参加者へのご案内
１．会期
本学術総会は、現地開催およびWeb開催となります。
参加形態によって会期の期間が異なります。
現地・ライブ配信
オンデマンド配信
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2022年9月28日（水）〜10月1日（土）
2022年9月28日（水）〜11月30日（水）

※一般ポスター 9月28日（水）から視聴可能
指定演題・一般口演 10月17日（月）から視聴可能
：単位認定対象セッション
一般口演

一般ポスター

指定演題

領域講習*1
（共催セミナー）

FDコース

9/28（水）

現地発表

視聴可

現地発表

現地発表

現地発表

〜

ライブ配信時間

オンデマンド

ライブ配信時間

ライブ配信時間

ライブ配信時間

10/1（土）

のみ視聴可

配信のみ

のみ視聴可

のみ視聴可

のみ視聴可

9/28（水）
〜
10/17
（月）
正午

視聴可

準備期間のため

オンデマンド

準備期間のため

準備期間のため

準備期間のため

視聴できません

配信

視聴できません

視聴できません

視聴できません

正午

視聴可

視聴可

視聴可

〜

オンデマンド

オンデマンド

オンデマンド

11/30
（水）

配信

配信

配信

17:00

*2

現地発表のみ
配信なし

オンデマンド配信 オンデマンド配信 オンデマンド配信

オンデマンド配信

10/17
（月）

*1

共通講習*2
（医療安全）

視聴可

視聴可

単位取得可

単位取得可

オンデマンド

オンデマンド

配信

配信

配信なし

配信なし

領域講習
（共催セミナー）：
一部、
「オンデマンド配信」を実施しないセッションがあります。
ご注意ください。
共通講習
（医療安全）：
現地開催のみです。ライブ配信・オンデマンド配信とも行いません。ご注意くだ
さい。

２．参加登録
本学術総会は、現地開催およびWeb開催となります。
参加を希望される方は、現地参加、Web参加に関わらず、オン
ラインにて参加登録を行ってください。
参加登録にはe-casebookのアカウント登録が必要です。
1）参加登録期間
2022年8月1日（月）正午〜11月30日（水）10：00
現地参加・Web参加のいずれも登録期間中はオンラインにて
常に参加登録が可能です。（クレジットカード決済のみ）
現地での対面の参加登録は行いません。
必ず事前にオンラインにて参加登録をおすませください。
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2）参加費（現地参加、Web参加とも参加費は同額です）
参加登録区分
会員
非会員医師、企業 他
メディカルスタッフ

参加費
20,000円
20,000円

＊1

卒後初期研修医・外国人留学生・
医学部学生 ＊2

5,000円
無料

＊非会員の方も医師区分と同額にてご参加いただけます。
＊1、2については、施設長の証明書が必要です。
オンライン参加登録を行う前に証明書のPDFをアップロード
していただく必要があります。あらかじめご用意ください。
3）参加登録方法
（1）第81回学術総会のホームページの「参加登録について」の
「参加登録はこちらから」より参加登録システムに入り、
e-casebookのアカウント新規登録を行ってください。
※すでにe-casebookのアカウントをお持ちの方は「ログイ
ン」より参加登録にお進みください。
（2）アカウント登録が完了後、参加申し込み画面に移りますので
参加申し込みおよび参加費のお支払いを行ってください。
（3）お支払方法
クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMEX、
Diners Club）をご利用いただけます。

※オンラインクレジットカード決済以外でのお支払は受け
付けておりません。
決済完了後のお取消しおよびご返金ならびに決済完了後の
参加区分の変更は理由の如何に関わらずお受けいたしかね
ますので、十分にご注意のうえご登録ください。
（4）領収書と参加証明書の発行
領収書と参加証明書はe-casebook上で発行いたします。参
加登録ページよりe-casebookにログインのうえ、ご自身で
ダウンロードしてください。
領収書：決済完了後より発行可能
参加証明書：9月28日（水）より発行可能
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4）現地参加の方

受付時間・場所、参加証（ネームカード）発行

方法

ご
案
内

月日

受付時間

9月28日
（水）

7:30〜17:30

9月29日
（木）

7:30〜18:00

9月30日
（金）

7:30〜16:30

10月1日
（土）

8:00〜10:30

受付場所
ノース 1F G1〜G6
ノース 3F ホワイエ

参加費のオンラインカード決済が完了すると、アカウント登
録いただいたマイページにて、当日の受付時にご利用できる
QRコード（モバイル端末画面表示用）が発行されます。参加
当日、スマートフォンにQRコード画面を提示するか、または
パソコンよりQRコードを印刷のうえ、会場へお越しくださ
い。会場にて受付端末にQRコードをかざしていただいて、
ネームカードを発行いたします。
※ネームカードは事前発送いたしません。

参加登録完了後、
QRコードが発行されます

会場にてスマートフォンまたは印刷した
QRを受付機にかざしてください

読取が成功すると
ネームカードが発行され
受付完了となります。

5）Web参加方法
第81回学術総会のホームページのWeb配信ページボタンより
e-casebookにログインのうえご視聴ください。

３．プログラム集
プログラム集は、会員あてに事前に郵送されたものを各自ご持
参、ご確認ください。
なお、プログラム集は、現地開催当日、会場にて販売いたします。
1冊 2,000円です。

４．抄録集アプリ（JNS meeting）
本会では、抄録集は発行いたしません。
スマートフォン用アプリをご利用いただき、プログラム情報や
各抄録を閲覧いただくことができます。

なお、抄録を閲覧するためには［パスワード］が必要です。
［パスワード］は会員に配布される［ポケットプログラム集］の
18ページに記載しております。
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５．クローク
月日

受付時間

9月28日
（水）

7:30〜20:10

9月29日
（木）

7:30〜19:10

9月30日
（金）

7:30〜17:40

10月1日
（土）

8:00〜11:50

受付場所
ノース 1F G1〜G6
ノース 3F ホワイエ

貴重品、ノートPCのおあずかり、日付をまたいでのおあずかり
はできません。スペースに限りがございますので、少ない荷物
でのご参加にご協力ください。

６．共催セミナー
1）ランチョンセミナー、アフタヌーンセミナー
9月28日（水）〜30日（金）の3日間行います。
いずれのセミナーも整理券の配布は行いません。
直接会場にお越しください。
※10月1日（土）は共催セミナーを行いません。
2）Webサテライトセミナー
「脳神経外科の術後感染症対策」
日 時：9月21日（水） 19：00〜20：30
詳細は別途ご案内の会員向けメールにてご確認ください。

７．社員総会・会員報告会
日 時：9月28日（水） 19：00〜20：00
会 場：A会場（パシフィコ横浜 ノース G7+G8）またはWeb参加
※新型コロナウイルス感染防止のため、極力Web参加をお願いい
たします。学会より該当の社員の方へ社員総会参加のための
URLをお知らせいたします。
会員報告会は行いません。報告事項は学会ホームページに掲載
いたします。

８．会員懇親会
第81回学術総会では行いません。
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９．GREEN Project
第77回学術総会から始まったGREEN Projectは、次世代を担う
医学生や初期研修医に脳神経外科の魅力を伝えることを目的と
しております。多彩なキャリアパスの中で、第一線で活躍され
ている若手脳神経外科の先生たちとの直接の話し合いを通し
て、脳神経外科の理解を深めていただきます。
今回は、GREEN Projectとして現地とWebとのハイブリッド開

ご
案
内

催にて実施いたします。
日
会

時：10月1日（土） 8：30〜11：30
場：C会場（パシフィコ横浜 ノース 3F G303+G304）
およびWeb開催
現地会場でのセッションは同時にライブ配信も行いま
す。非会員は現地参加・Web参加とも事前参加登録が
必要です。会員は事前参加登録なしで参加および視聴
いただくことができます。

第1部 様々なキャリアパスを学ぶ（8：30〜9：35）
座
長：大沢伸一郎（東北大学）
佐浦

宏明（岩手医科大学）

発 表 者：
後期研修（大学病院）：藤本健太郎（岩手医科大学）
後期研修（大学病院以外）：森下 雅博（中村記念病院）
海外留学：柳澤
女性医師：原

毅（東京慈恵会医科大学）
祥子（東京医科歯科大学）

第2部 サブスペシャルティのキャリアパスを学ぶ（9：35~10：35）
座
長：大沢伸一郎（東北大学）
佐浦 宏明（岩手医科大学）
発 表 者：
脳血管障害：内田

浩喜（岩手県立中央病院）

脳腫瘍（悪性）：小野 隆裕（秋田大学）
脳腫瘍（頭蓋底・内視鏡）：木野 弘善（筑波大学）
脊

椎：川村 大地（東京脊椎クリニック）
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第3部 キャリアパスを考える（10：40〜11：30）
座
長：赤松 洋祐（岩手医科大学）
山下
討 論 者：飯島

大介（愛媛大学）
綾子（福島県立医科大学）

清藤 哲史（東京大学）
金森 史哲（名古屋大学）
大西

俊平（広島大学）

10．ハンズオンセミナー
日本脳卒中の外科学会・第10回技術認定医教育セミナー
主 催：日本脳卒中の外科学会
日
会

時：9月27日（火） 2部制（午前の部・午後の部）
場：パシフィコ横浜 ノース 4F G401

定 員：各部25名（予約制）
※詳細は日本脳卒中の外科学会ホームページにてご確認ください。
http://nsg.med.tohoku.ac.jp/jsscs/ssqs.html#seminar
第41回PNLS（Primary Neurosurgical Life Support）コース
第27回PNLS（Primary Neurosurgical Life Support）インストラクターワークショップ
主 催：日本脳神経外科救急学会
日 時：9月27日（火）14：00〜17：00（13：45受付開始）
会
対

場：パシフィコ横浜 ノース 2F G215
象：PNLS コース：医師、看護師、すべてのメディカル・スタッフ
PNLS ワークショップ：専門医医師、救急専門医PNLS 受講修了者
参加費：10,000円
定 員：コース: 12名／ワークショップ：若干名
※詳細は特定非営利活動法人日本脳神経外科救急学会ホーム
ページにてご確認ください。
http://jsne.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=9172

11．休憩コーナー
展示会場内

パシフィコ横浜 ノース 1F G1〜G6

12．撮影・録音
著作権保護のため、現地会場・Web配信に関わらず、発表者や
学術総会事務局の許可がない撮影・録音は禁止させていただき
ます。
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13．学会参加単位、領域講習単位、共通講習単位
本会では、学会参加単位、領域講習単位、共通講習単位の取得
が可能です。
参加形態および期間により、単位の取得方法が異なります。
次ページよりそれぞれの単位取得方法をご確認ください。

ご
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現地参加の単位取得方法
■現地参加の方

9月28日（水）〜10月1日（土）

※Web参加の方は28ページからのご案内をご確認ください。
1）学会参加単位登録
オンラインにて参加登録が完了した時点で学会参加単位登録
も完了します。
2）会員証（ICカード）について
領域講習・専門医共通講習の単位取得が必要な方は下記の会員
証（ICカード）をご持参ください。

※会員証（ICカード）をお忘れの方
本会期中のみ使用可能な「仮ICカード」を発行いたします。仮
ICカード発行・返却受付にて発行手続きを行ってください。
なお、仮ICカード発行の際にはデポジット2,000円をお預かり
しますが、仮ICカード返却時にご返金いたします。
仮ICカードは毎日の来場・退場時の領域講習受付にもご利用
いただけます。また、一度仮ICカードを発行した場合、会期
中はご自身の学会会員カードはご利用できませんのでご注意
ください。
仮ICカードは、必ず現地での会期中にご返却ください。現地
での会期終了後に返却されましてもデポジットの返金はいた
しませんのでご注意ください。
月日

受付時間

9月28日（水） 7:30〜17:30
9月29日
（木） 7:30〜18:00
9月30日
（金） 7:30〜16:30
10月1日
（土） 8:00〜10:30
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受付場所
ノース 1F
G1〜G6
ノース 3F
ホワイエ

仮ICカード
発行受付
（総合受付）
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現地参加の単位取得方法
3）脳神経外科領域講習の単位登録
本学術総会では、専門医更新に必要な脳神経外科領域講習が下
記の日時に行われます。領域講習に認定された各セッションの
聴講で1単位を取得できます。本学会では最大6単位の取得が可
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能です。
単位を取得するためには、日ごとの領域講習受付が必要になり
ます。オンラインでの参加登録と同時に付与される学会参加単
位とは異なりますので、ご注意ください。
（1）領域講習とは
日本専門医機構認定制度への移行により、2018年1月より
開始された専門医資格更新要件のひとつです。領域講習と
して適当なセッションを本学会長が指定し、日本脳神経外
科学会が審査・認定し、日本専門医機構が承認していま
す。専門医更新に必要な単位数など詳細は、日本脳神経外
科学会ホームページの会員専用ページを参照ください。
（2）対象セミナー
ランチョンセミナー、アフタヌーンセミナー
開催日

領域講習開催時間
ランチョンセミナー

アフタヌーンセミナー

9月28日
（水）

12:15〜13:15

15:25〜16:25

9月29日
（木）

12:15〜13:15

16:05〜17:05

9月30日
（金）

12:20〜13:20

16:25〜17:25

※10月1日（土）の領域講習はFDコースのみの対象となります。
他の領域講習対象のプログラムはありません。
（3）現地参加での単位取得方法
対 象：日本脳神経外科学会・専門医のみ
期 間：9月28日（水）
〜9月30日（金）
受付場所・時間：
月日

受付時間

9月28日（水） 7:30〜18:50
9月29日
（木） 7:30〜19:10
9月30日
（金） 7:30〜17:35
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受付場所

単位種類

ノース 1〜4F
領域講習単位
各フロア
（最大6単位まで）
ホワイエ

現地参加の単位取得方法
方

法：オンラインにて参加登録を済ませていることが必要
です。
学会参加期間中は、毎日、来場（学会場に来た時）
および退場時（学会場から帰る時）に領域講習受付
を会員証（ICカード）で行ってください。
受付時間より1日の滞在時間を記録し、その間に開催
されていた領域講習の単位が付与されます。
例1）9月28日（水）9：00チェックイン
⇒9月28日（水）18：00チェックアウト
ランチョンセミナー、アフタヌーンセミナーの2単位
が付与されます。
例2）9月29日（木）12：30チェックイン
⇒9月29日（木）17：15チェックアウト
アフタヌーンセミナーの1単位が付与されます。
ランチョンセミナー分はセミナー途中のチェックイ
ンのため単位は付与されません。
例3）9月30日（金）12：30チェックイン
⇒9月30日（金）17：15チェックアウト
セミナー途中のチェックイン、チェックアウトのた
め、単位は付与されません。
※参加受付の確認のため、参加証を着用されていない方に
は、お声掛けさせていただく場合があります。

手続きの流れ：
①オンライン参加登録／
参加証発行

②領域講習受付
（会場に来た時）

③領域講習受付
（会場から帰る時）

複数日ある場合は、2 日目以降は②〜③を行ってください。
なお、1 日で３回以上領域講習受付を行った場合、最も早い時間と最も遅い
時間から滞在時間を記録いたします。

（4）領域講習受付を忘れた場合
受付記録が滞在証明のすべてになります。脳神経外科学会
では、如何なる理由でも自己申告は受け付けておりません
ので、必ず1日2回以上の領域講習受付（チェックイン／
チェックアウト）を忘れずに行ってください。
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現地参加の単位取得方法
（5）取得した単位数について
取得した領域講習の単位数は、日本脳神経外科学会ホーム
ページの会員専用ページに反映されるまで（2023年1月予
定）ご自身でどの単位を取得されたかを記録しておくよう
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にしてください。
後日、運営事務局にお問合せいただいても個別の対応はい
たしかねますのでご了承ください。
4）FDコース、共通講習（医療安全講習会）の単位登録
参加を希望される先生方は、講習が始まるまでに必ずオンラ
インにて参加登録を済ませていただいてから、直接会場にお
越しください。会場前に設置した「FDコース受付端末」、
「共通講習受付端末」にて当日受付を行ってください。
会員証（ICカード）を【入室時】と【退室時】の両方、必ず
端末にかざしてください。
いかなる理由においても途中退室の場合や、入退室どちらか
の記録しか確認できない場合、受講認定はできませんのでご
注意ください。
共通講習、FDコースは、下記の申請に必要です。必要な単位数
など詳細は、日本脳神経外科学会ホームページの会員専用ペー
ジを参照ください。
単位の種類

聴講の種類

専門医
資格更新

研修プログラム
指導医申請

現地聴講

ライブ
配信

オンデマンド
配信

FDコース

※

●

あり

配信あり

配信あり

医療安全
講習会

●

●

あり
配信なし
（現地のみ）

配信なし

※FDコース 専門医更新に必須の講習ではありませんが、領域
講習1単位として、領域講習上限6単位とは別に取得いただけ
ます。
注1：医療安全講習会
ライブ配信、オンデマンド配信共に行いません。
現地開催のみとなりますのでご注意ください。
注2：現地での参加登録は行いません。必ず事前にオンラインに
て参加登録をお済ませください。
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現地参加の単位取得方法
（1）第24回 Faculty development（FD）コース
日 程：10月1日（土） 9：20〜10：20
会
座

場：B会場（パシフィコ横浜 ノース 3F G301＋G302）
長：清水 宏明（秋田大学脳神経外科）

講演 1 ：「ALARAを意識した軽症頭部外傷に対するCT検査」
下川 尚子（久留米大学脳神経外科）
講演 2 ：「Morbidity and mortality conferenceから考察する
脳神経外科に関するadverse eventの特徴と発生予防」
柏崎 大奈（富山大学脳神経外科）
（2）第24回 医療安全講習会
「脳神経外科医に必要な医療安全」
日
会

程：10月1日（土） 10：35〜11：35
場：B会場（パシフィコ横浜 ノース 3F G301＋G302）

座
講

長：佐藤
師：三木

慎哉（山形大学総合医学教育センター）
保（東京医科大学脳神経外科／医療の質・
安全管理学、守谷慶友病院）
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Web 参加の単位取得方法
Web 参加の単位取得方法
9月28日（水）〜11月30日（水）
1）学会参加単位登録
オンラインにて参加登録が完了した時点で学会参加単位登録

ご
案
内

も完了します。
2）脳神経外科領域講習の単位取得方法
本学術総会では、専門医更新に必要な脳神経外科領域講習が
行われます。領域講習に認定された各セッションの聴講で1単
位を取得できます。本学会では最大6単位の取得が可能です。
6つの領域講習セッショングループに属する講習をそれぞれ、
1つ以上全て視聴すると6単位取得できます。
（1）領域講習とは
日本専門医機構認定制度への移行により、2018年1月より
開始された専門医資格更新要件のひとつです。領域講習と
して適当なセッションを本学会長が指定し、日本脳神経外
科学会が審査・認定し、日本専門医機構が承認していま
す。専門医更新に必要な単位数など詳細は、日本脳神経外
科学会ホームページの会員専用ページを参照ください。
（2）対象セミナー
①次ページの表のとおり、対象セミナーが6つのグループ
に分かれています。
②各グループより、1セミナーを視聴すると1単位付与され
ます。
③同じグループから2つ以上のセミナーを視聴してもその
グループで付与される単位は1単位のみです。
④全グループから各1セミナーずつ視聴すれば最大6単位付
与されます。
（3）領域講習の単位数はWeb配信ページでは確認できませんの
で、ご自身でどの単位を取得されたかを記録しておくよう
にしてください。
後日、運営事務局にお問合せいただいても個別の対応は致
しかねますのでご了承ください。
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Web 参加の単位取得方法
（4）単位取得方法
日程

グループ

対象セミナー

9月28日
（水）

1

LS1

LS1-1〜12（12セミナー）

2

AS1

AS1-1〜6（6セミナー）

9月29日
（木）

3

LS2

LS2-1〜12（12セミナー）

4

AS2

AS2-1〜10（10セミナー）

9月30日
（金）

5

LS3

LS3-1〜12（12セミナー）

6

AS3

AS3-1〜7（7セミナー）

※10月1日（土）の領域講習はFDコースのみ対象となります。
他の領域講習対象のプログラムはありません。
第81回学術総会ホームページから配信ページにお入りください。
①【9月28日（水）〜9月30日（金） ライブ配信の場合】
ライブ配信サイトよりご希望のセッションが配信されてい
る会場を選択後、セッション開始10分前から開始時間まで
に、「ライブ配信動画再生」ボタンを押してセッションを
視聴してください。
②【10月17日（月）正午〜11月30日（水） オンデマンド配信の場合】
オンデマンド配信サイトよりご希望のセッションを選択
後、「視聴開始」ボタンを押してセッションを視聴してく
ださい。動画の視聴が完了すると“▶”（再生マーク）から
“✓”（チェックマーク）へと変わります。
※単位を取得されたいセッションは、必ずPCで視聴してく
ださい。
動画はスキップできない仕様となっておりますが、万が
一スキップ可能なデバイス（iPhone、iPad）からご視聴
された場合は、単位取得対象外となりますのでご注意く
ださい。
※10月1日（土）ライブ配信終了後〜10月17日（月）正午まではオン
デマンド配信のための準備期間となるため、Webでの領域講
習単位の取得はできません。

29

ご
案
内

Web 参加の単位取得方法
（5）取得した単位数について
取得した領域講習の単位数は、日本脳神経外科学会ホーム
ページの会員専用ページに反映されるまで（2023年1月予
定）ご自身でどの単位を取得されたかを記録しておくよう

ご
案
内

にしてください。
3）第24回 Faculty development（FD）コース
日

程：10月1日（土） 9：20〜10：20

座
会

長：清水 宏明（秋田大学脳神経外科）
場：B会場（パシフィコ横浜 ノース 3F G301＋G302）

講演 1 ：「ALARAを意識した軽症頭部外傷に対するCT検査」
下川

尚子（久留米大学脳神経外科）

講演 2 ：「Morbidity and mortality conferenceから考察する
脳神経外科に関するadverse eventの特徴と発生予防」
柏崎 大奈（富山大学脳神経外科））
FDコース

専門医資格更新

研修プログラム指導医申請

領域講習1単位

●

必要な単位数など詳細は、日本脳神経外科学会ホームページの
会員専用ページを参照ください。
単位取得方法：
（1）第81回学術総会ホームページからライブ配信ページにお入
りください。
日本脳神経外科学会ホームページの会員専用ページに反映
されるまで（2023年1月予定）ご自身で記録しておくよう
にしてください。
（2）【10月1日（土）ライブ配信の場合】
ライブ配信サイトよりご希望のセッションが配信されてい
る会場を選択後、セッション開始10分前から開始時間まで
に、「ライブ配信動画再生」ボタンを押して視聴してくだ
さい。
【10月17日（月）正午〜11月30日（水） オンデマンド配信の場合】
オンデマンド配信サイトよりご希望のセッションを選択
後、「視聴開始」ボタンを押してセッションを視聴してく
ださい。動画の視聴が完了すると“▶”（再生マーク）から
“✓”（チェックマーク）へと変わります。
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Web 参加の単位取得方法
※単位を取得されたいセッションは、必ずPCで視聴してく
ださい。
動画はスキップできない仕様となっておりますが、万が一
スキップ可能なデバイス（iPhone、iPad）からご視聴された
場合は、単位取得対象外となりますのでご注意ください。
※10月1日（土）ライブ配信後〜10月17日（月）正午まではオン
デマンド配信のための準備期間となるため、WebでのFD
コースの単位の取得はできません。
4）医療安全講習会（現地開催のみ）
第81回学術総会での医療安全講習会は、現地開催のみとなっ
ております。ライブ配信・オンデマンド配信とも行いませ
ん。ご了承ください。
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