
第 126 回日本小児科学会 甲信地方会開催要項(2020年 10 月 14 日改第 2 版) 

黄色マーカー：改変部 

水色マーカー：特にご注意いただきたい点 

日 時：令和 2年 11月 15日(日曜日)（午後 1時開始予定） 

開 催 方 法：サテライト会場とリモート参加のハイブリッド開催 

サテライト会場： 山梨県会場（山梨大学 医学部 講義棟 1階 1104、1105講義室） 

 長野県会場（信州大学  医学部 臨床棟 2階 第一臨床講堂） 

専門医更新（新制度）iv学術業績・診療以外の活動実績 地方会参加単位１単位 

リモート参加： Webex利用（事前申し込み締切 令和 2年 10月 30日（金）正午、会費振込が必要） 

専門医更新（新制度）iv学術業績・診療以外の活動実績 地方会参加単位１単位は 

付与されません。 

単位取得の必要のない先生は可能な限りリモート参加をご検討ください。 

年 会 費：2,000円、非会員は会費として 2,000円を徴収いたします。（初期研修医は無料） 

     ※前年度までに未納のある方は未納分のお支払いもお願いさせていただきます。 

特 別 講 演：千葉大学真菌医学研究ｾﾝﾀｰ 感染症制御分野 准教授 石和田稔彦 先生 

     「予防接種の現状と今後の展望」 

      サテライト会場とリモート参加ともに Live 配信（午後 1時〜2時予定） 

      専門医更新（新制度）ⅱ専門医共通講習(感染対策講習会) 1単位 

       サテライト会場参加・リモート参加 (LIVE)  

  ＊リモート参加での単位取得には条件があります【リモート参加について】を必ずご確認ください 

会 長：下伊那赤十字病院 院長 馬場 淳 

開催事務局：諏訪赤十字病院 小児科 松浦 宏樹 

   山梨県サテライト会場に関するお問い合わせ先：山梨大学医学部小児科 合井久美子 

             Tel:055-273-9606  Fax:055-273-6745 

   長野県サテライト会場に関するお問い合わせ先：信州大学医学部小児科 中山 佳子 

  Tel:0263-37-2642  Fax:0263-37-3089 

 

【サテライト会場参加について】 

・事前申し込みは必要ありません。所属されている各県のサテライト会場にお越しください。 

・各会場へのアクセスは下記となります。満席となった場合には会場受付にて大学内の他の会場をご案

内させていただきます。 

・当日会場受付にて年会費 2,000円をお支払いください（前年度までに未納がある方には未納分のお支

払いをお願いさせていただきます）。受付付近の密の回避の為、釣銭の要らぬようにご準備ください。 

・各会場で講演会の映像をスクリーン画面でご視聴していただきます。 

※ 会場内からのリモート参加は不可です。 

・会場での学会参加は、専門医更新（新制度）iv学術業績・診療以外の活動実績の学会参加１単位とな

ります。 



・会場での特別講演参加は、専門医更新（新制度）ⅱ専門医共通講習(感染対策講習会)１単位となりま

す。参加受付時にお渡しする「特別講演単位証引換券」に必要事項をご記入のうえ、特別講演終了後

に会場出口から退出いただき、単位証とお引き換えください。当日は引換券ご記入のため筆記用具を

ご持参ください。講演終了前のご退出時には参加証の発行はできかねますのでご了承ください。 

・COVID19感染対策の徹底をお願いします。参加者は必ずマスク着用でお越しください。当日体調の優

れない方や、発熱等の症状のある方、濃厚接触者の方のご参加はお控えください。また、各会場にお

ける COVID19感染対策にご協力ください。会場内では密を避け、飲食についても会場の指示に従って

ください。今回は、会場での飲み物およびお弁当の用意はございません。 

 

【リモート参加について】 

・事前申し込みが必要です。令和 2年 10月 30日（金）正午までに氏名、所属、参加時のメールアドレ

スを下記事務局まで Eメールでお申し込みください。事務局少数のスタッフで受け付けいたします。

初めての試みであるため、早めの締め切りになりますことをご理解ご協力の程お願い申し上げます。

Webex 会議 URLは上記の申込締切の後に送信します。特別講演と学術集会の URL は異なりますので、

お時間になりましたらそれぞれの URLにアクセスしてください。 

 ◆リモート参加申込先◆ 

第 126 回日本小児科学会甲信地方会事務局 

  信州大学医学部小児医学教室（E-mail:miya-y@shinshu-u.ac.jp 126koushin@shinshu-u.ac.jp） 

※メールのタイトルは【甲信地方会リモート参加（お名前）】としてください。 

 申込先メールアドレスを変更しましたが、すでに申し込みいただいている先生の再送は不要です。 

・リモート参加申し込み後、受付完了とお振込金額（年会費 2,000円＋前年度までの未納分）をメール

にて返信します。1週間以上返信がない場合はお問い合わせください。 

・年会費は下記の口座に令和 2 年 11 月 5 日（木）までに事前にお振込ください。お振込者のお名前は、

会員名簿に記載されているお名前としてください。恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。 

 ◆振込口座◆ 

  口座名：日本小児科学会甲信地方会 

  銀行名：八十二銀行 信州大学前支店 

  口座番号：（普）７２７３７９ 

・リモート参加のための手順は、最下部リンク先：Ciscoサイト「できる Webex meeting」を参照くださ

い。リモート参加に必要な機器、インターネット接続、アプリのインストールはご自身でご準備くださ

い。学会参加中は音声・カメラを必ずオフでご参加ください。参加の際には、参加者情報に所属と御名

前の入力をお願いいたします。 

・リモート参加での専門医更新（新制度）iv 学術業績・診療以外の活動実績の地方会参加単位は認めら

れません。専門医更新（新制度）ⅱ専門医共通講習(感染対策講習会)については、現在 Live配信での

1単位を申請中です。申請が認められた場合には、詳細を改めてＨＰにてご案内いたします。 

・質疑応答に際しては、ご質問がある場合にはチャットでお名前と所属を入力ください。司会者に指名さ

れた先生はミュートを解除し、ビデオをオンにしてご質問ください。 

・講演内容の録画はお控えください。 



・リモートでの特別講演参加は、専門医更新（新制度）ⅱ専門医共通講習(感染対策講習会)１単位とな

ります。以下条件を満たした方に後日単位証を郵送します。 

① 1時間以上の講演参加（入退室ログ確認） 

② 特別講演単位取得問題 設問 5題 5択正答率 8割以上である 

③ 年会費お振込 

 なお、Live 配信中の回線トラブル等発生する可能性は否定できないため、確実に単位を取得されたい

方は、サテライト会場でのご参加をお薦めします。 

 

【一般演題の発表者の先生へ】 

・所属されている各県のサテライト会場に来場してください。 

・発表の 30 分前までに受付をお済ませいただき、各会場で準備された次演者席にてお待ちください。 

ご発表は各サテライト会場で準備された発表者会場にて行なっていただきます。 

・発表時間は 5分、質疑応答 3 分です。時間厳守でお願いします。ハイブリッド開催のスムーズな運営

のため、ご自身のパソコンによる発表はご遠慮ください。 

・スライドの動作に関して事前チェックをしますので、11月 9日（月曜日）17 時までに発表データを下

記の参加会場事務局にお送りください。ファイル名は「演題番号＋発表者名」としてください。 

参加会場 山梨県会場（山梨大学） 長野県会場（信州大学） 

送付先 日本小児科学会山梨地方会事務局 日本小児科学会長野地方会事務局 

メール送付 yamanashi-ped@hotmail.com  
及び CCで 

akin@yamanashi.ac.jp 

ynaka@shinshu-u.ac.jp 
及び CCで 

miya-y@shinshu-u.ac.jp 

CD-R 等の記憶媒体

で郵送希望の場合 
〒409-3898 山梨県中央市下河東 1110 

山梨大学医学部小児科医局 

日本小児科学会山梨地方会事務局 

Tel:055-273-9606 

送料はご負担ください 

〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1 

信州大学医学部小児医学教室 

日本小児科学会長野地方会事務局 

Tel:0263-37-2642 

送料はご負担ください 

 

Windows10版 Power Point2016による PC

プレゼンテーションとなります。Power 

Point2019および Macで作成した場合に

は、フォントを含めた互換性にご配慮く

ださい。 

Windows版 PowerPointによるプレゼ

ンテーションのみです。PowerPoint

ファイル 2013 以降で作成ください。

Mac で作成した場合には、フォントを

含めた互換性にご配慮ください。 

 

・質疑応答は質問者がチャットでお名前と所属を入力し、司会者が質問者を指名し、発表者は音声で質問

に答えていただきます。 

・ヘッドセットのご利用を希望される場合には、あらかじめご自身のヘッドセットをご持参ください。 



・発表者会場でもマスクをご着用ください。 

・学会当日までに、二次抄録（演題、演者、所属、本文を併せて 400–600字以内）を Word などの電子フ

ァイルでご提出ください。ファイル名は「演題番号＋発表者名」としてください。 

 ◆二次抄録提出先◆ 

第 126 回日本小児科学会甲信地方会事務局 諏訪赤十字病院小児科 松浦宏樹 

  E-mail: matsuura@shinshu-u.ac.jp 
 

【一般演題の司会者の先生へ】 

・所属されている各県のサテライト会場に来場してください。 

・発表の 30 分前までに受付をお済ませいただき、各会場で準備された次司会者席にてお待ちください。

各サテライト会場で準備された発表者会場にてご司会いただきます。 

・発表時間は 5分、質疑応答 3分です。 

・質疑応答に際しては、質問者はチャットでお名前と所属を入力されますので、質問者をご指名いただ

き、音声にて討論していただきます。 

 

【評議員の先生へ】 

・評議員会はサテライト会場とリモート参加にて 11月 15日 12時〜12時 30 分に行います。事前に

ハガキにて参加の可否と参加方法をお伺いしますので、下記事務局にメールでご返信ください。 

ご返信後 1週間以上事務局から確認メールがない場合はお問い合わせください。 

◆評議員会出欠連絡先◆ 

第 126 回日本小児科学会甲信地方会事務局 

〒390-8621長野県松本市旭 3-1-1信州大学医学部小児医学教室 

Tel:0263-37-2642  Fax:0263-37-3089 E-mail:ogutiy@shinshu-u.ac.jp 
 

・評議員会サテライト会場： 山梨県会場（山梨大学 医学部 講義棟 1階 1103講義室） 

 長野県会場（信州大学  医学部 臨床棟 2階 小児科図書室） 

・評議員会の資料については、事前にメールにて送付いたします。 

・リモート参加される先生におかれましては、学会 URL とは別に評議員会の URL を送付いたします。

会議中、ご発言時以外は音声をオフ、カメラをオンにてご参加ください。審議事項は挙手にてお願

いします。 

 

今後、各地域の COVID19感染状況によっては開催方法が変更される可能性があります。信州大学医学部小児

科ホームページ http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/i-shoni/ にて、最新の情報をご確

認ください。 

 

※資料：Ciscoサイト内「できる Webex meeting」 

https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/collateral/conferencing/webex-meetings/dekiru-
webex-meetings.pdf 

日本小児科学会甲信地方会事務局  2020年 10月 14日 

mailto:ogutiy@shinshu-u.ac.jp
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/i-shoni/

