
1． 事前参加登録受付
【受付期間】11 月 2 日（月）～11 月 30 日（月）
・オンラインでの事前参加登録をお願いします。
・登録の際、「現地会場で参加」「オンラインで参加」のいずれかをお選びください。
・「現地会場で参加」をいただく場合、ネームカードは当日会場にて発券いたします。
・学会当日に「事前参加登録確認の QR コード」をご持参ください。
・登録期間後および会期中の新規参加登録はお受けしません。
・  ランチョンセミナーのご参加、および日本整形外科学会教育研修単位の取得は、事前登録制といた

します。登録の際にお申し込みください。
・詳細は学術集会ホームページにてご確認ください。

2． 参加費
カテゴリー 事前参加登録
医師 22,000 円
初期研修医  8,000 円
メディカルスタッフ  8,000 円
学部学生  2,000 円
上記以外 22,000 円

参加証（ネームカード）発券
【場　　所】神戸国際展示場 1 号館 1F 展示室
【受付時間】12 月 17 日（木）7：20～17：30
　　　　 　12 月 18 日（金）7：30～18：00
　　　　 　12 月 19 日（土）7：30～13：30

・  「現地会場で参加」をいただく場合、会場内受付にてネームカード（領収書兼用）を発券いたします
ので、所属、氏名を記入し、学会期間中は必ず着用してください。ネームカードのない方のご入場
はお断りいたします。

・  初期研修医、学生は事前参加登録時にホームページより登録区分証明書をダウンロードし、必要事
項（所属長の証明要）をご入力の上、ご本人様を確認できる書類（身分証、学生証等）と併せて、
運営事務局までメールでご提出ください。

3． 抄録集
JOSKAS-JOSSM2020 では、抄録集印刷版はございません。アプリ抄録での閲覧が可能です。詳細は、
㉗頁をご参照ください。

4． クローク
【場　　所】神戸国際会議場 B1F リハーサル室
【受付時間】12 月 17 日（木）7：30～20：30
　　　　　 12 月 18 日（金）7：30～20：30
　　　　　 12 月 19 日（土）7：30～21：00

5． 昼食
「現地会場で参加」をいただくランチョンセミナー受講者には、昼食のご用意をいたします。
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参加者へのお知らせ（つづき）

6． JOSKAS CUP
▶綱引き大会
【場所】神戸国際展示場 1 号館 1F 展示室
【日時】12 月 18 日（金）17：30～
※決勝戦直後に綱引き会場で表彰式を行います。

▶ JOYSKAS CUP 綱引き大会
【場所】神戸国際展示場 1 号館 1F 展示室
【日時】12 月 18 日（金）17：00～

▶フットサル大会
【場所】エスペランサ神戸フットサルパーク　※雨天決行
【日時】12 月 17 日（木）6：00～7：30　予選
 　　　12 月 18 日（金）6：00～7：45　予選・3 位決定戦・決勝戦

▶フリースローチャレンジ
【場所】神戸国際展示場 1 号館 1F 展示室
【日時】12 月 18 日（金）10：00～15：00
※当日会場で申込してください。

7． 全員懇親会
【場所】特別会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
【日時】12 月 17 日（木）18：00～20：00
参加費は無料です。現地来場の皆様、奮ってご参加ください。

8． ベスト口演賞
以下の演題が、ベスト口演賞候補として選出されました。
発表および表彰は 12 月 17 日（木）18：00 からの全員懇親会にて行いますので、
候補者の先生（筆頭演者もしくは共同演者）は必ず全員懇親会に 1 名ご出席ください。
O1-20-3「内側半月板後根修復術における内側半月板後方逸脱を抑制する工夫」
 金高 圭甫（岡山大学　医学部　整形外科教室）
O1-22-2「前十字靭帯損傷膝における Ramp lesion の発生頻度と臨床的特徴
 ―95 膝における前向き研究―」
 田代 泰隆（九州労災病院 スポーツ整形外科）
O1-28-1「電磁気センサーを用いた足関節前方引き出しテストの定量評価の再現性検証」
 山下 貴大（神戸大学大学院　整形外科）
O2-49-1「肘頭疲労骨折における骨折線のマッピング」
 根津 智史（岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　整形外科）
O2-50-7「鏡視下 板修復術におけるアンカー縫合糸のアクネ菌汚染率：
 過酸化水素水の有用性についての前向き無作為化調査」
 大谷 美穂（福井総合病院　看護部）

9． ベストミニオーラル賞
一般演題（ミニオーラル）からベストミニオーラル賞を選出いたします。
表彰は 12 月 17 日（木）18：00 からの全員懇親会にて行います。
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10． ベストポスター賞
一般演題（ポスター発表）からベストポスター賞を選出いたします。
表彰は 12 月 17 日（木）18：00 からの全員懇親会にて行います。

11． 機器展示
【場所】神戸国際展示場 1 号館 1F 展示室
【日時】12 月 17 日（木）9：00～18：00
 　　　12 月 18 日（金）9：00～18：00
 　　　12 月 19 日（土）9：00～12：00

12． 呼び出し
館内放送はいたしておりません。会員連絡板にてご案内いたしますので、総合案内（神戸国際会議場 
1F エントランスホール）にお申し出ください。

13． インターネット利用
神戸国際会議場および神戸国際展示場の Wi-Fi を無料でご利用いただけます。

14． プログラム・抄録
インターネット上で、プログラム・抄録の閲覧が可能です。
※抄録閲覧にはパスワードの入力が必要です。

パスワード：taisho
利用方法：  インターネットに接続可能なパソコン、タブレット、スマートフォンなどから指定のペー

ジへアクセスください。詳細はホームページでご案内をいたします。
利 用 料：無料（インターネット接続には別途通信料が発生いたします。）

15． 社員総会のお知らせ
詳細については学術集会ホームページにてご案内をいたします。

16． 12th JOSKASセミナー・JOSSMセミナー
12th JOSKAS セミナー・JOSSM セミナーのワークショップと 12th JOSKAS セミナーのカダバー
ワークショップを別日程にて開催いたします。

12th JOSKAS セミナーワークショップ
会　期 2020 年 12 月 19 日（土）～12 月 20 日（日）

会　場 神戸国際会議場
　〒650-0046　神戸市中央区港島中町 6-9-1

コース

①膝関節鏡コース（Wet 半月＋Dry ACL）
②肩関節鏡コース（Bankart、 板）
③足関節鏡コース
④骨切りコース

JOSKAS-JOSSM 2020
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参加者へのお知らせ（つづき）

JOSSM セミナーワークショップ
会　期 2020 年 12 月 19 日（土）

会　場

神戸国際会議場
　〒650-0046　神戸市中央区港島中町 6-9-1
神戸国際展示場
　〒650-0046　神戸市中央区港島中町 6-11-1

コース

①エコー
②傷害予防とパフォーマンスアップのための投球フォーム指導
③ ACL 損傷・再損傷予防のためのトレーニング
④グロインペインの予防とアスレチックリハビリテーション

12th JOSKAS セミナーカダバーワークショップ
会　期 2021 年 1 月 14 日（木）～15 日（金）

会　場 札幌医科大学
　〒060-8556　北海道札幌市中央区南 1 条西 17 丁目

コース ①膝コース
②足コース
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