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参加者へのお知らせとお願い
最新情報は必ず学術集会ホームページにてご確認ください

1．参加について
⃝会場およびインターネット視聴のいずれの方法でも参加できます．
⃝インターネットでの参加登録を必ずお願いします．
⃝当日会場に来られる方は，事前にインターネットで参加登録をお済ませのうえご来場くだ
さい．
⃝参加証明書・領収書は参加登録完了後ホームページ内のサービスカウンターからダウンロー
ドできます．
⃝ Web 視聴のための ID とパスワードは登録完了メールに記載いたします．
⃝当日ご来場される方の学術集会参加証（名札）は当日会場にて発券いたします．
⃝詳細は学術集会ホームページにてご確認ください．
学術集会参加証（名札）発券：神戸国際展示場2号館
日

1F

ロビー

時：11月20日（金）11：30〜17：30
11月21日（土）
   7：30〜16：45
11月22日（日）
   7：30〜14：00

2．参加費
会員区分

A 正会員

B 専門職会員※
C 非会員（医師・歯科医師）

早期登録参加費 通常登録参加費
9/16（水）～
10/15（木）～
10/15（木）
11/22（日）

18,000円

20,000円

6,000円

7,000円

19,000円

21,000円

参加登録費に含まれるもの

プログラム・抄録集
学術集会参加証（名札）
（会場にて発券）
Web 視聴用 ID，パスワード
日本リハビリテーション医
学会生涯教育研修単位学術
集会参加カード
プログラム・抄録集
学術集会参加証（名札）
（会場にて発券）
Web 視聴用 ID，パスワード

※医師以外の専門資格を有する正会員という意味ではなく，リハビリテーション専門職を対象と
した，正会員とは別の会員資格です．
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非会員（医師・歯科医師以
外）
看護師，理学療法士，作業療法
士， 言 語 聴 覚 士， 義 肢 装 具 士，
社 会 福 祉 士（ ソ ー シ ャ ル ワ ー
D カー），管理栄養士・栄養士，技
術開発者，臨床工学技士，臨床
心理士（公認心理師），歯科衛生
士，介護福祉士，介護支援専門
員，企業関係者，行政職，学部
学生（医学部医学科以外）その
他

E 初期研修医
F

学部学生（医学部医学科に
限る）

7,000円

8,000円

2,000円

2,000円

無料

無料

学術集会参加証（名札）
（会場にて発券）
Web 視聴用 ID，パスワード
注意：プログラム・抄録集
は含まれません

⃝学部学生（医学部医学科）は学生証，初期研修医は職員証などの呈示が必要です．
⃝大学院生は以下の参加区分となります．
医師・歯科医師：上記 A（正会員）または C（非会員）
医師・歯科医師以外：上記Ｄ（非会員）
⃝参加区分の D，E，F の参加費（早期・通常）にはプログラム・抄録集は含まれておりません．
学会場でご購入（一部 3,000 円）いただくか，専用アプリをご利用ください．

■学術集会の参加登録について
⃝原則インターネットでの参加登録とさせていただいております．学術集会参加登録ページ
より登録をおすませください．

■参加登録受付期間
【早期参加登録期間】：9月16日（水）正午～10月15日（木）正午
⃝事前にプログラム・抄録集を郵送いたします．（11月上旬送付予定）
⃝参加証明書および領収証は10月15日（木）正午以降，ホームページ内のサービスカウンター
よりダウンロードできます．
⃝学術集会参加証（名札）は当日会場の発券機での発行になります．
【通常参加登録期間】：10月15日（木）15：00～11月22日（日）16：00
⃝会期終了後にプログラム・抄録集を郵送いたします．（11月末送付予定）
※抄録は学術集会ホームページおよび学術集会アプリでご覧いただけます．
詳細は， S23 をご覧ください．
⃝参加証明書および領収証は申込み後ホームページ内のサービスカウンターよりダウンロー
ドできます．
⃝学術集会参加証（名札）は当日会場の発券機での発行になります．
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3．学術集会抄録集販売
購入ご希望の方には，総合案内（神戸国際展示場2号館

1F

ロビー）にて1部3,000円で販売

いたします．
なお事前・事後の販売はございません．

4．日本リハビリテーション医学会事務局受付
場

所：

日

時：

神戸国際展示場2号館

1F

ロビー

年会費・単位等相談窓口（日本リハビリテーション医学会事務局）
11月20日（金） 12：00～17：00
11月21日（土）

9：00～17：00

11月22日（日）

9：00～11：30

※開催当日の新規入会は受け付けておりません．
※新型コロナウイルス感染防止のため，年会費納入は受け付けておりません．
「総合案内」へお願いいたします．
※学術集会に関するお問い合わせは，

5．YIA
YIA に応募いただいた中から，事前審査で選出した7演題について，11月20日（金）17：40〜
第4会場にて口述発表による審査を行い，最優秀賞1名，優秀賞2名を決定いたします．11月22日
（日）16：40から第1会場にて開催される閉会式にて審査結果を公表し，受賞者へ賞を贈呈いた
します．
YIA 賞候補演題セッションにてご発表される先生は閉会式にご参加ください．

6．共催セミナー
ランチョンセミナーを会期中に開催いたします．ランチョンセミナーではお弁当をご用意い
たしますが，数に限りがありますのでご了承ください．ランチョンセミナー整理券はセミナー
開催日の朝7：30から参加受付付近にて配布いたします．
場

所：神戸国際展示場2号館

1F

ロビー

時

間：11月21日（土），22日（日）ともに7：30～12：00

なくなり次第終了

※整理券は，セミナー開始後無効となります．

7．ハンズオンセミナー
参加に際して，事前申し込みが必要なセミナーです．詳細は，S40及びホームページをご覧く
ださい．

8．ポスターミニカンファレンスのご案内
本学術集会のポスター発表はすべてデジタルポスターによるデータ発表です．会場での発表
がないかわりに「ポスターミニカンファレンス」を行います．
ポスターミニカンファレンスは，ポスター発表者が WEB 会議システムを通して，参加者とリ
アルタイムで質疑応答する企画です．発表日時および参加方法は本学術集会ホームページにて
ご確認ください．
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9．企業展示
▼現地展示会場
場

所：神戸国際展示場2号館

日

時：

1F

コンベンションホール北

11月20日（金） 12：00～18：30
11月21日（土）

8：30～17：30

11月22日（日）

8：30～16：00

▼ WEB 展示会場
配信特設サイトにて会期中 WEB 展示会を開催します．
開催期間：11月20日（金）〜11月22日（日）
※現地展示会場と WEB 展示会場の出展企業は異なる場合があります．詳細は配信特設サイトで
ご確認ください．

10．クローク
貴重品のお預かりはできませんので，あらかじめご了承ください．
お預けの荷物はその日のうちにお引き取りください．
場

所：神戸国際展示場2号館

1F

コンベンションホール北

日

時：11月20日（金） 11：30～19：00
11月21日（土）

7：30～18：00

11月22日（日）

7：30～17：00

11．インターネット
神戸国際会議場，神戸国際展示場にて無線 LAN をご利用いただけます．SSID およびパスワー
ドは会場内に提示いたします．

12．学会会期中の連絡先
11月20日（金）から11月22日（日）まで
学術集会運営事務局

神戸国際展示場2号館

1F

主催者控室

配信に関するお問い合わせは，学術集会ホームページにてご確認ください．

13．学術集会アプリについて
学術集会アプリおよび Web 版にてプログラムと抄録が閲覧できます．
アプリ版：App Store，Google Play より「第 4 回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会」
で検索し，ダウンロードしてください．
WEB 版：学術集会ホームページより閲覧できます．
抄録閲覧パスワード：jarma04kobe
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14．新型コロナウイルス等感染症予防および拡散防止対策について
日本国内における新型コロナウイルス感染症の発生に関しまして，本学術集会では，政府，
自治体，関係諸機関等から示される正確な情報の収集に努めるとともに，感染拡大の防止に細
心の注意を払い，実施して参ります．会場へお越しいただく皆様におかれましても，感染防止
策へのご理解とご協力を頂けますよう，何卒よろしくお願い申し上げます．感染拡大予防の趣
旨をご理解いただき，以下の通りご協力をお願いいたします．
⃝発熱症状や咳など体調がすぐれない方，本総会の開催日より14日以内に日本の入国規制国・
地域への渡航歴がある方，渡航歴をお持ちの方と接触された方，いずれかに該当する方の
ご来場はお控え願います．
⃝会場内にサーモグラフィーを設置いたしますので検温にご協力ください．37.5度以上の方は
別途非接触型の検温器で再度計測いたします．
⃝会期2日前以降，既に受付をお済ませの方は，必ず検温後，各会場への移動をお願いいたし
ます．
⃝感染防止の為，マスクのご準備・ご着用を必ずお願いいたします．
⃝手洗い，うがいの励行をお願いいたします．
⃝会場入場口に消毒用アルコールの設置をいたします．十分な感染対策にご協力ください．
⃝会場にて万が一体調が悪くなった場合，我慢なさらずに速やかにお近くのスタッフにお声
がけください．
⃝コロナ追跡システムの利用にご協力をお願いいたします．詳細は会場にてご案内いたします．
⃝万一感染者が発生した場合の拡大防止のため，政府・自治体からの情報提供を求められた
場合は，個人情報の取扱いに十分注意しつつ，必要に応じて参加者の方の個人情報を提供
いたしますので予めご了承のうえご参加ください．
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