
参加者へのご案内

Ⅰ．学術集会への参加受付について
1）受付区分と参加費
■受付方法：ホームページよりオンライン登録
お支払い方法はクレジット決済のみです。

■領収書および参加証
参加登録完了後、マイページにてご自身でダウンロードおよび印刷をお願いいた
します。
現地会場でご参加の方は、ご自身で印刷した参加証を会場へご持参ください。

■参加費区分
参加区分 事前 通常

会員
評議員 18,000 円 20,000 円
評議員以外の専門医会員 18,000 円 20,000 円
一般会員 18,000 円 20,000 円

非会員 医師 20,000 円 22,000 円
企業など 20,000 円 25,000 円

メディカルスタッフ  5,000 円  5,000 円
後期研修医（卒後 5 年まで） 13,000 円 15,000 円
研修医（卒後 2 年まで） ― 無料
医学部学生 ― 無料
※1　  メディカルスタッフ、研修医（卒後2年まで）の方は、所属長の証明が必要

です。
各登録区分証明書を第 74 回日本胸部外科学会定期学術集会ホームページよ
りダウンロードし、学術集会事務局までメールでご送付ください。
＜学術集会ホームページ＞　https://jats-meeting.org/74/
＜提出先＞　日本胸部外科学会学術集会事務局　jats-gakkai@umin.ac.jp

※2　  在学証明書、または学生証の提示が必要となります。学術集会事務局まで
メールでご送付ください。
＜提出先＞　日本胸部外科学会学術集会事務局　jats-gakkai@umin.ac.jp

Ⅱ．学術集会アンケートについて
評議員に立候補される先生は直近の4年間に2回以上学術集会に出席の上、且つ出席
した学術集会のアンケートに1回以上回答していなくてはなりません。次回評議員選
挙においては第 71 回～第 74 回が該当回となりますのでご留意ください。
立候補を予定されている先生はもちろんのこと、それ以外の先生におかれましても、
会員ページより回答できます。
学術集会の改善のため、何卒ご回答の程よろしくお願いいたします。

Ⅲ．日本胸部外科学会への年会費納入について
本学術集会会期中には、年会費納入受付は行いません。お手元に届きました払込用紙
でお手続きください。支払い状況については、本会ホームページよりご確認くださ
い。
年会費の区分と金額は以下の通りです。
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一般会員　　15,000 円
専門医会員　20,000 円
評議員　　　20,000 円　※評議員費　5,000 円を別途納入

Ⅳ．論文推薦について
座長の先生方には、第 74 回学術集会の優れた演題（クリニカルビデオ、一般口演）
をご推薦賜りたく存じます。
ご推薦いただいた演題は、学会誌“General Thoracic and Cardiovascular Surgery”
の更なる質の向上のため、論文（Original Article）としておまとめいただき、本学
会誌へご投稿いただくよう後日編集室よりご依頼させていただきます。なお、編集室
よりご依頼させていただく論文でございますが、本学会誌の編集方針に従い通常通
り査読させていただきますのでご了承ください。

Ⅴ．ホスピタリティスペース及び企業展示
現地会場では、ホスピタリティスペースおよび企業展示ブースをオープンいたしま
す。
各社工夫を凝らした出展を準備しておりますので、ぜひお立ち寄りください！

11 月 1 日（月） 11 月 2 日（火） 11 月 3 日（水・祝）
ホスピタリティスペース 8：00～18：30 8：00～18：30 8：00～19：00
企業展示 8：00～18：30 8：00～18：30 8：00～16：20

Ⅵ．オンライン抄録サービス「MICEnavi」のご案内
本学術集会では、オンライン抄録サービス（「MICEnavi」）を導入しています。
演題検索やスケジュール登録だけでなく、オンラインプログラムを視聴いただくこ
とができます。

・Web 版
学術集会ホームページ（https://jats-meeting.org/74/）よりご利用いただけます。
オンラインプログラムの視聴には、参加登録完了時に発行される Web 参加 ID が
必要です。

・アプリ版
「MICEnavi」アプリから、学術集会のプログラム情報を検索・閲覧できます。
オンラインプログラムの視聴には、参加登録完了時に発行される Web 参加 ID が
必要です。

・抄録閲覧用パスワード
抄録閲覧時にパスワードの入力が求められますので、以下入力してください。
パスワード：参加登録完了メールに記載されています。

＜利用開始方法＞
①  Apple App Store、Google Play から「MICEnavi」を検索し、ダウンロード、

インストールしてください。
②  「MICEnavi」を開き、アカウント登録後にログインしてください。

※  すでに「MICEnavi」アカウントをお持ちの場合はアカウント登録の必要はござ
いません。
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③  「MICEnavi」内で「第 74 回日本胸部外科学会定期学術集会」「jats2021」など検索
し、プログラム情報をダウンロードしてください。

・  ダウンロード開始予定日：2021年 10月下旬（「MICEnavi」からのダウンロード開
始予定時期です。）

・利用料：無料（ダウンロードには別途通信料が発生します。）
・対応機種：iOS：12.0 以降。iPhone、iPad、iPod touch に対応。

Android：5.0 以上。スマートフォン、タブレットに対応。

Ⅶ．WEB上での質疑について
ライブ配信演題の場合：  当該セッション時に質問投稿ボタンより、ご所属・お名前・

質問内容をご入力ください。チャット形式での質疑ではあ
りません。討論時に座長・演者より回答します。（必ずしも
座長・演者から回答があるとは限りませんので予めご了承
ください。）

オンデマンド配信演題の場合：  質問やコメントを投稿していただくことが可能です。
ただし、必ずしも座長・演者から回答があるとは限り
ませんので、予めご了承ください。（リアルタイムで
のやりとりではございません。）

Ⅷ．会場内での呼び出しについて
現地会場におきまして、原則として会場内の呼び出しはいたしません。
参加受付付近に用意いたします「会員連絡板」をご利用ください。

Ⅸ．共催セミナーの整理券について
発行はございません。直接聴講される会場にお越しください。
お弁当の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。

Ⅹ．クローク
＜場所＞
グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール　1 階　クローク
＜開設時間＞

10 月 31 日（日） 11 月 1 日（月） 11 月 2 日（火） 11 月 3 日（水・祝）
9：30～19：50 7：00～19：30 7：00～19：30 7：00～19：40

Ⅺ．トラベルデスク
会期中、現地会場の総合案内付近（グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール
1 階）にトラベルデスクを設置いたします。

Ⅻ．託児所
例年同様、託児室の準備を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス感染防止、ま
たお子様の安全を最優先に考え、第 74 回定期学術集会では、託児室の設置を見送ら
せていただくことになりました。
ご利用を検討されていた参加者の皆さまにはご不便をおかけしますこととなり、心
よりお詫び申し上げます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
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クレジット一覧
※受講証明書の取得方法などセッションによって異なりますのでご注意ください。
※詳細は下記ページをご参照ください。
・学会企画 3「いよいよ始まるサブスペシャルティ専門医制度の概要と問題点」
　：心臓血管外科専門医指導医講習会　P45
・Postgraduate Course　P41
・医療安全講習会　P44

現地会場 ライブ
配信

オンデマンド
配信 対象クレジット

学会企画 3
「いよいよ始まるサブスペシャ
ルティ専門医制度の概要と問
題点」

◎
※テストなし ―

○
11月18日（木）

正午～
2022 年

1月 11日（火）
17：00

※  受講後に 
テストなし

○
心臓血管外科
専門医の更新

Postgraduate 
Course

心臓血管外科　
Basic コース

◎
※  事前収録し

たものを会
場で聴講

※  テストなし

―

○
10月31日（日）

正午～
2022 年

1月 11日（火）
17：00

※  受講後に 
テストあり

○
心臓血管外科専門
医の新規・更新お
よび日本専門医機
構外科領域講習

（2 単位）

心臓血管外科　
Advanced
コース

呼吸器外科
コース

○
呼吸器外科専門医
の新規・更新およ
び日本専門医機構

外科領域講習
（3 単位）

食道外科
コース

○
食道外科専門医、
食道科認定医の新
規・更新および日
本専門医機構外科

領域講習
（1 単位）

医療安全講習会 ◎
※テストなし ―

○
11月 8日（月）

正午～
2022 年

1月 11日（火）
17：00

※   受講後に 
テストあり

○
心臓血管外科専門
医、呼吸器外科専
門医の新規、更新
申請時のクレジッ
トおよび日本専門
医機構・外科領域

講習
（1 単位）
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