
参加者へのご案内
1．セッション実施方法一覧

会期当日
5/20（木）～5/21（金）

会期終了後
6/4（金）～6/30（水）

セッション 特設WEBサイトでの 
LIVE 配信

特設WEBサイトでの 
オンデマンド配信

特別講演 ● ●
教育講演 ● ●
特別企画 ● ●
シンポジウム ● ●
パネルディスカッション ● ●
ビデオワークショップ ● ●
International Session ● ●
JACS-ESTS Joint Session 2021 ● ●
要望演題 ● ●
要望ビデオ ● ●
一般演題　＊1 × ●
企業共催セミナー ＊2 ＊2
医療安全講習会 × ＊3
感染対策講習会 × ＊3

胸腔鏡安全技術セミナー × ＊3

呼吸器外科セミナー × ＊3

肺癌登録合同委員会報告 ● ●

学術委員会報告 ● ●

NCD委員会報告 ● ●

GTCS 委員会報告 ● ●

男女共同参画委員会報告 ● ●

海外特別講演 ● ●
＊1　一般演題は口演、ビデオ、ミニオーラルのみです。ポスターセッションは実施いたしません。
＊2　  企業共催セミナーのLIVE配信およびオンデマンド配信についてはセミナーによって対応が異なります。
セミナーの実施方法については、学術集会ホームページでご案内いたします。

＊3　  医療安全講習会、感染対策講習会、胸腔鏡安全技術セミナー、呼吸器外科セミナーについてはオンデマ
ンド配信期間が 6/4（金）9：00～6/18（金）23：59 までとなりますのでご注意ください。
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2．参加登録
（1）参加受付
完全WEB開催に伴い、参加登録はすべてオンラインでの登録となります。

参加費
区分 金額 証明書等

会員・非会員 15,000 円
メディカルスタッフ  3,000 円 身分証明書
学部学生（大学院生は除く）＊ 無料 学生証
＊  メディカルスタッフ・学部学生の方は、参加登録完了後、身分証明書・学生証のコピーをオンライン
登録サポートデスクまでお送りください。ご提出がない場合、一般参加費（15,000 円）とさせていた
だきますのでご注意ください。

講習会、セミナー参加費
完全WEB開催への変更に伴い、受講はE-learning のみとなります。
また、事前申し込みが必須となりますので必ず学術集会ホームページより申し込みをお願いいたします。
配信期間：6月 4日（金）9：00～6 月 18 日（金）23：59

講習会・セミナー 金額 参加資格
第 17 回医療安全講習会＊ 無料 会員・非会員・医学部学生
第 7回感染対策講習会＊ 無料 会員・非会員・医学部学生
第 27 回呼吸器外科セミナー＊ 5,000 円 会員・非会員・医学部学生
第 3回胸腔鏡安全技術セミナー 無料 会員のみ
＊外科専門医番号をお持ちの場合は、事前参加登録時に入力してください。
詳細につきましては学術集会ホームページでご確認ください。

（2）参加証・領収書の発行について
＜参加証＞
オンライン配信サイト「マイページ」より発行いたします。
参加登録時のメールアドレスとPW（任意設定）でログインいただき、7月 1日（木）17：00までに必
ず発行してください。

＜領収書＞
5月 24 日（月）正午以降、「サービスセンター」より発行可能となります。
詳細は学術集会ホームページでご確認ください。

（3）年会費納入、新入会受付申込、住所変更について
新入会申込や住所変更は https://jacsurg.gr.jp/members/login よりお手続きください。

3．抄録アプリ
学術集会ホームページより、第 38 回日本呼吸器外科学会学術集会オリジナルの抄録集アプリを公開して
おります。
ホームページをご確認いただき、アプリにアクセスしてください。
アプリのパスワードは“38jacs”です。
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4．ランチョンセミナー・スイーツセミナー・イブニングセミナー（共催セミナー）
ランチョンセミナー
5月 20 日（木）12：20～13：10 LIVE 配信及びオンデマンド配信
5月 21 日（金）12：00～12：50 LIVE 配信及びオンデマンド配信

スイーツセミナー
5月 20 日（木）13：55～14：45、15：00～15：50 LIVE 配信及びオンデマンド配信
5月 21 日（金）13：45～14：35、14：55～15：45、16：10～17：00 LIVE 配信及びオンデマンド配信

イブニングセミナー
5月 20 日（木）18：10～19：00 LIVE 配信及びオンデマンド配信

【配信形式】
企業共催セミナーの LIVE配信およびオンデマンド配信についてはセミナーによって対応が異なります。
セミナーの実施方法については、学術集会ホームページでご案内いたします。

5．展示のご案内
完全WEB開催への変更に伴い、展示は中止とさせていただきます。

司会・座長・演者へのご案内 
上級演題・指定演題
完全WEB開催への変更に伴い、以下のプログラムについてはすべてZoomウェビナーを用いてLIVE配信
いたします。ご登壇者はZoomからのご登壇のみとなり、配信会場へはお越しいただけませんのでご注意く
ださい。

対象プログラム：
特別講演、海外特別講演、教育講演、特別企画、シンポジウム、パネルディスカッション、ビデオワーク
ショップ、International Session、JACS-ESTS Joint Session 2021、要望演題、要望ビデオ、各種委員会報告
※上記以外のプログラムについては個別にご案内申し上げます。

1．司会・座長へのご案内 
・  担当セッションの30分前までに、事前に運営事務局よりご連絡しておりますZoomのURLへ接続して
ください。

・  各セッションの進行は座長に一任いたします。限られた時間内で発表が円滑に進むようご協力をお願い
いたします。

・各発表時間は次項「演者へのご案内」の「2．発表時間について」をご確認ください。
・ご登壇に関しての詳細は、運営事務局よりメール、ホームページにてご案内いたします。

2．演者へのご案内 
・音声入りの発表動画を事前に作成いただき、ご提出をお願いいたします。
・  当日は発表動画を放映、質疑のみZoomにてLIVE参加いただきます。セッション開始 30分前までに、
事前に運営事務局よりご連絡しております Zoomの URLへ接続してください。

・  発表動画の作成要項、ご提出期限等の詳細は運営事務局よりメール、ホームページにてご案内いたしま
す。
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1．動画（スライド）、発表言語について 
動画（スライド） 発表言語

シンポジウム
パネルディスカッション
ビデオワークショップ

特別企画、要望演題、要望ビデオ

日本語・英語　どちらでも可 日本語・英語　どちらでも可

JACS-ESTS Joint Session 2021、
International Session 英語 英語

2．発表時間について
セッション名 発表時間 質疑応答

要望演題 7分 3分
要望ビデオ 7分 3分

※その他企画セッションについては、別途メールにて運営事務局よりご案内いたします。

一般口演・一般ビデオ・ミニオーラル
原則として LIVE配信は実施いたしません。
学術集会特設Web サイトでのオンデマンド配信のみ実施いたします。

＜動画（スライド）、発表言語について＞
動画（スライド） 発表言語

一般演題、一般ビデオ
ミニオーラル 日本語・英語　どちらでも可 日本語・英語　どちらでも可

＜発表時間について＞
セッション名 発表時間

一般口演、一般ビデオ 5分
ミニオーラル 4分

≪所属表記について≫ 
プログラムページの所属につきましては、演題登録時に入力いただきました内容にて掲載しております。
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