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1.	 開催形態

現段階では、現地開催＋オンデマンド配信とし、LIVE 配信は行わない予定ですが、新型コロナの感染拡大
状況により、完全WEB開催になる可能性もございます。
最新の情報は、随時、本総会ホームページに掲載いたします。
なお、セッションにより開催形態が異なる場合がございますので、詳細は下記の表をご確認ください。

セッション分類
現地開催 LIVE 配信 会期後オンデマンド配信
9/19（日）～9/21（火） 10/4（月）～11/30（火）

会長講演

○※ 1 ×
○※ 3

特別講演
教育講演
先達に聴く
委員会シンポジウム
シンポジウム
ワークショップ △※ 4

Fellowship Award Symposium ○※ 5

○※ 3一般演題（研修医・学部学生の演題含む） △※ 2

受賞報告会
○※ 1 ×会員報告会

×※ 4

市民公開講座

※ 1：  海外演者につきましては、現地への招聘はなく、事前に提出いただいた音声付スライドを現地で上映
します。（Zoom 等による質疑応答はいたしません。）

※ 2：  全演題、電子媒体 (e- ポスター ) による現地での閲覧（音声なしスライド）となり、現地での口頭発表
はございません。

  なお、オンデマンド配信に先立ち、会期中は総会ホームページ上でも閲覧（音声あり動画）いただけ
ますが、現地開催終了後、オンデマンド配信開始まではメンテナンス期間となり、閲覧不可となります。

※ 3： オンデマンド配信期間：2021 年 10 月 4 日（月）正午～ 11 月 30 日（火）
 上記日程でオンデマンド配信をいたします。（一般演題のみ現地開催期間中に先行配信あり）
  演者がオンデマンド配信に同意された演題のみの配信となります。オンデマンド配信の有無の詳細に

ついては、総会ホームページのプログラムをご確認ください。
 なお、オンデマンド配信は、現地で開催したものを収録して編集し、配信いたします。
 事前に音声付スライドをご提出いただく必要はございません（一般演題・海外演者除く）。
 ただし、一部オンデマンド配信のみの開催となる委員会シンポジウム・シンポジウムもございます。

※ 4：  一部ワークショップのオンデマンド配信が可能となりました。市民公開講座・会員報告会は現地での
開催のみとなります。予めご了承ください。

※ 5：Fellowship Award Symposium の LIVE 配信は、一部指定の方が視聴できます。

2.	 参加受付

会員は、1 度の参加登録で現地開催・会期後オンデマンド配信のいずれもご参加いただけます。
事前登録を、総会ホームページよりオンラインシステムにて受付しております（9 月 16 日まで）。
参加費が割安となりますのでぜひご利用いただき、当日受付の混雑緩和にご協力をお願いいたします。

（事前登録は、クレジットカードによるオンライン決済・銀行振込のみの受付となります。）

参加者の皆様へ
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初期臨床研修医および医学生を除く非会員は当日現地登録のみとなり、オンデマンド配信の視聴はできません。

※ご利用いただけるカード：

参加区分 課税区分 事前登録
9月 16日迄

当日・事後登録
11月 30日正午迄

会　員 不課税 18,000 円 19,000 円
非会員※ 1

課税

― 21,000 円
初期臨床研修医（＝前期研修医）※ 2 ※ 3、医学生（大学院生を除く） 2,000 円 2,000 円
ユーザーとそのご家族※ 4 ― 1,000 円
海外 ― 9,000 円

※ 1　非会員の方は、現地でのみご登録いただけます。なお、お支払いは現金のみとなります。
※ 2　会期当日（2021 年 9 月 19 日（日）～ 21 日（火））の時点で、臨床研修医（＝前期研修医）であることが条件となります。
※ 3　一般演題を応募いただいた学生、初期臨床研修医（演題応募時）は参加費が無料となります。
※ 4　 ユーザーの方は、原則、精神障害者手帳、または、療育手帳を総合案内でご提示ください。 

なお、「ご家族のみ」でのご参加は、原則、受け付けておりません。何卒ご了承ください。

（1）事前登録がお済みの方：
　　 ネームカードは、事前登録システム画面の指示に従って各自で印刷・切り取りのうえ、当日忘れずにご

持参ください。

（2）当日受付の方：
　　会員：当日受付で現金、またはクレジットカードにて参加費をお支払いください。
　　非会員・初期臨床研修医・医学生： 当日受付で現金にて参加費をお支払いください（クレジットカード

はご利用いただけません）。

（3）抄録集販売：
　　事前登録時、もしくは当日総合案内にて販売しております。ご希望の方はお買い求めください。
　　1 部　3,500 円（課税・税込・送料込）
　　 9 月 16 日（木）までの事前登録期間に購入された方へは、現地会期終了後、10 月 4 日（月）からのオ

ンデマンド配信開始までに発送いたします。
　　 なお、現地にてご入用の方は、会期中に事前参加登録問合せデスク（国立京都国際会館イベントホール 

1F）にお越しいただければ、その場でお渡しいたします。現地にてお受け取りいただいた方でも送料は
返金いたしませんのでご了承ください。

　　 また、9 月 19 日（日）以降にオンラインシステムにて当日・事後登録された方へは、ご購入から 2 週間
前後にて発送いたします。なお、販売数には限りがありますので、ご了承ください。

3．	お弁当販売

1,200 円（お茶付・税込）でお弁当を事前販売いたします。お弁当販売受付は、事前登録制のみとなり、当
日の販売はございませんのでご注意ください。
お弁当の受渡しは、下記の通り行います。
※ 必ず事前参加登録システムよりお弁当引換券を印刷して、当日お持ちください。お弁当引換券と引
き換えに、お弁当をお渡しします。なお会場内でのお弁当引換券の再発行はいたしかねます。
予めご了承ください。
・日　時：9月 19日（日）～ 21日（火）	11：00～ 14：00
・場　所：国立京都国際会館イベントホール内
※ 会場内にはレストランがございますが、座席数が限られております。また、会場周辺の飲食店は少ないため、

事前のお弁当購入を推奨いたします。
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お弁当は、イベントホール内休憩コーナーにて、お召しあがりください。
食後は所定の場所に廃棄ください。

4．	懇親会

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大状況を鑑み、懇親会は中止させていただきます。

5．	2021 年度代議員総会について

開催延期の影響もあり本年度は 6 月に学術総会外で開催いたしました。
学術総会中の開催はありません。

6．	2021 年度会員報告会

下記日時で「会員報告会」を開催いたしますので、万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますよう、よろし
くお願い申しあげます。
・日　時：9月 21日（火）15：20～ 16：20
・会　場：	A会場（国立京都国際会館 1F	メインホール）
※ 当日の報告資料につきましては、学会ホームページ（https://www.jspn.or.jp/）の会員専用ページ内に

9 月中旬に掲載いたしますので、ご覧いただきますようお願い申しあげます。
※ 当日、会員報告会に出席される会員の先生で、紙媒体の資料がご入用の方は、ご自身で印刷のうえご持参

ください。
※会員専用ページにログインされたことのない先生へ：
　ログイン ID、パスワードがご不明な場合は、下記 URL をご覧ください。
　　https://www.jspn.or.jp/modules/about/index.php?content_id=27
※ 会員専用ページにログインできない等の理由で、紙媒体の資料がご入用な方は、学会事務局（info@jspn.

or.jp）までご連絡ください。

7．	日本医師会認定産業医制度産業医学研修会の受講について（現地参加のみ対象）

本学術総会の以下のセッションは、日本医師会認定産業医制度による単位（以下、日医認定産業医単位）が
認定されております。（取得できるのは、生涯（専門）研修単位のみです。）
ただし、単位取得には以下の制約があります。

（1）単位取得を希望される方は、「完全事前申込制」です。
　　 単位取得をご希望の場合、必ず本学術総会ホームページ（http://www.congre.co.jp/jspn117/）より、

事前にお申込みください。
　　※単位取得の申請は、日本医師会認定産業医有資格者に限ります。
　　※当日のお申込みは受付けておりません。

（2）（1）と併せて学術総会への事前参加登録も必要となります。
　　※ 本学術総会への事前参加登録は学術総会ホームページ（http://www.congre.co.jp/jspn117/）からお

申込みください。
（3）各セッション定員に達した時点で受付終了となります（先着順）。
（4）聴講のみご希望の方は、「日医認定産業医単位」の取得の事前申込は不要です。
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（5）当日の会場座席は「日医認定産業医単位」の取得に事前申込された方を優先に着席いただきます。
　　・申込期間：2021年 8月 27日（金）16：00～ 9月 12日（日）23：59
　　　※申込締切より前でも、各セッション定員に達した時点で受付終了となります。（先着順）
　　　　 ただし定員セッションでキャンセルが発生すると自動的に受付が再開されます。詳しくは申込ペー

ジをご参照ください。
　　・「日医認定産業医単位」の取得対象セッション：
　　　生涯研修とは「日本医師会認定産業医」を更新するため必要な単位を取得することができる研修会です。

（6）オンデマンド配信は単位取得の対象外です。必ず現地会場にて受講してください。
　　9 月 19 日（日）8：30 ～ 10：30　定員：300 名
　　　K 会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール 1）
　　　委員会シンポジウム 12　COVID-19 に関連した職域の現在の諸問題【2 単位（生涯・専門）】

　　9 月 19 日（日）18：00 ～ 20：00　定員：300 名
　　　K 会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール 1）
　　　シンポジウム 21　 これからの精神科産業医として必要な見識～ポジティブメンタルヘルスの視点より～ 

【2 単位（生涯・専門）】

　　9 月 20 日（月・祝）8：10 ～ 10：10　定員：300 名
　　　K 会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール 1）
　　　シンポジウム 56　公務員の働き方改革と精神科健康管理医（産業医）の役割【2 単位（生涯・専門）】

　　9 月 20 日（月・祝）16：10 ～ 18：10　定員：300 名
　　　K 会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール 1）
　　　シンポジウム 58　 職場のメンタルヘルス【2 単位（生涯・専門）】

　　9 月 21 日（火）8：30 ～ 10：30　定員：300 名
　　　K 会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール 1）
　　　シンポジウム 81　我々にこそ環境調整！―自分たちで考える働き方改革―【2 単位（生涯・専門）】

8．	一般演題（e- ポスター）の現地での閲覧およびWeb配信について

イベントホールおよび、口演会場前ホワイエ等、現地会場の各所に設置の e- ポスター閲覧用大型モニターに
て閲覧（音声なし）いただけます。
なお、一般演題（e- ポスター）はオンデマンド配信に先立ち、現地開催期間中にも総会ホームページにて
Web 配信いたします。ご自身の端末にてログインすることにより、音声付きスライドを閲覧可能です。
ただし、現地開催期間中の Web 閲覧は単位付与の対象外となりますのでご注意ください。

9．	プログラム検索＆スケジュール登録システム「MICEnavi」について

本学術総会では、演題検索やスケジュール登録ができる「MICEnavi」をご利用いただけます。聴講したセッ
ションや演題を検索し、ご自分のスケジュールとして登録することで、学会期間中のオリジナル予定表が作
成できます。
詳しい使用方法は、本学術総会ホームページ（http://www.congre.co.jp/jspn117/）に掲載いたします。
是非、ご利用ください。
・公開日：2021 年 9 月上旬（予定）
・利用環境：利用に際して、Wi-Fi、携帯電話回線などインターネット接続が必要になります。
　（ 会場内 Wi-Fi 環境に関しては、ICCK_Public_WiFi をご利用いただけますが、通信の集中により接続でき

ないこともありますので予めご了承ください。）

SSID：ICCK_Public_WiFi　　PW：なし
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なお、「MICEnavi」はパソコンでご利用いただける Web 版と、スマートフォンや iPad でご利用いただける
アプリ版がございます。

＜ Web 版＞ 
学術総会ホームページ（https://www.congre.co.jp/jspn117/）よりご利用いただけます。

＜アプリ版＞

アプリ名 MICEnavi
ご利用開始方法 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、ログインしてください。
③  MICEnavi 内で「第 117 回日本精神神経学会学術総会」「JSPN117」などと検索し、

プログラム情報をダウンロードしてください。
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：11.0 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。
※ Web 版、アプリ版のそれぞれでご登録いただいたスケジュール内容は相互に同期することが可能です。

●会員の方
　 日本精神神経学会ホームページの会員専用ページに【抄録閲覧パスワード】を掲載いたします。演題検索

やスケジュール登録に加えて、会員の方を対象としたサービスとして抄録もご覧いただけます。また、【抄
録閲覧パスワード】は 9 月上旬にメールマガジンにても送付いたします。

●非会員の方
　抄録閲覧をご希望の方は、現地にて抄録集をご購入ください。※販売数には限りがあります。
　抄録の閲覧はできませんが、演題検索やスケジュール登録はご利用いただけます。

10.	抄録集の電子書籍版について

抄録号の電子書籍版が「学術専門電子書籍サービス KaLib」でご利用いただけます。
先ず下記の WEB サイトから無料の専用リーダーソフトをダウンロードし、インストールしてください。

（対応端末：iOS、Android のタブレットまたはスマートフォン、Windows 10 と Mac OS X のパソコン）
　　http://www.kalib.jp
次にソフト上で KaLib のアカウントを作成し、本学術総会の抄録号をストアサイトからダウンロードするこ
とでお読みいただけます。
なお、抄録号のダウンロードに際し、会員の ID とパスワードが必要になります。
ダウンロードする時の ID とパスワードは、日本精神神経学会ホームページの会員専用ページにログインす
るための、ID・パスワードと同じでございます。
なお、同サービスは毎月の通常号も掲載しておりますので、一年を通してご利用いただけます。
※第 117 回学術総会では、電子書籍が入った iPad の無料レンタルは行いません。


