
お知らせとお願い

Ⅰ．参加者へのお知らせ

 1．参加登録
 1） 参加登録方法

　本学術集会ではオンライン参加登録のみといたします．本学術集会ホームページの
Topページより「オンライン学術集会参加登録」へアクセスしてお申し込みください．
　お支払い手続き終了後，オンライン学術集会「ログイン」画面よりご参加いただけます．

 2） 参加登録費　　　　

※ 抄録集（日整会誌）は日本整形外科学会会員にお送りしています．抄録集の追加購入を希望され
る方は ,下記までご連絡ください .

〈抄録集購入問合せ先〉日本整形外科学会事務局　Tel. 03-3816-3671　　Fax 03-3818-2337 

 2．参加登録受付の手続き
　オンライン学術集会参加登録には日本整形外科学会発行の会員 IDおよびパスワードが必
要となります．会員 IDは会員カードに記載された 6桁の数字です．パスワードは，日整会
にメールアドレスを登録済の場合はオンラインで再発行が可能です．いずれも紛失されてし
まった場合やメールアドレスが未登録の場合は，（1）氏名，（2）生年月日を明記の上，日本整
形外科学会事務局までメールにてお問合せください .  

　非会員の方は，会員 IDおよびパスワードは不要です．

・参加登録期間：令和 2年 9月 15日（火）～令和 2年 11月 16日（月）

　

 1） オンライン学術集会参加登録
　学術集会ホームページより参加登録画面にお進みいただき，必要事項を入力してくださ
い．参加情報登録後 ,入力した情報が記載された参加情報登録完了メールが自動送信され
ます．登録されたメールアドレスとパスワードは，本オンライン学術集会への参加に必要
となります．

 2） 支払いのタイミング
　必要事項をご入力の上，画面をお進みいただき，「確定する」ボタンを押すと「申込完了」

対 象 者 参加登録費
日本整形外科学会会員 13,000円
日本整形外科学会名誉会員 無料
日本整形外科学会非会員 13,000円
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画面へと遷移します（この時点では，参加登録はまだ完了しておりません）．
【すぐに参加費の支払いをされる場合】
　そのまま「今すぐ決済する」ボタンから決済画面に進み，カード番号，カード有効期限，
セキュリティコード（クレジットカードの裏面または表面に記載された 3桁もしくは 4桁
の番号）を入力し，決済を完了してください．
【後で参加費の支払いをされる場合（72時間以内）】
　「確定する」ボタンを押した際に，登録したメールアドレス宛に，「参加情報の入力を受
け付けました」というタイトルで，参加費支払い先のURLが記載されたメールが送信さ
れます．メール記載のURLから，オンラインクレジットカード決済画面へとアクセスし，
支払手続きを行ってください．

 3） 支払方法
　オンラインクレジットカード決済のみとなります .

　利用可能なカードブランド

 4） 支払期限
　参加情報登録完了から 72時間以内に必ず「オンラインクレジットカード決済」で参加
費の支払いを完了させてください．
※  支払期限を超過すると登録は無効となり，同じメールアドレスで新たな登録ができな
くなりますので，期限までに支払いをお済ませください .

※  新たに登録する場合は，異なるメールアドレスをご使用ください．登録ができないと
きは運営事務局までご連絡ください．

 5） IDとパスワード
　参加費のオンラインクレジットカード決済が完了すると，登録時に指定したメールアド
レス宛に，登録のパスワードが送られます．登録の ID（メールアドレス），パスワードにて
学術集会ホームページへログインしていただきますので，お忘れにならないようご注意く
ださい．
※  送信先を携帯端末にされる場合，ドメイン・指定受信・本文にURLがあるメールの
受信拒否などの制限をかけている方は，システムからのメールを受信できないことが
ございます．参加登録に進む前に，「convention.co.jp」を指定受信設定してください．
設定方法は，お使いの携帯電話会社によって異なります．

 6） 参加章・領収書の発行
　決済完了後にメールで参加章および領収書を PDF形式で発行いたします．

 7） キャンセルポリシー
　決済完了後は，学術集会参加登録のキャンセル，および教育研修単位取得講演の受講登
録後のキャンセルはできません．なお，登録した講演を他の講演に変更することは可能で
す．また，決済完了後の参加区分の変更やキャンセルもお受けいたしかねますので , 十分
にご注意ください．
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 3．録音・撮影
　オンライン学術集会セッションの録画録音および写真・ビデオ撮影は固くお断りいたしま
す．

Ⅱ．座長の皆様へ

 1．セッション開始前
 1） セッション開始 25分前までにログインをお願いいたします．
 2） Web会議システムで設定する名前は氏名を漢字で設定（例：東医太郎）してください．
 3） マイク，カメラ，画面共有が使用できるか確認してください．
 4） 使用していないアプリケーションは完全に終了してください．

 2．セッションの進行について
 1） 口演，質疑応答，討論を含めて時間内で終了するようにご協力ください．
 2） オンライン発表のキャンセルや接続の不具合などトラブルの発生も予想されますが，臨機

応変なご対応をお願いいたします．
 3） Web会議システムの Q&A機能を用いて参加者（視聴者）から質問を受け付け，その中か
ら座長の裁量で選択していただき，発表終了後，演者へ質問してください．

 3．セッション終了時
　次のセッションの準備があるため，速やかにWeb会議システムから退場するよう参加者
（視聴者）にアナウンスをお願いいたします．

 4．その他注意事項
 1） 安定したインターネット環境でのご参加をお願いいたします．
 2） 発言時以外はマイクをミュートにするようにお願いいたします．
 3） 発言時はマイクのミュートが解除されているかご確認ください．
 4） ご自身の顔がよく映るようにご確認をお願いいたします．

Ⅲ．発表者の皆様へ

 1．学会発表における患者プライバシー保護について
　学会発表では患者のプライバシーを重視し，平成 16年 12月 1日付の会告（日整会誌第 78

巻第 12号 996-7頁，2004年）に準拠されるようお願いいたします．

 2．利益相反（COI）の開示について
　口演発表およびポスター発表をされる方は，「日本整形外科学会における事業活動の利益
相反（COI）に関する指針」に基づき，利益相反の申告にご協力をお願いいたします．
　筆頭演者は利益相反の有無にかかわらず，発表時に開示しなければなりません．口演発表
はスライドの最初に，COIがない場合は「様式 2-A」，ある場合は「様式 2-B」，ポスター発
表は，ポスターの最後に該当する COIの有無を「様式 1-C」に準じ開示してください．学
術集会ホームページの「利益相反について」の「スライド見本（様式 2-A，2-B）」，「ポスター
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（様式 1-C）」を参照してください．

 3．口演発表の皆様へ
 1） 特別講演，Meet the expert （基礎研究を始める整形外科医が知っておくべきシリーズ），
基礎研究に裏づけられた臨床応用，先達からのメッセージ
・当日プログラムの時間に音声入り発表スライドを定刻配信いたします．
・事前に音声入り発表スライドの登録をお願いいたします．
・ライブでの口演発表，質疑応答はありません．
・学術集会当日より令和 2年 11月 16日（月）まで，オンデマンド形式にて配信いたします．
・各発表スライドは事前にお知らせした発表時間で作成してください． 

 2） シンポジウム，パネルディスカッション
・発表ならびに質疑応答は，Web会議システムを用いてライブ配信いたします．
・発表時間および総合討論時間は事前にお知らせします．
・令和 2年 11月 2日（月）より令和 2年 11月 16日（月）まで，オンデマンド形式にて配信
いたします .

 3） 優秀演題口演，一般演題口演
・発表ならびに質疑応答は，Web会議システムを用いてライブ配信いたします．
・優秀演題口演：10分（発表 7分＋質疑応答 3分）
・一般演題口演：8分（発表 5分＋質疑応答 3分）
　※進行は，座長に一任いたします．時間厳守でお願いいたします .

 4） 優秀ポスター
・発表ならびに質疑応答は，Web会議システムを用いてライブ配信いたします．
・事前に音声なしの発表スライドの登録をお願いいたします．
・1演題：6分（発表 4分＋質疑応答 2分）
　※進行は，座長に一任いたします．時間厳守でお願いいたします．

 5） 一般演題ポスター
・事前に音声入り発表スライドの登録をお願いいたします．
・1演題：発表 4分
・当日 Q&A機能を用いて質疑応答を行います .

・学術集会当日令和 2年 10月 15日（木），16日（金）の 2日間，オンデマンド形式にて配
信いたします．
・学術集会終了後のオンデマンド配信は行いません．

 4．発表スライドの事前登録について
発表スライド事前登録期間：令和 2年 9月 15日（火）～9月 30日（水）
発表スライド：16：9（推奨サイズ）
対象セッション： 特別講演，Meet the expert （基礎研究を始める整形外科医が知っておくべ

きシリーズ），基礎研究に裏づけられた臨床応用，先達からのメッセージ，
優秀ポスター（音声なし），一般演題ポスター
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 5．ライブセッションについて
 1） ライブ発表データについて

　事前登録は必要ありません．発表当日にWeb会議システムにて画面共有のうえ，ご自
身で発表いただきます．
発表スライド：16：9（推奨サイズ）
対象セッション：シンポジウム，パネルディスカッション，優秀演題口演，一般演題口演

 2） セッション開始前
・セッション開始 25分前までにログインをお願いいたします．
・Web会議システムで設定する名前は氏名を漢字で設定（例：東医太郎）してください．
・マイク，カメラ，画面共有が使用できるか確認してください．
・使用していないアプリケーションは完全に終了してください．

 3） セッションの進行について
・口演発表，質疑応答，討論を含めて時間内で終了するようにご協力ください．
・口演発表開始の際に発表スライドを画面共有して，発表者ご自身でスライド操作を行
い，ご発表をお願いいたします .

・接続の不具合などトラブルの発生も予想されますが，臨機応変なご対応をお願いいたし
ます．
・Web会議システムの Q&A機能を用いて参加者（視聴者）から質問を受け付け，座長の
裁量で選択していただいた質問へ質疑応答してください．

 4） セッション終了時
　次のセッションの準備があるため，速やかにWeb会議システムから退場するようお願
いいたします．

 5） その他注意事項
・安定したインターネット環境でのご参加をお願いいたします .

・動画および音声入りのスライド，PowerPointのアニメーション機能の使用は動作保証
できませんので，ご承知ください .

・発言時以外はマイクをミュートにするようにお願いいたします .

・発言時はマイクのミュートが解除されているかご確認ください .

・質疑応答ではご自身の顔がよく映るようにご確認をお願いいたします .

Ⅳ．視聴者・発言者の皆様へ

・学術集会ホームページより参加登録を済ませご参加ください .

・質疑応答はWeb会議システムの Q&A機能を用いて参加者（視聴者）から質問を受け付け
ます .

・音声による質問はできません．回答の有無は座長と演者に一任させていただきます .
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Ⅴ．日本整形外科学会教育研修単位を取得される皆様へ

 1．単位取得について
　単位取得は有料です（1単位につき 1,000円）．第 35回基礎学術集会での単位取得は最大
13単位（ライブプログラム上の 1日最大 7単位）までで，ライブプログラム上で同一時間帯
に複数の講演が並列で行われる場合は重複受講はできません．

 2．単位取得講演について
　基調講演，特別講演，招待講演，Meet the expert （基礎研究を始める整形外科医が知って
おくべきシリーズ），基礎研究に裏づけられた臨床応用，先達からのメッセージ，ランチョ
ンセミナー，アフタヌーンセミナーは単位を取得できます．これらの講演の聴講は日整会教
育研修単位の取得を希望されない方でも，本学術集会参加者ならどなたでも可能です．

 3．教育研修単位取得講演の受講手続きについて
・ホームページ上で受講手続きをお済ませください．
・安定したインターネット環境でのご参加をお願いいたします .

・視聴の際は，「視聴開始」ボタンを押してください．
・セッション終了直後から講演終了 10分後までに「視聴終了」ボタンを押してください．
・視聴終了後，設問に回答してください．設問に正解すると単位取得が認められます．
・以下の場合，受講履歴がクリアされるため，単位取得が認められませんのでご注意くださ
い．
①「視聴開始」ボタンを押した後，別のページに移動する．
②ブラウザの「戻る」ボタンで戻る．
③ブラウザを閉じる．
・ライブ配信および定刻配信の場合は，講演開始 10分前までに受講手続きをお済ませいた
だき，講演開始 10分前から講演開始 10分後までに「視聴開始」ボタンを押してください．

 4．研修単位受講履歴の確認について
　第 35回基礎学術集会終了から 1カ月程度で取得単位が反映されます．日整会ホームペー
ジの会員専用ページの会員マイページの「資格関連の単位振替システム」で単位取得状況を
お確かめください．取得した単位で，複数の必須分野等が認定されている場合，自動的に小
さい方の分野番号が登録されています．たとえばN1，N3，Rが認定されている場合，自動
的にN1が登録されています．N3や Rの単位として登録したい場合は，「単位振替システ
ム」を使って変更してください．
　なお，同一時間帯での複数の受講記録がある場合は過誤データになりますので，「単位振
替システム」で間違っている受講の削除を行ってください．3カ月以内にご自身で訂正され
なかった場合は，一定のルールに従って機械的に削除されますので，ご注意ください．

 5．基礎学術集会参加単位の取得について
　本学術集会参加単位は，オンライン学術集会会期終了後に参加登録に基づいて自動的に登
録されます．整形外科専門医の学会参加単位は 5年間で 6単位まで認められます．
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令和 2 年 10 月 17 日（土）～ 11 月 16 日（月）（オンデマンド配信）  

会　　場　：　オンライン学術集会　第 3 会場  

内　　容　：　「  達（自治医科大学附属さいたま医療センター）軟部腫瘍の診断と治療」秋山 

対　　象　：　未専門医（今後，専門医試験を受験予定の方）  

受講方法　：　オンライン学術集会のページから骨・軟部腫瘍特別研修会へアクセスし，受 
                         講してください．この研修会のみを受講する場合でも本学術集会への参加登 
                         録が必要です. 講演を聴講後，必ず設問回答までを行ってください． 
． 

基礎学術集会参加単位
整形外科専門医の資格を得るための研修期間の会員 －
日本専門医機構認定整形外科専門医 3単位

　日整会認定整形外科専門医の資格継続は終了いたしましたので，従来の 4単位の参加単位
はなくなりました．

Ⅵ．他学会の単位取得について

　いくつかの講演が日本リウマチ財団，日本手外科学会，日本リハビリテーション医学会の単位
として認定されています．詳細は 17-20頁の講演一覧をご覧ください．
　日本リウマチ学会専門医の研修単位として，日整会基礎学術集会の参加で 3単位が認められて
います．参加章（コピー可）が単位の申請には必要となりますので，ご自身で保管のうえ，日本リ
ウマチ学会事務局へ申請してください．

Ⅶ．第 56回 日本整形外科学会骨・軟部腫瘍特別研修会開催について

　本学術集会において，骨・軟部腫瘍取扱いについての特別研修会を以下の要領で開催いたしま
す．この研修を受講されますと，整形外科専門医試験の受験申請に必要な腫瘍の単位 1単位が取
得できます．

日　　時　：　 令和 2年 10月 16日（金） 15：00～16：00（定刻配信）  

Ⅷ．第 25回 日本整形外科学会研修指導者講習会開催について

日　　時　：　 令和 2年 10月 16日（金） 15：10～17：10（定刻配信）  

令和 2年 10月 17日（土）～11月 16日（月）（オンデマンド配信）
会　　場　：　オンライン学術集会　第 1会場
内　　容　：　1． 「感染対策の基本　―スタッフを守ることも―」  

座長　湏藤啓広 （三重大学大学院運動器外科学）  

講師　渡邉秀裕 （東京医科大学感染制御部）
　　　　　　　2． 医療安全に関するトピックス　―いま知っておきたいこと―  

座長　中島康晴 （九州大学大学院整形外科）  

講師　鮎澤純子 （九州大学医学研究院基礎医学部門 医療経営・管理学講座）
対　　象　：　日整会認定研修施設の指導的立場の整形外科専門医
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受講方法　：　オンライン学術集会のページから研修指導者講習会へアクセスし，1，2 の各 
                          講演を聴講後，必ず設問回答までを行ってください． 

そ  の  他　：　 本講習会を受講すると，新専門医制度の専門医共通講習の必修項目の「感染対  

策」と「医療安全」の各 1 単位が取得できます．  

Ⅸ．優秀演題賞・優秀ポスター賞のお知らせ

　一般演題口演の中から，最優秀演題賞・優秀演題賞を，優秀ポスター演題に応募されたポス
ターの中から，最優秀ポスター賞・優秀ポスター賞を選出し，表彰します．選考結果は学術集会
ホームページにて，10月 16日（金）以降に発表しますので，必ずご確認いただきますようお願い
いたします．

一般口演　優秀演題賞候補者
荒川翔太郎 （1-6-BO-4）　　井出浩一郎 （1-6-BO-6）　　窪田　有咲 （1-6-BO-2）
黒澤　　尭 （1-6-BO-3）　　半田　真人 （1-6-BO-1）　　吉田　雄介 （1-6-BO-5）

一般演題ポスター　優秀ポスター賞候補者
植田　成実 （1-3-BP-9）　　河村　真吾 （1-3-BP-1）　　熊丸　浩仁 （1-3-BP-3）
倉員　市郎 （1-3-BP-2）　　佐藤　洋一 （1-3-BP-6）　　J. Schol （1-3-BP-5）
杉浦　宏祐 （1-3-BP-7）　　中島　大輔 （1-3-BP-8）　　松居　祐樹 （1-3-BP-4）

 （五十音順・敬称略）
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