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１．参加受付
　　1）WEB 参加登録

　　　 第 40回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会【WEB参加受付サイト】

　　　 URL：https://sv4.sasj2.net/AMARS/jscmfs2022/login

早期 WEB 参加登録 2022 年 9 月 12 日（月）　正午～10 月 31 日（月）正午

WEB 参加登録 2022 年 11 月 1 日（火）　正午～11 月 18 日（金）

　　　 ※事前に参加登録をされた方

　　　 　 参加登録サイトから「参加証」をダウンロード・印刷し、当日の現地受付にお持ちください。ネー

ムカードとお引換えいたします。

　　　 ※ 会期当日の参加登録も可能ですが、現金での受付はございません。お手持ちの PC、スマートフォ

ン等より、WEB 上で参加登録いただく必要がございますので、事前に参加登録をお済ませいた

だきますようお願いいたします。

　　　 ※参加証の印刷をお忘れの方

　　　 　 お手持ちの PC、スマートフォン等で「参加証」「領収証」「決済完了通知のメール」のいずれ

かをご提示ください。決済済みの確認が取れ次第ネームカードをお渡しいたします。

　　2）当日現地受付

　　　 ・ウインクあいち　８F　総合受付

　　　　 2022 年 11 月 17 日（木）　8：25～16：30

　　　　 2022 年 11 月 18 日（金）　8：30～15：45

２．参加証・領収書
　　・ 領収証と参加証（氏名入り）は、参加登録サイトの個人ページよりダウンロードしてご利用くだ

さい。

　　　※ 現地参加の方は、参加証を必ず印刷の上、会場にご持参ください。当日現地受付にてネームカー

ドとお引換えいたします

　　・ ネームカードには所属・氏名を記入し、必ず着用してください。ネームカードを着けていない方

の入場は固くお断りいたします。

　　・ダウンロード期間

【参　加　証】 2022 年 9 月 12 日（月）～12 月 19 日（月）

【領　収　書】 決済完了後すぐ～2022 年 12 月 19 日（月）

参加者へのご案内
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３．参加費

早期 WEB 参加登録 WEB 参加登録

正会員
プログラム・抄録集は

会員全員に事前送付
16,000 円 18,000 円

非会員＊注 1 プログラム・抄録集込 25,000 円 27,000 円

企業 プログラム・抄録集込 30,000 円

初期臨床研修医＊注 2 プログラム・抄録集込 10,000 円

メディカルスタッフ＊注 3 プログラム・抄録集込  8,000 円

医学部生＊注 4 プログラム・抄録集込  5,000 円

　　※（注 1）　正会員での参加をご希望の方は、10 月末日までに入会手続きをお済ませください。

　　※（注 2）　 初期臨床研修医の方は参加登録の際に在籍証明書をアップロードしてください。

　　※（注 3）　 メディカルスタッフは、看護師、薬剤師、放射線技師等の医師以外の医療従事者を指しま

す。

　　※（注 4）　 医学部生の方は参加登録の際に学生証をアップロードしてください。

４．入会手続き
　　・筆頭演者および共同演者は本学会の会員に限ります。

　　　未入会の方は、学会ホームページより入会手続きをお済ませください。

　　・学会期間中の入会手続きおよびその他事務手続きは「学会事務局デスク」にて承ります。

５．プログラム・抄録集
　　1 部 3,000 円

　　会期当日に受付でも販売いたします。

　　※正会員：事前にご送付いたします。

　　　 正会員以外の方：早期 WEB 参加登録にてご登録いただいた方には、事前にご送付いたします。

　　　　　　　　　　　以降に関しましては、現地受付にてお渡しいたします。

６．ランチョンセミナー
　　日時：11 月 17 日（木）　12：00～13：00

　　　　　11 月 18 日（金）　12：00～13：00

　　会場：5 階　第 1 会場、第 2 会場

　　※整理券は、各セミナー開催当日の 9：00 より企業展示ブース（8F）にて配布いたします。

７．イブニングセミナー
　　日時：11 月 17 日（木）　16：30～17：50

　　会場：5 階　第 1 会場
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８．企業展示
　　日時：11 月 17 日（木）　9：00～17：00

　　　　　11 月 18 日（金）　9：00～15：00

　　会場：8 階

９．会員懇親会
　　会員懇親会の開催は中止とさせていただきます。

10．託児室
　　大変恐縮ながら託児室のご用意はございません。

11．Wi-Fi・インターネット環境
　　【会場内・無線 LAN 設定】

　　SSID ：wincaichi_free

　　※メールアドレスまたは SNS の認証が必要です。

　　※場所やご利用状況によっては電波が微弱なところもございます。予めご了承ください。

12．その他
　　・駐車場： 会場の駐車場はご利用いただけますが、混雑が予想されますので、ご来場の際には電車・

バスなどの公共交通機関をご利用ください。

　　・呼び出し ： 原則として、参加者の呼び出しは行いません。

　　・録音・録画・写真撮影： 会場内では一切禁止といたします。

　　・会場内での喫煙 ： 会場内は禁煙です。

　　・会場内では携帯電話・スマートフォンをマナーモードにご設定ください。

13．感染対策と参加者へのお願い
　　1）本学会での取り組み

　　　  本会は、MICE を開催するためのガイドラインに則り、十分に感染対策を行った上で、現地開催

いたします。

　　　 ・学会受付にて参加者検温

　　　 ・会場内各所に消毒液の設置

　　　 ・運営スタッフのマスクの着用および定期的な手洗い・手指消毒・検温の実施

　　　 ・ 講演会場・展示会場におけるソーシャルディスタンスを考慮したレイアウトと飛沫感染防止策

の実施

　　　 ・講演会場・展示会場の換気

　　　 ・マイク等共有で利用する物品・備品のこまめな消毒を実施

　　　 ・共催セミナーにおける配布物の提供方法の変更（参加者自身で取る）

　　　 ・共有設備の定期的な消毒

　　　 ・懇親会の中止
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　　2）参加者へのお願い

　　　 感染症対策を考慮し、以下の事項にご協力をお願いします。

　　　 ・来場前の検温をし、体調の異常がないかご確認ください。

　　　 ・以下の場合、本学術集会への参加をお控えください。

　　　　 鼻汁、咳、倦怠感、発熱など、体調に問題がある場合

　　　　 37.5℃以上の発熱がある場合

　　　　 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることが判明した場合

　　　　 過去 14 日以内に感染が継続拡大している国・地域への訪問歴がある場合

　　　　 過去 14 日以内に入国制限等のある国・地域からの渡航者・在住者との濃厚接触がある場合

　　　 ・来場時マスクの着用、こまめな手洗い、手指消毒をお願いします。

　　　 ・来場時に会場エントランスにて検温をさせていただきます。

　　　 ・ 利用時に体調に異常がある場合現地開催ではなく、Web 視聴をお願いする場合があることをご

了承ください。

　　　 ・ 感染者発生時には、感染経路特定等の理由により、政府機関・自治体の要請により個人情報を

開示することを予めご了承ください。

　　　 ・ 講演会場の空気循環・換気のため扉の開放のうえプログラムを実施します。ホワイエでの会話

時にはご配慮ください。

　　　 ・ランチョンセミナー等飲食や資料提供の際は参加者ご自身でお取りいただき、ご入場ください。

　　　 ・ 参加受付・講演会場での待ち列、ロビー・展示会場内で人と人との距離を保つようにご協力く

ださい。

　　　 ・ プログラム終了後会場を離れてからの感染症対策を各自行ってください。

　　　 ・ 接待を伴う飲食店の利用、2 名以上の飲酒を伴う会食、および 2 時間以上の会食等自粛ください。

14．報道機関の方へ
　　 会場内における取材は、会長の許可を要します。当日のお申込みはお受けできません。事前にご連

絡ください。

　　ご参加にあたりましては「非会員」にて参加登録をお願いいたします。
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