
学術総会にご参加の皆様へのご案内 
 
第 31 回日本乳癌検診学会学術総会は、以下の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行って、運営を行います。 
会場へご来場予定の参加者・関係者の皆様には、本学会総会の開催成功に向け、以下の感染防止策とお願い事項を
ご確認いただき、ご理解とご協力をお願い申しあげます。 
●ご来場の前に 
来場前はご自身で検温など体調の異常がないか確認し、「健康状態申告書」をご記入いただき、来場日毎に入口に
てご提出をお願いします。 
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。 
　　・施設入口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。 
　　・座長席・演台にも消毒液を設置いたします。マイク、マウス、レーザーポインターご利用の前後には必ず 
　　　手指の消毒をしてください。 
　　・三密回避のため講演会場内での椅子の配置は間隔をあけております。 
　　・朝一番の当日参加登録受付は混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。 
 
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）」のインストールおよびご登録
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）」 
 
 
 
 
 
 
 

●ご来場の当日 
マスクを常時着用してください。こまめな手洗い、各所に設置した手指消毒の利用をお願いします。来場時に 
施設エントランス・会場内にてサーモグラフィーによる検温を実施します。参加者、共催セミナー・企業展示の
関係者、運営スタッフの全員に受けていただきます。37.5 度以上の発熱を確認した際は、再度測定とご相談の上、
入場をお断りする場合があります。 

◆感染症拡大防止対策 
一定の間隔を空けて会場の席を配置、受付近辺での検温器による体温チェック 
現地参加者、発表者のマスクの常時着用の呼びかけ、事前参加登録を実施し、対面受付での接触機会の低減 
現地ポスター発表の取りやめ、消毒用エタノールの設置、マイクの定期的な消毒の実施、定期的な換気の実施 
全員懇親会の中止 
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01. 参加者へのご案内 
この度、新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、現地にお越しいただけない方々のために、オンデマンド配
信を実施させていただくことになりました。ライブ配信の実施はございません。 
なお、オンデマンド配信視聴については、学会ホームページあるいは現地での参加登録が必須となります。 

02. 会期 
　　現地開催：2021 年 11 月 26 日（金）～27 日（土） 
　　オンデマンド配信：2021 年 12 月 10 日（金）～24 日（金） 
　　配信方式：当日、会場で収録したセッション動画をWEB 閲覧用に編集して、会期後に配信いたします。 
　　閲覧方法：第 31 回日本乳癌検診学術総会ホームページよりWEB 閲覧システムへリンクいたします。 
　　　　　　　閲覧には ID、パスワードが必要になります。 
　　閲覧用 ID、パスワード： 
　　① 参加登録をオンラインにて済まされた方 
　　　 →ご自身の登録アカウントのマイページでご確認頂けます。 
　　② 現地で参加登録を済まされた方 
　　　 →当日お渡しする名札シートに記載された ID、パスワードにて閲覧可能です。 
　　　　 紛失すると閲覧ができなくなりますので大切に保管してください。 
　　　　 万が一紛失された場合は事務局までお問合せください。 
　　※ランチョンセミナー、イブニングセミナー、モーニングセミナーは一部セッションのみ配信となります。 
　　※ポスター発表は 2021 年 11 月 26 日（金）～27 日（土）、12 月 10 日（金）～24 日（金）オンデマンド配信 
　　　をご覧いただけます。 

03．参加手続き 
本学術総会は 2021 年 10 月 1 日（金）～11 月 14 日（日）、11 月 28 日（日）～12 月 24 日（金）の期間、学会
ホームページ上で参加登録を受付ております。 
当日参加登録窓口もご準備しておりますが、接触機会を減らすため極力、事前の参加登録をお勧めいたします。
また当日参加登録窓口は現金のみとなりますので、予め参加費をご確認の上、お釣りの出ないようにご準備頂
きますようお願い申し上げます。 
注）会場参加者は事前、当日登録を問わず、26 日、27 日それぞれの日で健康状態申告書の提出が必要です。 
受付で必ず申告確認シールを名札に貼ってから会場へお入りください。 

 
　　日　時：11 月 26 日（金）　8:15～18:00 
　　　　　　11 月 27 日（土）　7:30～16:00 
　　場　所：国立京都国際会館　1F AnnexHall 前ロビー 
　　参加費：医　　師：12,000 円 
　　参加費：医師以外：08,000 円 
　　参加費：学　　生：03,000 円 
　　　　　　＊学生の方は、当日、受付にて学生証の提示をお願いします。 
　　　　　　　なお、社会人学生は学生区分とは見なしません。 

　　※当日登録される方 
　　　1）参加登録する前に必ず健康状態申告書を記入し提出をお願いいたします。 
　　　2）学術総会に参加される方は健康状態申告書提出後、必ず参加登録を行ってください。 
　　　3）名札ケースは総合受付付近にご用意します。 
　　　4）名札の氏名・所属欄をご記入の上、学会場では必ずご着用ください。 
　　　5）ご来場いただいた参加者にコングレスバッグ引換券をお渡ししております。 

コングレスバッグ受付にて受け取りをお願いいたします。 
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　　※事前に参加登録がお済みの方 
　　　（11 月 14 日（日）までに参加登録がお済みの方） 
　　　1）まず、健康状態申告書を受付に提出し、確認シールをもらってください。 
　　　2）事前に送付されている名札に所属を記入し、名札ケースに入れて学会場では必ずご着用ください。 
　　　3）名札シートにコングレスバッグ引換券が付いています。コングレスバッグ受付で引換券をお渡し頂き 

コングレスバッグをお受け取りください。 
コングレスバッグ受付：11 月 26 日（金）8:15～18:00 
　　　　　　　　　　　11 月 27 日（土）7:30～16:00 
場所：国立京都国際会館　1F AnnexHall 前ロビー 

04. プログラム抄録集 
　　1）本総会のプログラム抄録集は PDF での提供となります。 
　　0）PDF のダウンロードのパスワード： 
　　0）名札シートにもパスワードは記載されています。 
　　2）事前に冊子のプログラム抄録集を購入されている方は総合受付にてお渡しいたします。 
　　3）冊子のプログラム抄録集は 2,000 円で総合受付で販売しています。 
　　3）非会員の方もご購入可能です。但し、部数に限りがございますので、予めご了承願います。 
　　4）当日、印刷された日程表をお配りします。 

05. WiFi 環境（国立京都国際会館内） 
　　SSID：jabcsKyoto　・　パスワード：icckyoto 

06. 懇親会 
　　COVID-19 感染症拡大防止のため、懇親会は中止いたします。 

07. クローク 
　　日　時：11 月 26 日（金）　8:15～19:00 
　　　　　　11 月 27 日（土）　7:30～16:45 
　　場　所：国立京都国際会館　1F AnnexHall 前ロビー 

　　1）貴重品、傘のお預かりは出来かねますので、あらかじめご了承ください。 
　　2）お預けのお荷物は必ずお預日当日の開設時間内にお引き取りください。 

08. NPO 法人日本乳癌検診学会への新規入会・年会費受付 
　　第 31 回学術総会にて一般演題の発表者（筆頭演者）は、日本乳癌検診学会の会員に限ります。 
　　未入会の方は、総合受付に隣接する学会事務局デスクにて入会手続きを行ってください。 
　　また、会員で年会費（令和 3 年度）を未納の方は、納入をお願いしますと共に、ご所属先、ご住所の変更届け 
　　がある方も、学会事務局デスクにて手続きをお願いします。 

09. 駐車場 
　　学会専用の駐車場はございません。なるべく公共交通機関をご利用ください。 

10. 託児所 
　　COVID-19 感染症拡大防止のため、託児所の設置は中止いたします。
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11. 企業共催ランチョンセミナーについて 
　　配布場所：国立京都国際会館　1 階　Annex Hall 前ロビー 
　　配布時間：11 月 26 日（金）　8:15～11:00 
　　　　　　　11 月 27 日（土）　7:50～10:30 

　　学術総会当日、上記要領にて整理券を配布します。 
　　参加を希望される方は、該当となるセミナーの整理券をお取りいただき、入場時にお弁当・資料とお引き替え 
　　ください。 

　　1）整理券は各日お一人様 1 枚限り、先着順となります。無くなり次第、終了となります。 
　　2）セミナーには整理券をお持ちの方より優先的にご案内させていただきます。 
　　3）セミナー開始と同時に、整理券は無効となりますので、予めご承知おきください。 

12. 企業共催モーニングセミナー・イブニングセミナーについて 
　　整理券の配布はございません。直接、セミナー会場へお越しください。 

13. 企業展示・書籍展示 
　　日　時：11 月 26 日（金）　9:00～18:00 
　　　　　　11 月 27 日（土）　9:00～16:00 
　　場　所：国立京都国際会館　1 階「Annex Hall 2、Annex Hall2 前ロビー」 

14. 会場内での呼び出し 
　　会場内での呼び出しは行いません。総合受付付近に設置の伝言板・掲示版をご利用ください。 

15. 会場内でのご注意 
　　1）会館内は禁煙になります。喫煙は所定の場所でお願いします。 
　　2）会場内での許可のない録音、写真撮影、並びにビデオ収録は固くお断りします。 
　　3）講演中、携帯電話、スマートフォンの電源はお切りいただくか、マナーモードに設定してください。 
　　3）また、通話はご遠慮ください。 
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日本専門医機構　認定講習単位について 
 
本学術総会では、下記の専門医機構の単位が認定されるプログラムがございます。 

「日本専門医機構　外科領域講習」 
　　セッション：教育講演 3「医療倫理の基本原則とゲノム解析研究の倫理」 

　【現地で参加される場合】 
　　単位を希望される参加者には、「研修出席証明書」を発行しますので、 
　　会場前にてお受け取りください。 
　　日　　　時：11 月 26 日（金）15:30～16:30 
　　場　　　所：第 2 会場（国立京都国際会館　1 階「Room D」） 
　　証明書配布時間：16:40～17:00 
　　備　　　考：証明書の再発行、及び配布時間外での発行などの要望はお受けできません。 

　【オンデマンド配信ご視聴の場合】 
　　日　　　時：12 月 10 日（金）9:00～12 月 24 日（金）23:59 
　　閲 覧 手 順： 
　　①オンラインまたは現地にて参加登録をお済ませください。 
　　②ご連絡いたしました ID、パスワードにてWEB 閲覧システムにお入りください。 
　　③WEB 閲覧システムトップページの、『教育講演３に関するアンケート』を選択いただき、ページ中の URL 
　　　より必要情報をご入力ください。 
　　④該当セッションを開始から終了まで視聴ください。 
　　⑤対象セッションを最後まで視聴していただき、設問回答（5 問 5 択に 80％以上正解すること）をもって単位 
　　　を付与いたします。視聴だけでは、単位付与対象になりませんので、ご注意ください。※テストは合格する 
　　　まで何度でも回答いただけます。 
　　⑥証明証の発行方法につきましては後日ホームページにてご案内させていただきます。 

「日本専門医機構　専門医領域講習（産科婦人科）」 
　　セッション：教育講演 1「さらなる乳房画像検査の精度向上を目指して～診断カテゴリー分類を考える～」 

　【現地で参加される場合】 
　　「e 医学会カード」による専門医研修出席証明を行います。 
　　日本産科婦人科学会会員の皆様は「e 医学会カード」をご持参ください。 
　　日　　　時：11 月 26 日（金）15:30～16:30 
　　場　　　所：第 1 会場（国立京都国際会館　1 階「Aneex Hall1」） 
　　受　　　付：15:10～15:40 
　　備　　　考：途中入室や途中退出等の要望はお受けできません。 

　【オンデマンド配信ご視聴の場合】 
　　日　　　時：12 月 10 日（金）9:00～12 月 14 日（火）23:59 
　　閲 覧 手 順： 
　　①オンラインまたは現地にて参加登録をお済ませください。 
　　②ご連絡いたしました ID、パスワードにてWEB 閲覧システムにお入りください。 
　　③WEB 閲覧システムトップページの、『教育講演１に関するアンケート』を選択いただき、ページ中の URL 
　　　より必要情報をご入力ください。 
　　④該当セッションを開始から終了まで視聴ください。 
　　⑤単位取得のためには、対象セッションを最後まで視聴していただく必要がございます。 
　　　途中でブラウザを閉じず、最後まで動画を閲覧ください。 
　　　※視聴期間終了後に単位の集計および確認を行います。
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学会共催企画のご案内 
【共催企画】 
主　催：日本乳癌検診学会　研修委員会 
共　催：日本乳がん検診精度管理中央機構　教育・研修委員会 

01. マンモグラフィ技術セミナー　「ポジショニングの基本を学ぶ」 
　　日　　時：①2021 年 11 月 26 日（金）15 時 10 分～16 時 40 分（20 名）装置 1 台に 10 名 
　　　　　　　②2021 年 11 月 27 日（土）9 時 30 分～11 時（20 名）装置 1 台に 10 名 
　　　　　　　（日時に関しては未定です） 
　　申　　込：事前申込み制を原則とします。学会ホームページよりお申し込みください。 
　　　　　　　（申込多数の場合には、地域、施設、経験等を考慮し参加者を決定させていただきます。） 
　　会　　場：特設会場（国立京都国際会館　2 階 Room B-2） 

02. US ハンズオン 
　　講習形式：ファントムを用いたマンツーマン形式 
　　　　　　　1 名あたり 15 分（事前予約のみ）を想定しております。 
　　日　　時：①2021 年 11 月 26 日（金）13 時～15 時 
　　　　　　　②2021 年 11 月 27 日（土）14 時～15 時 
　　申　　込：事前申込み制を原則とします。学会ホームページよりお申し込みください。 
　　会　　場：特設会場（国立京都国際会館　2 階 Room B-2） 

03. マンモグラフィ読影セミナー 
　　読影日時：2021 年 11 月 26 日（金）9:00～17:20 
　　　　　　　2021 年 11 月 27 日（土）9:00～12:20 
　　解答掲示：M会場での解答掲示は行いません。 
　　会　　場：M会場（国立京都国際会館　1 階 Room C-1） 
　　オンデマンド配信：詳細が決まり次第、ホームページに掲載いたします。 

　　解説日時：11 月 27 日（土）14:35～15:25 
　　会　　場：第 1 会場（国立京都国際会館　1 階「Aneex Hall1」） 
　　オンデマンド配信：詳細が決まり次第、ホームページに掲載いたします。 

04. 超音波読影セミナー 
　　読影日時：2021 年 11 月 26 日（金）9:00～17:20 
　　　　　　　2021 年 11 月 27 日（土）9:00～12:20 
　　解答掲示：U会場での解答掲示は行いません 
　　申　　込：事前のお申込みは不要です。 
　　会　　場：U会場（国立京都国際会館　1 階 Room C-2） 

　　解説日時：11 月 27 日（土）15:40～16:30 
　　会　　場：第 1 会場（（国立京都国際会館　1 階「Aneex Hall1」） 
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ポジショニングセミナーのご案内 
【第 31 回日本乳癌検診学会学術総会 GE ヘルスケアセミナー】 

　明日から役立つ乳腺専門クリニックの技師による MMG 改善の tips 
　　日　　時：11 月 26 日（金）9:30～10:30、10:40～11:40 
　　　　　　　11 月 27 日（土）13:00～14:00 
　　会　　場：特設会場（国立京都国際会館　2F Room B2） 
　　講　　師：医療法人英仁会大阪ブレストクリニック医療技術部 
　　　　　　　藤井直子技師　小西章子技師　山西昌子技師　古川博子技師　中間友美技師 
　　申 込 み：事前申し込み制とさせていただいております。GEヘルスケアマンモグラフィ製品担当へお問い合

わせください。“整理券”の配布はございません。事前申込みをお済ませのうえ、セミナー開催時間
に“国立京都国際会館　2F RoomB2”にお越し下さい。 

　　共　　催：第 31 回日本乳癌検診学会学術総会/GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
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座長・演者へのご案内 
01. 口頭発表セッションの座長の方へ 
　　1）担当セッション開始 15 分前までに会場内右手前方の次座長席へお越しください。 
　　2）発表時間はセッションにより異なります。別途、ご案内しております通りの時間となります。 
　　2）各セッションの進行は座長ご一任しますが、終了時間は厳守でお願いします。 

02. 口頭発表の演者の方へ 
　　1）発表データ受付 
　　0）講演開始の 30 分前までに PC 受付にて、動作確認および発表データの提出を行ってください。 
　　0）　　日　時：11 月 26 日（金）　8:15～18:00 
　　0）　　　　　　11 月 27 日（土）　7:30～16:00 
　　0）　　場　所：国立京都国際会館　1 階　Room 104 
　　2）発表時間 
 
 
 
 
　　3）データ受付時に「オンデマンド配信同意書」へのご回答をお願い申し上げます。 
　　4）発表機材・発表データ 
　　0）PC プレゼンテーション（1 面映写）でのみ発表が可能です。スライド、ビデオでの発表はできません。 
　　0）また、指定演題を除き、音声の使用はできません。 
　　0）発表は演台上に設置されているモニターで確認しながら、ご自身でマウスおよびキーボードを操作して 
　　0）進めてください。 
　　0）会場にはWindows、Power Point2013/2019 以降、解像度 Full-HD（1,920×1,080）を準備します。 
　　0）発表データは以下の環境で動作可能なデータをご持参ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　0）※メディア持込の場合の注意点 
　　0）　・発表データは、USB フラッシュメモリ又は CD-R に保存してご持参ください。 
　　0）　　また、保存いただく際には発表データのファイル名を「（演題番号又は演題名）_（演者名）」として 
　　0）　　ください。 
　　0）　・データはWindows Format にてご持参ください。 
　　0）　　CD-R をご利用の場合は汎用に再生できるようにファイナライズを行ってください。 
　　0）　　予め、CD-R を作成した PC 以外でもデータを開くことができるかをご確認ください。 
　　0）　・動画はWindows Media Player で再生可能なものに限定します。 
　　0）　　バックアップおよびトラブル対策のために、PC本体もご持参ください。 
　　0）　・プレゼンテーションに他のデータ（静止画、動画、グラフ等）をリンクさせている場合は、必ず他の 
　　0）　　データも一緒に保存し、作成した PCとは別の PC にて事前動作確認をお願いします。 
　　0）　・必ず最新ウィルス駆除ソフトでチェックしてください。 
　　0）　・お預かりしたデータはセミナー終了後、事務局にて責任を持って消去します。
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 発　表  討　論
指定演題 別途、ご案内しております通りの時間となります

一般演題（口頭発表） 6 分  2 分

  Windows  Macintosh
 メディア持込 〇  ×

 PC本体持込 〇  〇

 OS Windows10 

 データ形式 PowerPoint2013/2019 

 動画ソフト Windows Media Player  



　　0）※PC 本体持込の場合の注意点 
　　0）　・Macintosh をご使用の場合、PC本体をご持参ください。 
　　0）　・バックアップ用として各種メディア（CD-R、USB メモリー）に保存されたデータもご持参ください。 
　　0）　・プロジェクターのモニター端子は、HDMI です。 
　　0）　　変換コネクターが必要な場合はご自身でお持ちください。 
　　0）　・電源アダプターは必ずご持参ください。 
　　0）　・スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除してください。 
　　0）　・PC 受付にて動作確認後、ご自身で会場内左側前方のオペレーター席まで PCをお持ちください。 
　　0）　　発表終了後、PCオペレーター席でご返却します。 
　　5）発表・進行 
　　4）　・該当セッション開始 15 分前までに講演会場内最前列左手「次演者席」での待機をお願いします。 
　　4）　・座長の指示の下、発表を行ってください。 

03. ポスター発表の演者の方へ 
　　本学会総会については、ポスター発表はオンライン上で実施いたします。 
　　発表データの受付につきましては学会総会ホームページにてご案内させていただきます。 
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利益相反の申告について 
 
　筆頭演者自身の利益相反の有無について申告を義務付けております。 
　演題登録時、及び発表時にスライド、或いはポスターにて必ず開示をしてください。 
　（詳細は、日本乳癌検診学会のホームページをご参照ください。） 
 
　　1）開示すべき期間は発表時点における過去 3 年間分です。 
　　2）開示すべき利益相反状態は、発表内容に関連する企業または営利を目的とする団体に関わるものです。 
　　3）発表スライドに様式 1 を追加して開示してください。 
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日本乳癌検診学会　各種会議 
 
　11 月 25 日（木） 
       広報委員会                                              13:00～14:00      国立京都国際会館　1F Room F 
       次世代乳癌検診検討委員会                         13:00～14:00      国立京都国際会館　1F Room G 
       乳房超音波検診精度管理委員会                   14:00～15:00      国立京都国際会館　1F Room F 
       総務委員会                                              14:00～15:00     国立京都国際会館　1F Room H 
       全国集計委員会                                        15:00～16:00      国立京都国際会館　1F Room F 
       理事会                                                    17:30～19:30      ウェスティン都ホテル京都　東館　4F 葵殿 
 
　11 月 27 日（土） 
       社員総会                                                 08:00～9:00        第 2 会場（1 階 Room D） 
       全員総会                                                 10:35～11:05      第 1 会場（1 階 Annex Hall 1） 
 
 
 

各種会議 
 
　11 月 25 日（木） 
       日本乳がん検診精度管理中央機構様理事会    16:00～17:00      1F Room F 
 
 
 

次回学術総会のご案内 
 
　第 32 回日本乳癌検診学会学術総会 
　会　期：2022 年 11 月 11 日（金）・12 日（土） 
　会　場：アクトシティ浜松 
　会　長：吉田 雅行（聖隷浜松病院乳腺科） 
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会場までのアクセス
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リムジンバス（約55分）

リムジンバス（約95分）

JR特急｢はるか｣（75分）

首都圏・中部方面より

九州・中国方面より

大阪（伊丹）空港

JR京都駅

烏丸駅
三条駅

大阪・神戸方面より

関西国際空港

■鉄道をご利用の場合

■飛行機をご利用の場合

改札から地下通路を通り出入口４-２をご利用ください。
出入口からは、歩廊に沿って雨に濡れずに正面玄関までお越しいただけます。（徒歩10分）

■最寄駅から

東海道新幹線

山陽新幹線

阪急京都線

京阪本線

JR京都駅 地下鉄烏丸線
（20分）

国
立
京
都
国
際
会
館

地下鉄烏丸線

地下鉄東西線・烏丸線（20分）

 京都駅より20分 （ 四条駅より16分 ）
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