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ご参加の皆様へ

1．会期　2022 年 10月28日（金）・29日（土）

2．会場　�甲府記念日ホテル�
〒400-0073　山梨県甲府市湯村 3-2-30　�
Tel:�055-253-8111　Fax:�055-253-5200

3．開催方法
ハイブリッド開催
現地（甲府記念日ホテル）で開催し、すべてのセッションの様子を同時にLive�配信いたします。
なお、一般演題ポスターは現地でのみ行います。Web 上での公開はありません。
会期後のオンデマンド配信はありません。
※ Live 配信の視聴方法は、10月上旬に本学術集会ホームページでご案内いたします。
ホームページ：�https://brainjapan2022.jp/

4．参加受付
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現地での参加受付は行いませんので、すべての参加
者は、事前に本学術集会ホームページから、オンライン参加登録（クレジットカード払い）が必要です。

オンライン参加登録期間： 2022 年 10 月 7 日（金）～ 10 月 29 日（土）正午

現地会場に来場される方は、オンライン参加登録完了後に発行される「受講票」をご自身でプリント
アウトの上、参加受付にお越しください。
「受講票」がネームカードになります。※ネームカードの事前郵送はございません。
　　場所：甲府記念日ホテル　1Fメインロビー
　　時間：�10月28日（金）7:45 ～ 17:30�

10 月29日（土）7:45 ～ 13:30

参加費
当日現地での参加、および、Live 配信の視聴が可能です。

参加区分 参加費
医師・企業関係者　正会員 10,000 円

医師・企業関係者　非会員 15,000 円

メディカルスタッフ　正会員・非会員 5,000 円

初期研修医・学生（大学院生を除く）・外国人留学生� ※ 無料

※在籍証明書、学生証のコピー等の提出要
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1）�正会員は、日本脳循環代謝学会会員に限ります。
日本脳循環代謝学会への入会をご希望の方は、下記事務局にて所定の手続きをしてください。
現地会場でも、入会等受付の窓口を設置いたします。
場所 :�甲府記念日ホテル　1Fメインロビー
＜新入会・年会費受付に関する問い合わせ＞
日本脳循環代謝学会　事務局
〒700-8558　岡山市北区鹿田町�2-5-1�岡山大学脳神経内科　内
Tel:�086-235-7365　Fax:�086-235-7368
E-mail:�brain@cbfm-office.jp
ホームページ :�https://cbfm-okayama.wixsite.com/jsbcfm

2）�学生は学部学生に限り、大学院生は含まれません。
オンライン参加登録の際に、必ず学生証のコピーを運営事務局（brainjapan2022@congre.co.jp）
までメールで送付してください。

3）�初期研修医・外国人留学生は、本学術集会ホームページに掲載している在籍証明書を記入の上、
オンライン参加登録の際に、必ず運営事務局（brainjapan2022@congre.co.jp）までメールで
送付してください。

4）�領収書および参加証明書
領収書は、オンライン参加登録システムよりダウンロードが可能です。
お支払い完了後、「マイチケット」ページに「領収書データ表示」ボタンが表示されますので、
各自ダウンロードしてください。
領収書ダウンロード期間：�参加登録完了以降
参加証明書は、2022 年 12月中旬頃（予定）に、運営事務局よりメールにて送付いたします。

5．プログラム・抄録号
日本脳循環代謝学会の会員へは、事前に送付しております。現地での配布はございませんので、参加
の際はご持参ください。なお、参加受付（甲府記念日ホテル　1Fメインロビー）で、1冊 3,000円で販
売いたしますが、数に限りがございますので予めご了承ください。

6．認定クレジット
本学術集会に参加することにより、下記学会の認定クレジットが得られます。
日本神経学会　　2 単位

現地参加・Web 参加に関わらず、参加証明書（2022 年 12月中旬頃（予定）に、運営事務局
よりメール送付）が必要です。
※�申請時期は、専門医各位の認定更新時期にのみ受け付けますので、それまで紛失されないよう、
保管しておいてください。

日本核医学会　　5 単位

�現地参加：�参加証明書（2022 年 12月中旬頃（予定）に、運営事務局よりメール送付）を提出
してください。

Web参加：�Live 配信視聴時に、氏名、所属、専門医番号を、必ず入力してください。
視聴を確認後に、運営事務局より日本核医学会へ申請いたします。
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日本脳神経外科学会　　学会参加単位 1 単位

�現地参加・Web 参加に関わらず、主催者より一括申請いたしますので、オンライン参加登録時に
必ず専門医番号を入力してください。

日本脳卒中学会　　5 単位

現地参加・Web 参加に関わらず、参加証明書（2022 年 12月中旬頃（予定）に、運営事務局
よりメール送付）を認定更新時期に提出してください。

※　�参加証明書の再発行は行いません。申請までなくさずに保管してください。
※　�単位申請に必要な項目を入力されていない場合は、単位は不要とみなしますのでご注意ください。

7．脳神経外科領域講習
本学術集会では、専門医更新に必要な脳神経外科領域講習を下記の日時に行います。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。本学術集会では最大 2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です。
参加登録と同時に行う専門医クレジット登録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術集会会長が指定し、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ご参照ください。

（2）領域講習開催日時・受付時間

開催日
領域講習開催時間 受付時間

（チェックイン・
チェックアウト）

ランチョンセミナー
1～ 3

イブニングセミナー
1～ 3

ランチョンセミナー
4～ 6

10月28日（金） 12:20 ～ 13:20 16:55 ～ 17:55 － 8:00 ～ 18:30
10月29日（土） － － 12:05 ～ 13:05 8:00 ～ 14:30

（3）本学術集会での単位取得方法
対象：�日本脳神経外科学会・専門医のみ
期間：�10月28日（金）・29日（土）の両日

＜現地参加の場合＞
領域講習受付場所：�甲府記念日ホテル　1Fメインロビー「参加受付」
※�単位取得が必要な方は、右図の会員証（ICカード）を持参してください。
会員証（ICカード）をお忘れの場合、単位取得はできません。
現地会場での仮 ICカード発行は行いません。
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方法：�本学術集会へのオンライン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）�10月28日（金）10:00 チェックイン�⇒�10月28日（金）18:00 チェックアウト

ランチョンセミナー、イブニングセミナーの 2 単位が付与されます。
　��例 2）�10月28日（金）13:00 チェックイン�⇒�10月28日（金）18:10 チェックアウト

イブニングセミナーの 1セミナーが付与されます。
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）�10月28日（金）13:00 チェックイン�⇒�10月28日（金）17:30 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。

　��※ 1　�参加受付の確認のため、ネームカード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。

　��※ 2　�1日で 3 回以上、領域講習の受付を行った場合、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。

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を受
け付けることはできませんので、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）
を行ってください。

＜Live 配信視聴の場合＞
1）本学術集会ホームページから配信ページに入ってください。配信：�Zoomウェビナー
2）�視聴をご希望のセッション開始 5 分前から開始時間までに、当該セッションのボタンを押して視聴
を開始してください。

3）�最初にウェビナー登録の画面が表示されますので、必ず「姓」「名」「メールアドレス」「専門
医番号（日本脳神経外科学会）」を、正しく入力してください。視聴の確認はこれら4 項目で行
います。正しく入力されていない場合、視聴記録「なし」と判定されることがありますので、ご
注意ください。

　�※ 1　「姓」および「名」は、漢字で入力してください。
　�※ 2　「メールアドレス」は、オンライン参加登録の際に登録されたものを入力してください。
4）セッションは、最初から最後まで視聴してください。

（4）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、ご自身でどのセッションに参加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。
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8．共催セミナーでのお食事と整理券配布
ランチョンセミナーではお弁当、イブニングセミナーでは軽食の提供があります。
整理券配布は行いませんので、直接会場までお越しください。
※数に限りがありますので、予めご了承ください。

9．クローク
甲府記念日ホテル1Fの常設クロークをご利用ください。

10．企業展示・ホスピタリティルーム
日時：�10月28日（金）8:30 ～ 18:00�

10 月29日（土）8:30 ～ 14:00
場所：甲府記念日ホテル　2F 桃源＜西＞

11．各種会議のご案内
＜理事会＞
日時：�10月28日（金）12:20 ～ 13:20
場所：�甲府記念日ホテル　1F 昇仙閣＜南＞
※�当日はZoomでのWeb開催となります。ご来場の場合でも全員、Zoomに入っていただきますので、
ご自身の PCおよびマイク付きイヤホン（もしくはヘッドホン）をご持参ください。�
（PC、マイク、イヤホン等の貸し出しはありません。）

＜社員総会＞
日時：10月28日（金）13:25 ～ 14:10
場所：第 1 会場（甲府記念日ホテル　1F 昇仙閣＜西＞）
※当日は、現地来場もしくはWebのどちらでも参加可能です。

12．全員懇親会
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全体懇親会は開催いたしません。

13．学術集会事務局
山梨大学大学院　脳神経外科
E-mail:�brainjapan2022-as@yamanashi.ac.jp
〒409-3898　山梨県中央市下河東 1110
Tel:�055-273-6786　Fax:�055-274-2468


