1．参加登録受付
【当日参加登録】
参加登録受付を下記の場所・時間にて行います．
■パシフィコ横浜 会議センター 2F エントランスホール
6 月 10 日（木）8：00～17：30
6 月 11 日（金）7：10～18：00
6 月 12 日（土）7：30～18：15
6 月 13 日（日）7：30～14：00
＊各日受付時間が異なりますので，お間違えのないようお願いいたします．
＊時間外の受付はお受けできませんので，ご注意ください．
参加登録および学会認定専門医制度後実績登録は自動発券機で行います．また，機構認定専門医制
度による後実績登録は，会場前の受付端末で行います．その際に顔写真付き会員証による会員認証
を行います．会員の方は会員証を必ずご持参ください．会員証をお忘れになると，専門医後実績の
登録ができない恐れがあります．
自動発券機または受付窓口にて下記の参加費をお支払いいただき，参加証（領収書兼用）をお受け取り
ください．会員の方は，会員証による会員認証を行いますので，会員証を必ずご持参ください．自動発
券機では現金およびクレジットカード（Visa，Master，JCB，Diners，American Express）がご使用
になれます．下記 2）および 4）に該当する方は受付窓口へお越しください．
1）一般会員：20,000 円
＊法人賛助会員は 1 社 2 名まで，個人賛助会員は 1 名のみ適用されます．受付窓口へお越しくださ
い．
2）学生，留学生，研修医（前期）※1，大学院生※2：15,000 円（要証明書）
研修医（前期）でお申し込みをされる場合，学会ホームページより研修医証明書をダウンロー
※1
ドの上，お持ちください．
※2 大学院生であっても会員の場合は会員登録をお願いします．
3）非会員（企業関係者）
：40,000 円
4）非会員（その他）
：25,000 円
5）同伴者：3,000 円（参加会員の配偶者．文化講演，デルマトオーケストラ演奏会，展示会場に入場で
きます．）
6）名誉会員：無料（事前に事務局よりご招待参加証をお送りいたします．
）
＊会期中は必ず参加証をご着用ください．参加証を着用されていない方の入場はお断りいたします．
＊参加費には法人管理費が含まれます．
【オンライン参加登録】
現地へのご来場が難しい場合，また参加受付の混雑を回避したい場合，オンラインでの参加登録も可能
です．大会ホームページ（https://jda120.jp/）よりお手続きください．
■会期当日，オンライン参加の場合
登録完了のお知らせメールまたは参加登録入金確認のご連絡メールに記載の聴講用 ID/パスワード
が必要となります．必ず印刷してお手元にご準備ください．
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■会期当日，現地へご参加される場合
［会員の場合］
日本皮膚科学会の会員証をお持ちください．発券機に会員証をかざしていただきますと，印字された
ネームカードが発券されます．
［非会員の場合］
参加登録時に発行される QR コードをご持参ください．発券機に QR コードをかざしていただきます
と，印字されたネームカードが発券されます．
会場内ではネームカードを必ず着用ください．参加証の郵送などはございません．
2．プログラム抄録集
会員には事前配布しています．会場で購入される場合は，2F エントランスホール
2,000 円で販売いたします．

総合案内にて 1 部

3．専門医後実績
・機構専門医制度による後実績単位を取得する方は，会員証をご持参のうえ，聴講単位が認められてい
る教育講演などの会場前で開始時間 30 分前から開始後 15 分以内に受付手続きをしてください．対象
セッションは日程表（P. 918～P. 925）でご確認ください．
受付時間外は，後実績登録はできませんのでご留意ください．
共通講習単位をオンラインで聴講される方は，Live 配信の受講のみでは単位取得とはなりません．
後日，e-test を受けていただき，一定以上の正答を得ていただいてはじめて単位が認定されることと
なりますので，ご留意ください．なお，共通講習単位を現地で聴講される方は，上記の e-test は不要
です．
共通講習対象のセッションは会頭特別企画 3，緊急提言，教育講演 47，教育講演 54 です．
※日本専門医機構「共通講習申請の手引き」の改定により，2021 年 4 月 1 日以降に実施される共通
講習の取得できる単位数につきましては，一つのカテゴリーにつき，1 日あたり 2 単位を上限とす
ることの通達がありましたので，ご留意ください．
・学会制度による専門医後実績の受付時間は，下記の通りとなります．受付時間外は，後実績登録はで
きませんのでご留意ください．
受付時間 6 月 10 日（木）8：00～16：45
6 月 11 日（金）7：10～17：20
6 月 12 日（土）7：30～18：15
6 月 13 日（日）7：30～12：00
※上記時間内に受付をした方に，後実績 20 単位を付与します．
【顔写真付き会員証の方】
・学会制度による専門医後実績受付時間内に自動発券機で受付した場合，同時に登録となります．
発券された総会参加証をご確認ください．
・学会制度による専門医後実績受付時間外に自動発券機で受付した場合，専門医後実績は登録されてお
りませんので，日本皮膚科学会事務局専門医後実績受付に専門医後実績受付時間内にお越しの上，登
録手続きをしてください．
【顔写真のない会員証の方】
・自動発券機での受付は総会の受付のみとなり，専門医後実績は登録されておりませんので，日本皮膚
科学会事務局専門医後実績受付に専門医後実績受付時間内にお越しの上，登録手続きをしてくださ
い．
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【会員証を忘れた方】
・学会制度による専門医後実績の場合，総会の参加受付をした後，日本皮膚科学会事務局専門医後実績
受付に専門医後実績受付時間内にお越しの上，登録手続きをしてください．
・機構専門医制度による後実績の場合，総会の参加受付をした後，日本皮膚科学会事務局専門医後実績
受付にて仮会員証の発行を依頼してください．
4．当日の Live 配信について
当日，現地（パシフィコ横浜）にお越しいただけない場合でも，ご自宅やご所属先にてオンラインで学
会にご参加いただけます．会期中は，日程表と同日・同時刻にご講演内容を配信させていただきます．
今回は，後述する電子抄録サービス（MICEnavi）と連携して，LIVE 配信を閲覧していただけます．
下記手順でご覧ください．
1）大会ホームページの「第 120 回日本皮膚科学会総会 Live 配信」をクリック
2）電子抄録サービス（MICEnavi）が表示されます．日程表から開催中のセッションをクリックする
とセッション詳細画面が表示されます．
3）セッション詳細画面の「LIVE」ボタンをクリックします．
4）登録完了のお知らせメールまたは郵送しました参加証（ネームカード）に記載の聴講用 ID ログイ
ンします．（最初の 1 回のみ）
5）Live 配信をご覧いただけます．
＊後実績単位の認定には下記の視聴ログが必要です．
クリックを忘れないようご注意ください．
【セッション前】
「入室」をクリックし，動画の再生ボタンを押す．
【セッション終了時】
「退室」をクリックし，ログをつける．
6）視聴ログはご自身のページでご確認いただけます．
＊対象は演者および共催企業の許可をいただけたセッションとなります．
詳しくは大会ホームページよ
りご確認ください．
【オンライン参加時の専門医後実績単位について】
専門医後実績の単位は Live 配信映像の聴講ログにより行います．上記の参加方法をご確認の上，必要
なセッションを聴講ください．
●学会認定専門医の方へのご案内
1 講演以上のセッション開始～終了までの聴講記録が確認できた場合，会期後 1.5 か月以内に 20 単位
（後実績）を登録します．後程，ご自身のマイページにてご確認ください．
●機構認定専門医の方へのご案内
聴講単位が認められている教育講演などの視聴をもって単位取得します
（対象セッションは日程表で
ご確認ください．
）
．セッション開始～終了までの聴講記録が確認できた場合，会期後 1.5 か月以内に
単位を登録します．後程，ご自身のマイページにてご確認ください．
※横並びのセッションについては，同時に単位取得はできません．現地にご参加されつつ，同時に別
会場の Live 配信をご覧いただいている場合も同様ですので，ご注意ください．また，複数デバイ
スで聴講を行い，同時刻の横並びのセッションで聴講ログが確認された場合，若いセッション番号
の方で単位付与を行います．
※なお，本大会で取得できる単位の上限は 1 日目 6 単位，2 日目 6 単位，3 日目 7 単位，4 日目 5 単
位です．
5．E-learning について
本総会の教育講演等は，E-learning として，講演の録画映像を会期後，日本皮膚科学会ホームページの
会員専用ページに掲載いたします．大会に参加された方は，日本皮膚科学会会員専用ページにログイン
894

の上，参加証に記載の ID・パスワードにてご利用ください．大会に参加されていない方で E-learning
の視聴をご希望の場合には，大会ホームページの「E-learning のご案内」からお申込をいただけますよ
うお願いいたします（有料）
．
公開期間：2021 年 7 月 21 日（水）12：00～2022 年 5 月 24 日（火）17：00
※本サービスはグラクソ・スミスクライン株式会社の「GSK 医学教育事業助成」による拠出金をもと
に運営しております．
6．実技講座について
＊下記の講座は事前登録制となっております．詳細は学会ホームページをご確認いただき，お申込みく
ださい．（すべて有料プログラム（1 講座 2,000 円）となります．
〈機構認定専門医制度/前実績（選
択）
：1 単位，後実績：1 単位・学会認定専門医制度/前実績（選択）
：2 単位，後実績：2 単位を付与〉）
ETS1．6 月 10 日（木） 9：00～11：00 第 9 会場（3F 311+312）
教育実習セミナー『皮膚病理』
「水疱・膿疱症/血管炎」①
ETS2．6 月 10 日（木）14：30～16：30 第 9 会場（3F 311+312）
教育実習セミナー『皮膚病理』
「境界部皮膚炎/脱毛症」①
ETS3．6 月 10 日（木） 9：00～11：20 第 13 会場（5F 511+512）
教育実習セミナー『皮膚外科』ベーシックコース
協賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 エチコン事業部
ETS4．6 月 10 日（木）14：30～16：50 第 13 会場（5F 511+512）
教育実習セミナー『皮膚外科』アドバンスコース
協賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 エチコン事業部
ETS5．6 月 11 日（金） 9：10～11：10 第 9 会場（3F 311+312）
教育実習セミナー『ダーモスコピー』① 技術協力：カシオ計算機株式会社
ETS6．6 月 12 日（土）12：40～14：40 第 9 会場（3F 311+312）
教育実習セミナー『皮膚病理』
「境界部皮膚炎/脱毛症」②
ETS7．6 月 13 日（日） 9：10～11：10 第 9 会場（3F 311+312）
教育実習セミナー『ダーモスコピー』② 技術協力：カシオ計算機株式会社
ETS8．6 月 13 日（日）14：00～16：00 第 9 会場（3F 311+312）
教育実習セミナー『皮膚病理』
「水疱・膿疱症/血管炎」②
ETS9．6 月 13 日（日）14：30～16：30 第 2 会場（5F 503）
教育実習セミナー『パッチテスト・プリックテスト』
教育実習セミナー『皮膚病理』2 種と教育実習セミナー『ダーモスコピー』の①と②の内容は同じです．
教育実習セミナー『皮膚外科』のベーシックとアドバンスの両方を受講することはできません．
締切日前であっても定員に達し次第締め切らせていただきます．また締め切り後も，当日お席に余裕が
あれば受け付けます．直接，会場前へお越しください（立ち見不可）
．該当プログラム開始 20 分前よ
り，会場前にて受付をいたします（有料）
．ただし，当日登録による入場の場合，単位の付与はござい
ません．
詳細は P. 1281～P.1285 をご参照ください．
7．研修講習会 必須（総会）
6 月 13 日（日）9：20～13：20
WEB 開催
当日のお申込みはできかねますので，ご注意ください．
※日本皮膚科学会への事前申込者のみ参加できます．
※事前申込みは 4 月 12 日（月）に締切らせていただきました．
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8．スポンサードセミナー
モーニングセミナー：軽食と飲み物をご用意します．
ランチョンセミナー：お弁当とお茶をご用意します．
会期中の全日程で，ランチョンセミナーは，弁当券制となります．
弁当券は，当日のランチョンセミナーのみ下記のとおり配布します．抄録アプリからのお申し込み
も可能です．詳細は，5 月下旬に発行いたします，アプリ内のご案内にてご確認ください．
弁当券配布場所：パシフィコ横浜 1F エントランスホール
弁当券配布日時：6 月 10 日（木）8：00～10：45（アプリ 9：00～10：45）
6 月 11 日（金）7：10～10：50（アプリ 8：10～10：50）
6 月 12 日（土）7：30～10：55（アプリ 8：30～10：55）
6 月 13 日（日）7：30～12：10（アプリ 8：30～12：10）
＊各セミナー毎に発券の限りがございますので，予めご了承ください．
＊配布時間終了後は，直接各会場までお越しください．各セミナーでお弁当に余りがある場合に
はお弁当をお渡しいたします．
＊弁当券は，セミナー開始後 5 分で失効いたしますのでご注意ください．
イブニングセミナー：お菓子と飲み物をご用意します．
9．電子抄録サービス（MICEnavi）
演題検索やスケジュール登録ができる電子抄録サービス（MICEnavi）をご利用いただけます．
パソコンでご利用いただける Web 版，スマートフォンや iPad でご利用いただけるアプリ版がありま
す．
アプリ版はポケットプログラムとしてもご利用いただけますので，ぜひ，ご自身のスマートフォン，
iPad へ事前にダウンロードの上，会場にてご利用ください．参加者アンケートもあります．是非，ご
協力ください．
抄録の閲覧にはパスワードの入力が必要です．
パスワードは日本皮膚科学会雑誌第 131 巻第 5 号臨時増刊号 896 ページに記載しております．
○ Web 版
総会ホームページ（https://jda120.jp/）よりご利用いただけます．
○アプリ版
MICEnavi アプリから，本学会のプログラム情報を検索・閲覧できます．
＜利用開始方法＞
①Apple 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．
②MICEnavi を開いて，アカウント情報を登録しログインしてください．
③MICEnavi 内で「皮膚科学会」または「JDA2021」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．
・公開予定日：2021 年 5 月下旬
・利 用 料：無料（アプリの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．
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10．デルマトオーケストラ演奏会
6 月 12 日（土）18：35 より 1F メインホール（第 1 会場）にて行います．
デルマトオーケストラ代表 戸倉新樹
（浜松医科大学名誉教授，中東遠総合医療センター参与）
デルマトオーケストラ（Dermato-Orchestra）は皮膚科医を中心とするオーケストラで過去 2 回，
皮膚科学術大会の文化活動として浜松で演奏会を行なってきました．第 1 回演奏会は 2016 年第 80
回日皮会東部支部学術大会時にシューベルト交響曲第 5 番を中心に演奏し，第 2 回演奏会は 2018 年
第 34 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会時にブラームス交響曲第 2 番を演奏しました．第 3 回演奏
会は 2020 年第 119 回日皮会総会学術大会時に京都で行う予定にしておりました．しかし新型コロ
ナ・パンデミックの影響で総会は完全 WEB 開催となり，デルマトオーケストラ演奏会も延期とな
りました．この時の演奏曲目はベートーヴェンの第九を予定していました．団員も合唱団も練習を
重ねていましたが，演奏できなかったことは非常に残念で，翌年つまり第 120 回総会に延期するこ
とに決めました．ところがコロナは終息せず，第九の演奏は 2022 年にさらに延期することになり
ました．そこで，今回の演奏会は第九ではなく，感染対策が十分できる，小さめのオケで演奏する
ことを予定しています．これを書いている時点で，まだ緊急事態宣言が解けていませんので，具体
的な曲などを挙げることはできません．しかし感染に配慮しつつも，日皮会総会を盛り上げ，希望
のある演奏を会員の皆様にお届けしたいと思います．

11．その他
1）コングレスバッグ
企業展示会場（展示ホール A/B）内にて，先着 4,000 名の方にお渡しします．会場にお越しいただ
いた参加者に優先配布をいたしますが，残が出た場合には，参加登録の先着順に，会期後郵送させ
ていただきます（会場への参加者は除く）
．
配布時間 6 月 10 日（木）12：00～18：00
6 月 11 日（金） 9：00～18：00
6 月 12 日（土） 9：00～18：00
6 月 13 日（日） 9：00～14：00
2）ドリンク・スイーツコーナー
企業展示会場（展示ホール A/B）内に，ドリンク・スイーツコーナーを設置いたします．数に限り
がありますので，なくなり次第終了とさせていただきます．
設置時間 6 月 10 日（木）12：00～18：00
6 月 11 日（金） 9：00～18：00
6 月 12 日（土） 9：00～18：00
6 月 13 日（日） 9：00～14：00
3）企業展示
パシフィコ横浜 展示ホール A/B にて下記お時間に行います．
密を避けるよう，入場制限させていただく場合もございます．ご協力をお願いいたします．
設置時間 6 月 10 日（木）12：00～18：00
6 月 11 日（金） 9：00～18：00
6 月 12 日（土） 9：00～18：00
6 月 13 日（日） 9：00～14：00
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4）書籍展示
パシフィコ横浜 3F，5F 各ホワイエおよび展示ホール A/B にて医学専門書の展示販売を行います．
5）クローク
下記要領で設置します．
パシフィコ横浜 1F エントランスホール
お預かり時間 6 月 10 日（木）8：00～19：30
6 月 11 日（金）7：10～19：45
6 月 12 日（土）7：30～19：45
6 月 13 日（日）7：30～17：00
6）記念写真撮影
6 月 11 日（金）14：35 より，第 1 会場（1F メインホール）で行います．
7）質疑をされる皆様へ
発言は全て座長の指示に従い，マイクを用いて，所属・氏名を述べてから行ってください．
マイク使用後は，マイクに備えつけの除菌シートでマイクを拭ってからお席に戻っていただくよう
ご協力をお願いします．
8）会員間の連絡
掲示板を参加登録受付周辺に用意します．所定の用紙に連絡事項をご記入の上，ご自身で掲示して
ください．
連絡用紙は翌日には取り外します．会員の呼び出しは原則として行いません．
9）写真撮影
講演会場，ポスター会場におきまして写真撮影・動画の撮影または録音等は，著作権保護および個
人情報保護の観点から全面的に禁止させていただきます．ただし，事前に運営事務局（E-mail：
jda2021@dermatol.or.jp/公益社団法人日本皮膚科学会内）へ申請されて許可を得た方に限っては撮
影・録音・録画等を認めます．
10）マスコミ対応
会場内における取材に関しては，会頭の事前の許可を必要とします．
当日のお申込みは受け付けません．
11）会員証
学会に参加される会員の方は，必ず会員証をご持参ください．
12）駐車場
■みなとみらい公共駐車場
普通車 約 1,180 台（7：00～24：00 営業 30 分 270 円）
＊無料券，割引券の取り扱いは行っておりませんので，ご了承ください．
13）インターネットについて
パシフィコ横浜内では Wi-fi が使用できます．
SSID：FREE-PACIFICO
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