
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。
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Masakazu Kadowaki
【ご注意】医療安全講習（共通講習）を受講される先生方へ

Masakazu Kadowaki
10/1（土）の［医療安全講習会（共通講習）］は、
現地開催のみとなります。
ライブ配信、オンデマンド配信ともにございませんので、
単位取得のためには現地で受講いただくことが必要です。
ご注意ください。

Masakazu Kadowaki



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 受付場所

9月28日（水） 7:30～17:30
ノース 1F   
G1～G6 仮ICカード 

発行受付 
（総合受付）

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
ノース 3F  
ホワイエ
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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
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 受付場所 単位種類

9月28日（水） 7:30～18:50 ノース 1～4F  
各フロア 
ホワイエ

領域講習単位
（最大6単位まで）

9月29日（木） 7:30～19:10

9月30日（金） 7:30～17:35

現地参加の単位取得方法
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　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：

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）

①オンライン参加登録／
参加証発行

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。

現地参加の単位取得方法
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（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
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 

（現地のみ）
配信なし 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。

現地参加の単位取得方法
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（1）第24回 Faculty development（FD）コース
　日　程：10月1日（土）　9：20～10：20
　会　場：B会場（パシフィコ横浜 ノース 3F G301＋G302）
　座　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　程：10月1日（土）　10：35～11：35
　会　場：B会場（パシフィコ横浜 ノース 3F G301＋G302）
　座　長：佐藤　慎哉（山形大学総合医学教育センター）
　講　師：三木　　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）

現地参加の単位取得方法
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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
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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（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。

Web参加の単位取得方法
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（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
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　長：清水　宏明（秋田大学脳神経外科）
　会　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））

専門医資格更新 研修プログラム指導医申請

FDコース 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。

Web参加の単位取得方法
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 　 ※ 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。
　 

Web参加の単位取得方法
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