
学術集会参加の方へ

１）参加受付
「一般・研修医・留学生・学部学生」の参加登録は、すべてオンライン上での参加登録となります。現地
での窓口はございませんのでご注意ください。
学会当日、参加登録をご希望の場合は、お手持ちのPC、スマートフォン等より、オンライン登録を行
う必要がございますので、できる限り会期前にご登録をお願いします。
学会当日、現地参加の場合は、参加登録後に自動送信される「参加登録のお知らせ」メールを印刷の上、
総合案内にてご提示の上、現地参加証をお受け取り下さい。
※同伴者の方の参加登録は、当日現地窓口のみ（現金のみの取り扱い）となりますので、ご了承ください。

２）参加登録費

参加区分 前期参加登録
7月20日(水)～9月16日(金)

後期参加登録
9月20日(火)～10月31日(月)

一般 15,000円（早期割引料金）
（プログラム・抄録集含）

18,000円（通常料金）
（プログラム・抄録集含）

研修医・留学生※１ 5,000円
（研修先所属長の証明書 必須）

5,000円
（研修先所属長の証明書 必須）

学部学生※２ 無料（学生証 必須） 無料（学生証 必須）

同伴者※3
（参加者のご家族） — 3,000円

（現地での登録のみ）

プログラム抄録集※４ 3,000円 3,000円

（料金はすべて税込です）
※当日のお支払いは現金のみとなりますのでご了承ください。
※当日販売のプログラム抄録集には数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

※1  研修医・留学生は卒後２年目までの臨床研修医（またはレジデント）とします。
 研修医・留学生ともに研修先所属長の証明書のアップロードが必要です。
 証明書は本学術大会ホームページ「参加登録」からダウンロードしてご使用ください。
 プログラム・抄録集は含まれません。必要な方は別途ご購入ください。
※2 学部学生
 学部学生の方は、学生証の写しのアップロードが必要です。
 （学生証のご提示が無い場合は、一般参加となりますのでご了承ください）
 プログラム・抄録集は含まれません。必要な方は別途ご購入ください。
※3 同伴者
 「現地開催」のみの参加です。ご参加のご家族が対象です。
 現地開催当日、「同伴者登録」の窓口でご登録ください。
 プログラム・抄録集は含まれません。必要な方は別途ご購入ください。
※4 プログラム抄録集
  オンライン参加登録および現地受付窓口でご購入いただけます。オンライン参加登録時のプログ

ラム・抄録集の発送スケジュールは下記を参照ください。
プログラム・抄録集はWEB版を10/14～10/31の間、WEB視聴ページ内に掲載いたします。

＜参加証（領収書）、プログラム・抄録集の発送について＞
・前期参加登録期間（9月16日まで）に登録入金完了した方
 ご登録住所へ9月中にお手元へ届く予定です。



・9月20日～10月14日に登録入金した方
 現地参加の方
  参加登録後に自動送信される参加登録確認メールをプリントアウトし、会場にお持ちください。参

加証（領収書）、プログラム抄録集と引き換えさせていただきます。
 WEB参加の方・現地受け取りされない方
 10月20日以降、ご登録された住所への発送となります。
・10月15日以降に登録入金した方
 10月25日以降、順次ご登録住所へ発送いたします。

３）参加登録受付
一般・研修医・留学生・学部学生の方の参加登録については、現地での窓口はございません。すべてオ
ンライン上での参加登録となります。
※同伴者のみオンラインでの参加登録はございません。当日現地窓口にて手続きをお願いします。

４）参加証
当日ご来場の方は会場内では参加証を必ずご着用ください。参加証を着用していない方の入場は固くお
断りいたします。

（本学術集会参加証は、全てのセッションが聴講可能です）

５）学会出席カード
今回は提出不要となりますので、参加登録時の配布はございません。

６）新規入会および会員確認
日本形成外科学会事務局デスクにて手続きをお願いします。なお、当日入会はできません。

７）クローク
場 所：岡山コンベンションセンター　２F　アトリウム
時 間：10月12日（水）12:30～17:30
　　　 10月13日（木） 8:00～18:30
　　　 10月14日（金） 8:00～17:40

８）ランチョンセミナー
各セミナーは先着制です。
各セミナーのお弁当数には限りがございますのであらかじめご了承ください。

９）企業展示・書籍展示
場 所：岡山コンベンションセンター　1F・２F・3F　ロビー
時 間：10月13日（木）9:00～17:00
　　　 10月14日（金）9:00～15:00

10）録画・録音・写真撮影・携帯電話の通話について
会場内では一切禁止いたします。
ルールが守れない場合にはご退席していただく場合もございます。

11）マスコミの取材
事前に会長の許可を必要とします。



12)呼び出し
会期中の呼び出しはいたしませんので、あらかじめご了承ください。

13)専門医制度認定講習のご案内
次のセッションは、日本形成外科領域専門医制度の「形成外科領域講習」および「専門医共通講習」とし
て承認されています。「形成外科領域講習」および「専門医共通講習」は会員カードでの受付が必須とな
ります。受付および受講方法の詳細については、21ページ「専門医更新のための認定講習を受けられる
会員の皆様へ」をご覧ください。

認定講習一覧
10月13日（木）1日目

時間 会場名 セッション名 演題名

日本形成外科領域
専門医制度

形成外科
領域講習

専門医
共通講習

9:00～11:10 第1会場 シンポジウム1 ゲノム医療の最新情報と形成外科への導入 2単位

9:00～10:00 第2会場 教育講演2 未来を知るために今を知ろう：人工知能（AI）の現
状と医療AI研究の現在 1単位

9:00～10:30 第3会場 パネルディスカッション1 生体材料最前線―素材の探究から組織再生へー 2単位

9:30～11:00 第4会場 PSRC Session
Biomedical Innovation in Academic Plastic Surgery
Surgical Innovation in Breast Reconstruction through 
Integration of New and Existing Technologies.

1単位

10:05～11:15 第2会場 ワンポイントレクチャー1・2 基礎研究から臨床へ：動機・戦略・資金/リアルワー
ルドデータＲＷＤの意義と活用 1単位

12:30～13:30 第1会場 特別企画1 西海岸発！バイオデザイン手法を用いた医療機器開発 1単位
13:40～14:40 第1会場 招待講演1 皮膚の幹細胞品質と再生老化 1単位

13:40～14:40 第3会場 専門医共通講習 周術期抗菌薬の適正使用 1単位

14:50～17:10 第2会場 シンポジウム2 未来を造形する再生軟骨研究 
～形作りへの挑戦と課題～ 2単位

10月14日（金）２日目

時間 会場名 セッション名 演題名

日本形成外科領域
専門医制度

形成外科
領域講習

専門医
共通講習

9:00～11:00 第1会場 パネルディスカッション2 医師主導研究、その壁と新しい世界 2単位
9:00～11:00 第2会場 シンポジウム3 俯瞰的にみる美容医療の【これから】の可能性 2単位

9:00～10:30 第3会場 第9回皮膚腫瘍外科分野
指導医シンポジウム ─ 1単位

9:00～10:00 第4会場 International Session 
Keynote Lecture

Translation of a Novel Conduit for Nerve 
Regeneration 1単位

13:30～14:30 第1会場 招待講演2 導電性高分子複合繊維を活用したインプラント電極、
ウエアラブル心電計、テンソル心電図 1単位

13:15～14:55 第4会場 International Session 
Symposium Robotic Surgery Technology 1単位

14:00～16:00 第2会場 パネルディスカッション3 眼瞼形成手術を学問する：形成外科の視点・眼科の
視点 2単位

14:30～16:00 第3会場 第3回リンパ外科研究会 セッション①「診断」 1単位
15:40～17:40 第1会場 シンポジウム4 基礎・臨床から繋がるベンチャー創出 2単位
16:00～17:30 第3会場 第3回リンパ外科研究会 セッション②「治療」 1単位



Web配信について

　第31回日本形成外科学会基礎学術集会の開催につきましては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
の感染状況を考慮し、現地開催とWeb開催（一部会場のライブ配信＋オンデマンド配信）のハイブリッ
ド開催といたします。

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する諸事情で現地に参加できない場合、オンライン参加
登録を行い、学会終了後に配信するオンデマンド視聴を行えば学術集会に参加したことといたします。

オンデマンド配信は、学会終了後、一般演題を含む企画演題（共通講習・領域講習等に該当する演題
を含む）を、配信します。
　視聴方法の詳細は、確定しましたら学術集会ホームページでお知らせいたします。

オンデマンド視聴期間：2022年10月21日(金)～31日(月)を予定します。

LIVE配信（予定）　変更の可能性がございます。
セッション テーマ

特別講演1 世界のエリートはなぜ美意識をきたえるのか

特別講演2 サイバニクス医療イノベーション最前線～ 装着型サイボーグHAL、機能
改善・再生、バイタルセンシング、クラウド ～

招待講演1 皮膚の幹細胞品質と再生老化

招待講演2 導電性高分子複合繊維を活用したインプラント電極、ウエアラブル心電計、
テンソル心電図

教育講演1 SNS社会とコロナ禍 に「みるを分かち合う」こと～絵画表現・ジブリ作品
とその後のアニメーション表現から

特別企画1 西海岸発！バイオデザイン手法を用いた医療機器開発

特別企画2 企業連携と形成外科オープンイノベーション

シンポジウム1 ゲノム医療の最新情報と形成外科への導入

シンポジウム4 基礎・臨床から繋がるベンチャー創出

パネルディスカッション2 医師主導研究、その壁と新しい世界

International Session 全セッション

オンデマンド配信（予定）　変更の可能性がございます。
セッション テーマ

特別講演1 世界のエリートはなぜ美意識をきたえるのか

特別講演2 サイバニクス医療イノベーション最前線～ 装着型サイボーグHAL、機能
改善・再生、バイタルセンシング、クラウド ～

招待講演1 皮膚の幹細胞品質と再生老化

招待講演2 導電性高分子複合繊維を活用したインプラント電極、ウエアラブル心電計、
テンソル心電図

教育講演1 SNS社会とコロナ禍 に「みるを分かち合う」こと～絵画表現・ジブリ作品
とその後のアニメーション表現から



教育講演2 画像診断機器の進歩と今後の展望

特別企画1（ランチョンセミナー1） 西海岸発！バイオデザイン手法を用いた医療機器開発

特別企画2 企業連携と形成外科オープンイノベーション

シンポジウム1 ゲノム医療の最新情報と形成外科への導入

シンポジウム2 未来を造形する再生軟骨研究～形作りへの挑戦と課題～

シンポジウム3 俯瞰的にみる美容医療の【これから】の可能性

シンポジウム4 基礎・臨床から繋がるベンチャー創出

パネルディスカッション1 生体材料最前線―素材の探究から組織再生へー

パネルディスカッション2 医師主導研究、その壁と新しい世界

パネルディスカッション3 眼瞼形成手術を学問する：形成外科の視点・眼科の視点

ワンポイントレクチャー1 どうやって乗り越える⁈基礎研究から実用化までの道のり

ワンポイントレクチャー2 リアルワールドデータを使って無作為化比較試験を模倣する：Target trial
の考え方

専門医共通講習 周術期抗菌薬の適正使用

ランチョンセミナー2 形成外科医だからこそ考える無結縫合の有用性

ランチョンセミナー3 「過去25年にわたる世界のレーザー＆エネルギーデバイス医療のトレンド
の変遷」と　「これからの形成外科医のキャリアパス」

ランチョンセミナー4 新医療機器開発の苦労話 −シーズの活用からお金の話まで−

ランチョンセミナー5 基礎研究から生まれる臨床イノベーション～光超音波3Dイメージングに
よる脈管の新しい理解～

イブニングセミナー 兎にも⾓にも“血流”
組織移植における「ＩＣＧ蛍光血管造影」のあれこれ
兎にも⾓にも“リンパ流”
リンパ浮腫診断における「ＩＣＧ蛍光リンパ管造影」のあれこれ

第3回リンパ外科研究会
―知足者富

セッション①「診断」、セッション②「治療」

学術委員会企画セミナー 学術委員会企画セミナー：論文エキスパートに聞く！　英語論文集中講座

※一部セッションは演者のご希望によりオンデマンド配信を行わない演題がございます。
あらかじめご了承ください。



専門医更新のための認定講習を受けられる会員の皆様へ

　2021年度の総会・学術集会ならびに基礎学術集会より専門医更新の為の認定講習の受講と登録は会員
カードシステムへ一本化しております。

現地参加の方は講習単位の決済には会員カードが必要となりますので、忘れずにご持参いただきます
ようお願い申し上げます。
　また、Web開催に参加（一部ライブ配信＋オンデマンド配信にて受講）の方につきましても、講習単
位の決済には会員カードが必要となります。
　会員カードをお持ちでない方は、日本形成外科学会ホームページ内、「会員カードお申込みのお願
い（https://jsprs.or.jp/member/information/member_card/）より会員カードのお申込みを会期前ま
でに必ず、行ってください。ご不明な点等ございましたら、日本形成外科学会事務局（jsprs-office01@
shunkosha.com）までお問い合わせください。

（1）会員カードでの受講について（専門医共通講習、形成外科領域講習）
現地参加の方、Web開催に参加の方のいずれも、受講前の受講登録は一切不要です。

現地参加の方は、そのまま会場にて希望する講習を受講してください。受講終了後、会場出口に設置さ
れるICカードリーダーに各自で会員カードをかざすと受講の記録がなされます。ICカードリーダーへ
の登録は講習終了10分前～講習終了後10分以内の退出時にお済ませください。

Web開催に参加の方は、オンデマンド配信にて希望する講習をそのまま受講して下さい。受講を終了
されますと、自動的に受講の記録がなされます。専門医共通講習はオンデマンド配信で受講した場合、
視聴完了後、e-learningを実施する必要があります。

学会終了後一週間程度でWebの会員マイページ内、「専門医ページ」に受講状況を反映しますので、
反映後一か月以内に各自でカードを利用し、必ず受講料の決済を行ってください（決済期間を過ぎると
受講単位を取得できません）。決済が完了すると、自動的に単位が付与され、会員マイページに反映さ
れます。以上で受講単位の登録が完了します。

会員カードの受講証明は会員マイページ「専門医ページ」に記載されますので、受講証明書の発行は
ありません。
　【注意】 ご家族用のFAMILYカードの場合はカード受付がなされませんので、必ず「PRS＊＊＊＊＊＊＊」

と記載されたご本人のカードをご持参ください。
【注意】専門医共通講習をオンデマンド配信で受講の場合

オンデマンド配信の講演視聴を完了したのち、e-learning 5題を実施してください。
e-learningは受講認定条件の80%（4題）の正解に達するまで、やり直しが可能です。

（2）現地参加の方で、会員カードをお忘れになられた場合
現地参加の方で、会員カードをお忘れになられた場合、会場にて代替カードを貸与させていただきます。

貸与にあたりまして、デポジット（1,000円）をお支払いいただき、講演終了後の代替カード返却を持ち
ましてデポジットをご返金いたします。

代替カードを貸与されました後、参加方法につきましては（1）と同様となります。学会終了後一週間
程度でWebの会員マイページ「専門医ページ」に当日の参加状況を反映しますので、反映後一か月以内
に各自でカードを利用し、必ず受講料の決済を行ってください（決済期間を過ぎると受講単位を取得で
きません）。決済が完了すると、自動的に単位が付与され、会員マイページに反映されます。以上で受
講単位の登録が完了します。

※現地参加の受講の際の注意
・講習開始後10分を過ぎての入室の場合、退室時のカード受講登録を行わないでください。
・ICカードリーダーへの登録は講習終了10分前～講習終了後10分以内の退出時にお済ませください。
・終了10分以前の途中退室の場合はカードの受講登録はできません。

(3)「分野指導医教育セミナー」の受講について
　分野指導医教育セミナーの受講はオンデマンド配信終了時まで申込可能です。



　申込み済みで現地参加の方は、入室・退室時（計2回）出席確認を行いますので、必ず形成外科学会会
員カードを持参してください。受講履歴につきましては後日、入金・入室・退室の3点を確認の後、会
員マイページに反映されます。
　申込み済でWeb開催に参加の方は、オンデマンド配信にて希望する講習をそのまま受講してください。
受講を終了されますと、自動的に受講の記録がなされます。
　いずれもオンデマンド配信終了時までに決済が完了しないと単位として付与されませんのでご注意下さい。

日本形成外科学会　総会・学術集会／基礎学術集会
カードシステム利用による共通・領域講習単位認定のための受講フロー【オンデマンド配信での受講】

会員カードをお持ちでない場合

*会員カードのお申込済みで、カードがお
手元に届いていない場合は、日本形成外科
学会事務局までお問い合わせください。

講習会受講前の準備

会員カード有

受講 受講

マイページから
一か月以内に決済完了

マイページから
一か月以内に決済完了

マイページ内に自動登録

Web配信サイト

オンデマンド配信終了後

日本形成外科学会　総会・学術集会／基礎学術集会
カードシステム利用による共通・領域講習単位認定のための受講フロー【現地での受講】

会員カードをお忘れの場合

学術集会会場受付
※代替カード受付

会員カード有

終了時：ICリーダー

マイページから一か月以内に決済完了

マイページ内に自動登録

終了時：代替カードでICリーダー
講習会会場

学術集会終了後

カード忘れ 代替カードの貸与
（デポジット￥1,000）

会期前までに会員カードのお申込みを 
必ずお済ませください

終了後に返還しデポジット返金



専門医更新のための認定講習を受けられる「非会員」の皆様へ

　非会員で「専門医共通講習」を受講される方は、下記をご確認ください。

【専門医共通講習】
①現地にて受講の方

　学会当日、総合受付で受講申込を行ってください。（受講料1,000円）。
　 受講者は「受講証明書」に必要事項をご記入のうえ、講演が終了したのち受講者控えを切り離して、

会場出口にて「受講証明書（提出用）」をご提出ください。

②オンデマンド配信で受講の方
 オンデマンド配信ご視聴でご受講の場合は、先に受講料（1,000円）の決済を行い、該当の講演をご視
聴ください。
オンデマンド配信の講演視聴を完了したのち、e-learning 5題を実施してください。
e-learningは受講認定条件の80%（4題）の正解に達するまで、やり直しが可能です。
受講証明書は後日ご郵送いたします。




