは小児形成外科分野指導医申請を行う際の申請資

格の1つであり、2020年度以降に資格を申請される方は 2 回の受講が必須となります。
（2019年度までの申請については暫定期間として提出は免除されます）

　	本教育セミナーは単独開催ではなく、次のページにご案内の特別プログラムを「形成外
科領域講習」として受講していただきますと、教育セミナー受講歴としてカウントする
ことができるようになっております。なお、事前申し込みは不要です。

学術集会会場受付

講習会場

学術集会会終了後

カードあり

カード忘れ

終了時 ICリーダー

マイページから一ヶ月以内に決済

決済完了

データをマイページへ

※ 決済用の出席記録は学術
集会終了後1週間程度で
マイページに反映予定

カードなし

紙での受付（現金）

参加証提出

マイページには個人で登録

会員カードお持ちの方 会員カードお持ちでない方
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講演日　10月18日（木）　1日目

時間 会場名 セッション名 演題名

日本形成外科領域
専門医制度

日本手 
外科学会
教育研修

講演

小児形成
外科分野
指導医教
育セミナー

形成外科
領域講習

専門医
共通講習

 9:00～10:30 第1会場 パネルディスカッション1 レーザー治療への挑戦 1単位 ― ― ―

12:10～13:10

第1会場 ランチョンセミナー1 蓄熱式脱毛レーザー安全講習会 ―
【必須：医療安全】

1単位 ― ―

第2会場 ランチョンセミナー2
３Dプリンターによる人工骨を用いた骨
再生 1単位 ― ― ―

第3会場 ランチョンセミナー3 NPWTがもたらす新たな可能性 1単位 ― ― ―

13:20～14:50 第2会場 パネルディスカッション2 胸郭変形への挑戦 1単位 ― ― ○

13:40～14:40 第1会場 教育講演1 脱分化脂肪細胞による細胞治療の実用化 1単位 ― 1単位 ―

14:40～16:40 第1会場 シンポジウム1 細胞シート：未知への挑戦―まだ見ぬ世
界へ 1単位 ― ― ―

15:00～16:00 第2会場 教育講演2 「治験」について考える、その重要性と
ルール・進め方 ― 【臨床試験】

1単位 ― ―

17:00～18:30 第2会場 パネルディスカッション3 ケロイドへの挑戦 1単位 ― ― ―

講演日　10月1９日（金）　2日目

時間 会場名 セッション名 演題名

日本形成外科領域 
専門医制度

日本手 
外科学会 
教育研修 

講演

小児形成
外科分野
指導医教
育セミナー

形成外科 
領域講習

専門医 
共通講習

 9:00～11:00 第1会場 シンポジウム2 創傷治癒―未知への挑戦：臨床へ向けて 1単位 ― ― ―

 9:00～10:30 第4会場 皮膚腫瘍外科分野指
導医シンポジウム

皮膚腫瘍外科分野指導医シンポジウム
（眼瞼について） 1単位 ― ― ―

11:10～12:10
第1会場 特別講演2 脳・神経系の機能を補う神経補綴

（Neural Prosthesis）のテクノロジー 1単位 ― ― ―

第2会場 教育講演3 現代医療と医療安全～群馬大学病院での
手術死続発　取材から見えてきた課題～ ―

【必修：医療安全】
1単位 ― ―

12:10～13:10

第1会場 ランチョンセミナー4
bFGF温故知新―bFGFのこれまで・そし
てこれからー 1単位 ― ― ―

第2会場 ランチョンセミナー5
自家細胞懸濁液ReCellによる創治療　国
内医師主導治験の中間報告も含めて 1単位 ― ― ―

第3会場 ランチョンセミナー6
先天性巨大色素性母斑の最新治療-自家
培養表皮による再生医療の実際 1単位 ― ― ○

13:20～14:20 第2会場 教育講演4 医療倫理と法のあり方 ― 【医療倫理】
1単位 ― ―

13:20～14:50
第1会場 パネルディスカッション4 神経再生への挑戦 1単位 ― ― ―

第3会場 特別セミナー 自家脂肪注入術の保険適用にむけて 1単位 ― ― ―

15:00～17:00 第1会場 シンポジウム3 若返り治療への挑戦 1単位 ― ― ―

Takahiro OSAKI
打ち消し

Takahiro OSAKI
打ち消し

Takahiro OSAKI
打ち消し

Takahiro OSAKI
タイプライタ
2

Takahiro OSAKI
タイプライタ
2

Takahiro OSAKI
タイプライタ
2


