
－ 10 －

ご参加の皆様へ

開催方法について 
■本会は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を勘案し、現地とLive 配信（Zoom ウェビナー利用）の
ハイブリット開催をいたします。会期後のオンデマンド配信はございません。 

 
■現地での開催にあたっては、岐阜県「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守し、下記の感染対策を
実施いたします。 

　現地参加予定の参加者の皆さま、演者・座長・協賛企業の皆さまにおかれましては、感染対策を 
ご確認いただくとともに、安全・安心な学会の開催成功に向け、ご協力賜りますようお願い申し上げ
ます。 

 
ご来場前に 
■来場前はご自身で検温など体調の異常がないか確認し、本会ホームページに掲載している「健康状態
申告書」を予めご記入いただき、来場日毎に 4F総合受付前にてご提出をお願いいたします。 

　以下の場合はご来場をお控えください。 
　　・37.5 度以上の発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、呼吸困難がある場合 
　　・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることが判明した場合 
　　・過去 14 日以内に感染が継続拡大している国・地域への訪問歴がある場合 
　　・過去 14 日以内に入国制限等のある国・地域からの渡航者・在住者との濃厚接触がある場合 
 
■新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の項目にご協力をお願いいたします。 
　・会場内ではマスクを必ず着用してください。 
　・4F総合受付前での検温実施にご協力ください。 
　・施設入口や各会場入り口では、消毒液を設置いたしておりますので必ずご利用ください。 
　・三密回避のため講演会場内での配置は間隔をあけております。立見はご遠慮ください。 
　・感染者が発生した場合、施設管理者に連絡するとともに岐阜市保健所などの聞きとりに協力する 
　　また濃厚接触者となった場合は、接触してから 2週間を目安に自宅待機の要請が行われる可能性 
　　がありますので、ご協力をお願いいたします。 
 
　お手持ちのスマートフォン等に「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のインストール
をお願いいたします。 
　App Store またはGoogle Play で「接触確認アプリ」で検索してインストールしてください。 

・「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」

Google Play 
Android をご利用の方

App Store 
iPhone/iPad をご利用の方
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1．会期     2021 年 11 月 12 日（金）・13 日（土） 
 
2．会場     長良川国際会議場 
                〒502-0817　岐阜市長良福光 2695-2　TEL: 058-296-1200 
 
3．開催方法 
ハイブリット開催 
　現地（長良川国際会議場）とZoom ウェビナーによるLive 配信を行います。 
　なお、一般演題はすべて口演での発表となります。（ポスター発表はございません） 

　＜現地会場＞ 
　　場所：長良川国際会議場　4F　大会議室（第 1・第 2・第 3会場を設置） 
　　　　　※本年度の会場は、視聴者用の会場として設置しております。 
　　　　　　質疑応答も会場内で行っていただけます。 
　　　　　　現地にて進行・発表をされる座長および演者の先生方におかれましては、5F　国際

会議室に役割者用会場を設置しておりますので、基本はご担当セッション開始の前の
セッションが終了する時間にお越しください。 

　＜Live 配信＞ 
　　Zoom ウェビナーによるLive 配信を行います。 
　　対象セッション：全セッション（共催セミナー含む） 
 

4．参加受付 
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、すべての参加者は、学術集会ホームページにて 
オンライン参加登録（クレジットカード払い）の手続きが必要です。 

参加登録期間：10月 8日（金）～ 11 月 13日（土）16:00  

現地総合受付は以下の日時にて開設いたします。 
場所：長良川国際会議場　4F　ホワイエ 
時間：11 月 12 日（金）7:30～18:00 
　　　11 月 13 日（土）8:10～16:00 
 

　  参加費 
【医師/企業関係者】 
　正会員：10,000 円　非会員：15,000 円 
 
【その他】 
　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（大学院生除く）・外国人留学生：無料 
　※正会員は、日本脳循環代謝学会会員に限ります。 
　※学生は学部学生に限り、大学院生は含まれません。 
　参加登録の際、学生証のデータをアップロードしてください。 
　初期研修医・外国人留学生は本会ホームページに掲載している区分証明書をアップロードして 
　ください。 
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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お取りください。 
現地会場では、入会等受付の窓口はございませんのでご注意ください。 
 
＜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 
HP: https://cbfm-okayama.wixsite.com/jsbcfm 
 

5．ネームカード（領収書なし） 
＜現地参加の場合＞ 
　事前にネームカードは郵送いたしません。 
　現地参加をされる場合は、お支払い完了メールもしくはプリントアウトした書類を受付でご提示 
　ください。会場にてネームカードをお渡しいたします。 

＜Web 参加（Live 配信視聴）の場合＞ 
　ネームカードの郵送はございません。 
　Live 配信に必要な ID・PWは、オンライン参加登録をした際の ID・PWと同じです。 
　本会ホームページに視聴方法を後日掲載いたしますので、ご確認ください。 

※現地参加の場合もLive 配信の視聴は可能です。 
 

6．領収書および参加証明書 
領収書および参加証明書は、参加登録オンラインシステムよりダウンロードが可能です。 
お支払い完了後に、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。紙での発行はい
たしません。 

ダウンロード可能期間：10月 8日（金）～12月 14日（火）  

 
7．プログラム・抄録号 
【正会員の方】 
参加費の中にプログラム・抄録号代が含まれております。 
参加登録状況により、発送時期等が異なりますので、下記をご参照ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※参加登録のない正会員の方につきましては、本年度はPDF（パスワード付）でプログラム・抄録号 
　を閲覧いただける準備をしております。 
　11 月上旬に公開次第、メールにてご案内いたします。

参加登録状況

発送時期等

10月24日（日）
までの参加登録者

11 月 2日（火）
あたりに事前郵送

抄録号の郵送なし
オンライン上で閲覧

10月25日（月）～
11月13日（土）までの

参加登録者

会期終了後、順次郵送

参加登録なしの方
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【正会員以外の方】 
プログラム・抄録号代は参加費に含まれておりません。 
ご購入を希望される場合は、参加登録の際にお申込みください。 
（1冊 3,500 円（税込）＊送料 500 円含む。現地購入の場合：1冊 3,000 円） 
10 月 25 日（月）以降のお申込みの場合は、会期終了後の郵送になります。 
また、購入後の返金はできませんので、予めご了承ください。 
 
※プログラム・抄録号のPDFは、Web 上でパスワードを付けて 11 月上旬に公開いたします。 
　パスワードは閲覧可能な参加の方（正会員の方および購入された非会員の方）にのみ、お支払い 
　完了メール内に掲載しております。 
 

8．Live 配信視聴方法について 
詳細は、11 月上旬に本会ホームページに掲載いたします。 
 

9．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：現地にてお渡しするネームカードのコピーもしくは参加証明書（参加登録システムか 
　　　　　　らダウンロード）が必要となります。 
　　　　　　※申請時期は、専門医各位の認定更新時期にのみ受付けますので、それまでなくさず 
　　　　　　　にお取り置きください。 
　WEB参加：ライブ視聴時に、氏名、所属、会員番号を、必ずご入力ください。 

日本核医学会　　5単位 
　現地参加：現地にてお渡しするネームカードと、参加証明書（参加登録システムからダウンロー 
　　　　　　ド）を合わせてご提出ください。 
　WEB参加：ライブ視聴時に、氏名、所属、専門医番号もしくは会員番号を、必ずご入力ください。 

日本脳神経外科学会　　学会参加単位 1単位 
　現地参加：運営事務局にて一括申請を行いますので、受付にて申請用しにご記入の上、ご提出下 
　　　　　　さい。 
　WEB参加：ライブ視聴時に、氏名、所属、専門医番号を必ずご入力ください。 

日本脳卒中学会　　5単位 
　WEB、現地参加に関わらず、参加証明書（参加登録システムからダウンロード）を認定更新時期 
　に提出してください。　 
 
※ネームカード、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。 
※WEB参加の方で、視聴時に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。 
　視聴記録の確認後に、運営事務局から各学会に申請を行います。 
 

10．クローク 
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、クロークは設置いたしません。 
ご宿泊ホテルまたは駅のロッカーをご利用ください。 
皆様方にはご不便をお掛けし申し訳ございません。ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。 
 

11．共催セミナーでの軽食および整理券 
ランチョンセミナーではお弁当をイブニングセミナーではスイーツをご用意いたします。 
整理券はございませんので、なくなり次第終了となります。
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12．インターネットサービス 
　長良川国際会議場では、WiFi のご利用が可能で、接続登録方法には「①SNS登録」「②Eメール 
　登録」の２つがあります。役割者会場には、有線LANと電源をご用意しております。 
①SNS登録の場合 
　・端末の設定画面でSSID：Gifu City Free Wi-Fi を選択し端末でブラウザを起動 
　・Facebook、Twitter、 Google、Yahoo! JAPAN の各サービスのアカウントでログインされる場 
　　合は、ご利用サービスのボタンをクリック 
　・それぞれのログイン画面から ID /パスワードを入力いただき認証を実施 
　・インターネットに接続可（接続時間は 1回の接続につき 12 時間です。） 
②Eメール登録の場合 
　・端末の設定画面でSSID：Gifu City Free Wi-Fi を選択し端末でブラウザを起動 
　・メールでログイン ボタンをクリック 
　・メールアドレス入力画面からご利用のメールアドレスを入力の上、“送信”ボタンをクリックし 
　　仮登録を実施 
　・ご入力のメールアドレス宛に送信されるメールに記載されているURLを、5分以内にクリック 
　　いただき、本登録による認証が完了 
　・インターネットに接続可（接続時間は 1回の接続につき 12 時間です。） 
 

13．企業展示について 
現地会場では、以下の場所および時間で展示を行います。 
場所：長良川国際会議場　4F　ホワイエ 
時間：11 月 12 日（金）8:00～17:00 
　　　11 月 13 日（土）8:40～16:00 

 
14．各種会議のご案内 
＜理事会＞ 
日時：11 月 12 日（金）　11:40～12:40 
場所：長良川国際会議場　5F　国際会議室 
※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）のご持参をお願いいたします。 

＜社員総会＞ 
日時：11 月 12 日（金）　12:55～13:45 
場所：第 1会場（長良川国際会議場　4F　大会議室A） 
※当日は、来場もしくはWeb 参加のどちらでもご参加は可能です。 
※社員総会にて発表される先生方は、第 1会場ではなく 5F国際会議室にお越しください。 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全体懇親会の開催はございません。 
 

15．学術集会事務局 
岐阜薬科大学薬効解析学 
〒501-1196 岐阜市大学西 1-25-4 
TEL: 058-230-8100　FAX: 058-230-8105 


