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参加者へのご案内 
 
本総会は、新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の状況を勘案したうえで、ハイブリッド形式（現地とWeb 併
用）にて開催いたします。 
現地参加に際しましては、3 回のワクチン接種がお済みであること、開催 10 日前からの体調に問題のない方に 
限らせて頂きます（書類等の提出は求めません）。会場内における感染予防策には十分に留意致しますが、参加
の皆様におかれましたはマスク着用など感染予防にご協力ください。 
 

◆参加視聴方法について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆オンライン参加登録について 
現地参加、Web 参加でも、本総会ホームページの「参加登録ページ」よりオンライン登録をお願いします。当
日ご来場いただく場合も現地で登録受付は設置しておりませんので、移動中あるいは会場にてオンライン登
録をお済ませください。 
お支払方法は、クレジットカード決済のみとなります。 
 
参加区分・参加費（当日登録）

カテゴリー
 当日登録

 5月10日（火）正午～5月14日（土）

会員（医師・企業等）　※1
【プログラム・抄録集含む】 

15,000 円

会員（看護師・HCTC、その他の医療従事者）　※1
【プログラム・抄録集含む】 

10,000 円

非会員（医師・企業等）　※2 20,000 円

非会員（看護師・HCTC、その他の医療従事者）　※2 12,000 円

骨髄バンクコーディネーター　※2、3 02,000 円

学部学生・初期研修医　※2、4 無　　料

プログラム・抄録集　＜会員の方は参加費に含まれています＞ 02,000 円

※1 会員（日本造血・免疫細胞療法学会会員）の方は参加登録の際、会員番号の入力が必要になります。
 会員番号をお忘れの場合は日本造血・免疫細胞療法学会事務局までお問い合わせください。
※2 会員以外の参加区分の方は、参加費にプログラム・抄録集は含まれておりません。
 ご希望の場合は、別途ご購入ください。（参加登録システムよりよりお申し込みできます）
※3 日本骨髄バンクより委嘱されている地区普及広報委員、説明員を含みます。
 骨髄バンク発行の顔写真入りIDの提示が必須となります。
 オンライン登録時に骨髄バンク発行の顔写真入りIDのスキャンデータをアップロードしてください。
※4 学部学生・初期研修医で登録される方は、証明が必要となります。
 オンライン登録時に、「学部学生」の方は学生証のPDFまたは画像データを、「初期研修医」の方は登録区分証明書【PDF】
 をダウンロードし、必要事項を記入、所属長の署名・捺印後、アップロードしてください。

 
セッション名

   Web 参加  
  

現地参加
 Live 配信 オンデマンド配信

 特別演題※ ○ ○ 5 月 30 日（月）正午～ 6月 20 日（月）

 教育講演、教育セミナー ― ― 5 月 30 日（月）正午～ 6月 20 日（月）

 一般演題（オーラル） ○ ○  ―

一般演題（ポスター） ○ ― 5 月 12 日（木）正午～ 5月 14 日（土）

 共催セミナー ○ セッションによる  セッションによる

 市民公開Web 講座 ― ― 5 月 30 日（月）正午～ 6月 20 日（月）
※ASANO Memorial Lecture Series/特別メッセージ/学会長受賞記念講演/プレナリーセッション/特別教育講演/
シンポジウム/KSBMT‐JSTCT合同セッション/ISCT-JSTCT合同セッション/ワークショップ/ラウンドテーブル/
Pro-con/造血幹細胞移植推進事業フォーラム/看護シンポジウム/看護教育講演/看護ブラッシュアップ研修/
看護ワークショップ/HCTCワークショップ/WG成果報告会/GVHDレジストリセッション/全国調査ニュース

セッションによっては、オンデマンド配信されない場合がございます。詳細は、総会ホームページにて掲載します。
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◆領収書および参加証明書 
参加登録システム画面（メインメニュー）より、領収書、参加証明書を各自でダウンロードいただくことが可

能です。ダウンロード期間は以下になります。 

【領収書】 

　クレジットカード決済完了後すぐ ～　会期終了後 1か月以内 

【参加証明書】 

　2022 年 5 月 12 日（木）～　会期終了後 1か月以内 

 

◆参加方法 
（１）現地参加　　 
1）事前参加登録済み【4月 12 日（火）まで】の方 

    ネームカードとプログラム・抄録集を事前に郵送しますので、現地にてご参加の場合は必ずご持参ください。

    プログラム・抄録集は、会員の方および購入された非会員の方のみにお送りします。 

 

2）当日参加登録【5月 10 日（火）正午～5月 14 日（土）】の方 

    現地参加をされる方は、会場でネームカードを発行します。 

    発行用のQRコードを記載した「登録費決済完了のお知らせ」メールがクレジットカード決済完了後に 

    自動配信されますのでQRコード画面をご用意の上、ご来場ください（プリントアウトしたものでも可）。 

 

    ネームカード発行日時・場所 

    場　所：パシフィコ横浜ノース 1F（G1～G４）　総合受付内 

    日　時：5月 12 日（木）12：30～18：00 

    　　　　5月 13 日（金）08：30～18：30 

    　　　　5月 14 日（土）07：30～16：00 

 

3）ネームカードケース 

    会期中、パシフィコ横浜ノース 1F（G1～G４）総合受付内にご用意いたします。 

 

（２）Web参加（Live 配信、オンデマンド配信） 
総会ホームページの「Web 会場はこちら」ボタンをクリックし、オンライン参加登録時に発行された

ID，PWをログイン画面に入力の上、Web 会場にアクセスしてください。 

ID・パスワードを忘れた方は、「パスワード/ログイン IDを忘れた方はこちら」から再発行をお願いし

ます。各自の ID・パスワードの案内メールはいたしませんので、ご注意ください。 

 

【視聴閲覧に関しての注意事項】 

1）本講演の内容に関する著作権は、発表者に帰属しています。 

2）本講演の著作権および肖像権の保護に同意いただいた上で、閲覧視聴することができます。 

3）Live 配信 Zoom のご利用について 

    ・事前にZoom アプリを必ずインストールし、アカウントを登録してください。 無料で利用できます。 

    ・視聴者のビデオ（Web カメラ）とマイクは利用不可の設定になっています。 

    ・Zoom を使った録画は利用不可の設定になっています。録画・写真撮影・録音を一切禁止とします。 

4）オンデマンド配信 

    Web 視聴閲覧時の撮影（スクリーンショットを含む）コピー、ダウンロード等は禁止です。 
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【質問（コメント）投稿について】 

1）Live 配信 

    ご質問のある方は、Zoom QA機能にて質問（コメント）を投稿してください。 

    全ての質問に回答できない場合がございますのでご了承ください。 

2）オンデマンド配信 

    オンデマンド配信のプログラムには、質疑応答機能にて質問（コメント）を投稿してください。 

    ※すべての質疑応答は視聴者全員に公開されます。 

    ※質問（コメント）に対する回答は、登壇者に一任いたします。 

    ※多数の質問（コメント）が寄せられた場合、回答できない場合がありますのでご了承ください。 

 

◆日本造血・免疫細胞療法学会事務局デスクについて 
   新規ご入会や年会費のご納入をご希望の方は、こちらにお越しください。 

   場　所：パシフィコ横浜ノース 1F（G1～G４）　総合受付内 

   日　時：5月 12 日（木）12：30～18：00 

   　　　　5月 13 日（金）08：30～18：30 

   　　　　5月 14 日（土）07：30～16：00 
 

◆プログラム抄録集販売 
   期間中一部 2,000 円で販売いたします。 

   会員の方には事前にお送りいたしますので、当日ご持参ください。 

   お手元にプログラム抄録集が届かなかった場合は、学会事務局デスクへお越しください。 

 

◆会場での呼び出し 
   会場での呼び出しは原則として行いません。総合受付付近の伝言板・掲示板をご利用ください。 

 

◆クロークについて 
   場　所：パシフィコ横浜ノース 1F（G1～G４）　総合受付内 

   日　時：5月 12 日（木）12：30～18：30 

   　　　　5月 13 日（金）08：30～19：00 

   　　　　5月 14 日（土）07：30～16：30 

   ・貴重品、傘はお預かりできませんので、予めご了承ください。 

 

◆会員懇親会について 
   開催いたしません。 

 

◆ブレックファーストセミナー、ランチョンセミナー、スイーツセミナーについて 
   ランチョンセミナーではお弁当、ブレックファーストセミナーおよびスイーツセミナーでは軽食をご用意い 

   たします。数に限りがございますので予めご了承ください。整理券配布はありません。 

 
◆託児室 
   Covid-19 感染拡大防止のため託児室のご用意はございません。 

   予めご了承ください。 
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◆認定医更新セミナーについて 
日程表 p.（12）～（17）中に“更”マークが付されているセッション（次頁に一覧表を掲載）が対象となり

ます。 

会場での聴講、Web によるLive 配信での聴講、会期後のオンデマンド配信による聴講のいずれも単位付与の

対象となりますが、同一のプログラムを会場（またはWeb によるLive 配信）とオンデマンド配信の両方で聴

講した場合でも付与される単位は 1回の聴講分のみとなります。 

以下に会場で聴講する場合、Web によるLive 配信およびオンデマンド配信で聴講する場合の注意事項をそ

れぞれ記載しておりますので、単位取得を希望される場合には、必ずご確認くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 

＜会場で聴講する場合の注意事項＞ 
・更新セミナーは、開始から終了まで通して聴講した場合のみ単位を付与します。 

・同時間帯に別々の会場で並行して開催されている更新セミナーから、重複して単位を取得することはでき

ません。 

・出退席記録のため、受講前と受講後に、受付の指示に従い会員カードをカードリーダー（PC接続）にタッ

チしてください。 

・取得された認定更新単位につきましては、後日、学会事務局よりメールでお知らせいたします。 

・当日参加登録を行い、その直後に更新セミナーの受講を予定される場合は、更新セミナーの開始時間まで十

分に余裕をもって参加登録を済ませていただきますようお願いいたします。特に朝の時間帯は、参加登録が

非常に込み合うことがあるため、更新セミナーの開始直前に来場された場合、参加登録に時間を要し、開始

時刻に間に合わないことがございます。十分にご注意ください。 

・以下の更新セミナーは、それぞれ同会場で連続して開催されるため、連続受講が可能です。 

　・「ASANO Memorial Lecture Series」～「シンポジウム 2」 

　・「プレナリーセッション」～「シンポジウム 5」 

　連続受講する場合、 

　　1）最初に受講する更新セミナーの出席時、 

　　2）最後に受講した更新セミナーの退席時に、 

　それぞれ会員カードによる記録を行ってください。 

　※連続受講のつもりであったものの、誤って最初に受講した更新セミナーの退席時にも会員カードの記録

をとった場合、後に受講する更新セミナーの出席時にも会員カードによる記録を行う必要がありますの

でご注意ください。 

 

＜Webによる Live 配信およびオンデマンド配信で受講する場合の注意事項＞ 
・更新セミナーは開始から終了まで通して視聴したことがログにて確認できた場合のみ、単位が付与されます。 

・聴講に際して、画面上でご氏名とメールアドレスの入力を求められる場合がございますのでご対応いただ

けますようお願いいたします。入力が無い場合、ログが確認できず単位付与できない場合がございますので

ご注意ください。 

・単位取得のための申請等は不要です。ログを学会事務局で確認し、後日メールにて取得された認定更新単位

をお知らせいたします。
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 セッション名 配信方法 開催日時  会場 付与単位

  現地・Live配信  5月13日（金） 12：25～14：25 第1会場/Web会場① 
2単位

 オンデマンド配信  5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場

特別教育講演
 現地・Live配信  5月13日（金） 9：00～10：00 第2会場/Web会場② 

1単位
 オンデマンド配信 5 月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場

 現地・Live配信  5月14日（土） 9：00～10：15 第2会場/Web会場② 
1単位

 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 －

シンポジウム1
 現地・Live配信  5月13日（金） 9：00～11：00 第1会場/Web会場① 

2単位
 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場

シンポジウム2
  現地・Live配信  5月13日（金） 14:35～16:35 第1会場/Web会場① 

2単位
 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場

シンポジウム3 現地・Live配信  5月13日（金） 14:35～16:35 第2会場/Web会場② 2単位

シンポジウム4
  現地・Live配信  5月14日（土） 9：00～11：00 第1会場/Web会場① 

2単位
 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場

シンポジウム5
 現地・Live配信  5月14日（土） 14:30～16:10 第1会場/Web会場① 

2単位
  オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場

 シンポジウム6
 現地・Live配信  5月14日（土） 14:30～16:00 第2会場/Web会場② 

2単位
  オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場

 教育講演1 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演2 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演3 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演4 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演5 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演6 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演7 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演8 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演9  オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演10  オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演11  オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演12 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演13 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演14 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演15 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演16 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演17 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 教育講演18 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場 1単位

 プレナリーセッション
 現地・Live配信  5月14日（土） 13：30～14：15 第1会場/Web会場① 

1単位
 オンデマンド配信 5月30日（月）正午～6月20日（月）23：59 Web会場

ASANO Memorial 
Lecture Series

造血幹細胞移植
推進事業フォーラム

＜認定医更新セミナー一覧＞


