第30回日本小児リウマチ学会学術集会のご案内
参加者の方へ
第 30 回日本小児リウマチ学会学術集会は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のため、当
初の予定通り現地参加と WEB 参加のハイブリット開催といたします。
WEB 配信は Zoom ライブ配信とオンデマンド配信となり、学会ホームページより参加登録してい
ただき、ID・パスワードを使ってご視聴ください。
●会期
【現地およびライブ配信】
すべてのプログラム
2021 年 10 月 15 日（金）～17 日（日）
※若手優秀演題奨励賞候補演題は事前に収録をしたオンライン口演発表を当日公開し、ライ
ブ開催（現地および WEB）にて質疑応答を開催いたします。
※一般演題（口演）は事前に提出いただいた音声付き発表データをオンデマンド配信し、ラ
イブ開催（現地および WEB）にて質疑応答を開催いたします。
【オンデマンド配信期間】
一般演題
10 月 1 日（金）～11 月 30 日（火）
会長講演、基調講演、教育講演、シンポジウム、Year in Review、PRAJ Cutting Edge、PRAJ
Essential、メディカルスタッフ育成企画（予定）
10 月 25 日（月）～11 月 30 日（火）
●会場
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●参加登録
受付の混雑緩和のため、会場に来場予定の方も学術集会ホームページから参加登録いただき
ますようお願いいたします。
参加区分
一般
メディカルスタッフ・学生

参加費
13,000 円
6,000 円

【受付期間】
2021 年 9 月 21 日（水）～2021 年 11 月 4 日（木）
※10 月 15 日・16 日・17 日のライブ配信視聴希望のかたは、10 月 8 日（金）までにご登録、ご
入金手続きをお願いします。
【参加登録方法】
※参加登録受付期間中に学術集会ホームページよりオンライン参加登録を行ってください。
支払いは①クレジットカード決済 ②コンビニ支払い ③インターネットバンキング／ペ
イジー支払いのいずれかとなります。

【領収証 および参加証明書】
参加登録サイトよりダウンロードいただけます。
参加証明書は Web 開催特設サイトの公開期間中にダウンロードください。
※現地会場にお越しの先生方は、会期当日、参加登録受付でネームカードと日本小児科学会
専門医資格更新単位申請用参加証をお受け取りください。
※氏名と所属をご記入の上、会期中は必ずネームカードをご着用ください。

参加区分
① JIA 研修会のみご参加
② イブニングシンポジウム 2 のみご参加
③ メディカルスタッフ育成企画のみご参加

参加費
1,000 円
無 料
無 料

【受付期間】
2021 年 9 月 21 日（水）～2021 年 10 月 8 日（金）
【参加登録方法】
※運営事務局 （praj30@cs-oto.com）まで、メールで参加希望のセッション名、お名前、ご
所属、職種をご連絡ください。JIA 研修会の参加費は銀行振り込みでお願いいたします。
（振
込先はご登録いただいた際にご連絡いたします）
●抄録集
PDF：
会員の皆さま、および非会員のかたでお申込みをいただいたかたは、学術集会 HP からダウ
ンロードをして御覧いただけます。閲覧用のパスワードは追ってご連絡いたします。
冊子：
【会員の皆さまへ】
会員の皆さまへは会員登録いただいたご住所へ発送させていただきます。
【非会員・学生の皆さまへ】
1 冊 2,000 円でご購入いただけます。参加登録時に一緒にお申込みください。
●年会費・新入会の受付
学会開催当日、会場にて年会費の受付を行います。
年会費未納の方は受付窓口でお手続きください。新規入会ご希望の方もお申し出ください。
●単位取得
日本小児科学会 専門医更新単位（新制度）
・参加 1 単位 ※現地参加の方のみ取得可能です。（WEB 参加の場合は不可）
現地受付にて申請用の参加証をお渡しします。
・ⅲ小児科領域講習 1 単位 10 月 16 日（土）第 1 会場 基調講演
※現地参加の方のみ取得可能です。
（WEB 参加の場合は不可）
※iii 小児科領域講習は、受講証を第 1 会場で配布します。

●懇親会
新型コロナウイルス感染予防対策および感染防止のため、懇親会は中止とさせていただきま
す。
●託児室
本学術集会では、託児室のご用意はございません。
口演発表の方へ
●発表時間
【一般演題】
発表（事前動画提出）6 分・質疑応答（当日）4 分
【若手優秀演題奨励賞候補演題】
発表（事前収録）6 分・質疑応答（当日）4 分
●現地参加の場合
発表 10 分前までに会場内左前方の次演者席へお着きいただき、動画データ再生の終了前に演台
へお願いいたします。
●WEB ご参加の場合
セッション開始 30 分前に運営事務局より送付の Zoom ミーティング URL よりご入室ください。
操作方法や音声チェック等は、Zoom ご入室後、スタッフからご案内いたします。
ご講演時間になりましたら、事前提出済みの動画データを再生いたします。
再生が終了いたしましたら、質疑応答のご対応をお願いいたします。
なお、Zoom ミーティングの URL は会期 1 週間ほど前にご案内いたします。
●会場でのご発表
口演発表はすべて PC（パソコン）による発表のみとさせていただきます。
お持ち込みいただけるメディアは、USB メモリのみとさせていただきます。PC 本体のお持ち
込みも可能です。
・会場に用意する PC は、Windows 10 です。使用するアプリケーションは、
Windows 版 Power Point 2010／2013／2016／2019 です。
・動画ファイルを含む場合は、PC 本体をお持ち込みください。
・Macintosh は PC の持ち込みのみで対応致します。その際は、一般的な 15pin
モニターケーブル（右図参照）に接続いたしますので、必ず変換コネクター
をお持ちくださいますようご注意ください。
・発表者は、ご発表セッション開始予定 30 分前までに、4C 会議室の PC 受付まで発表メディア
をご持参いただき、来場チェックを受けてください。
【PC 受付時間】
10 月 15 日（金）13：30～18：00
16 日（土） 8：15～18：00
17 日（日） 8：30～14：00
・運営事務局で用意した PC 内にコピーした発表データにつきましては、発表終了後、運営事務
局で責任を持って削除いたします。

一般演題座長の方へ
●現地参加の場合
ご担当されるセッションの開始 10 分前までに会場内右前方の次座長席へお着きください。
セッションの進行は時間厳守でお願いいたします。時間を延長しての質疑応答は行わないでく
ださい。
※会場では演台上に計時装置が設置してあり、発表終了 1 分前に黄色、時間が来たら赤色の警
告ランプが点灯します。
●WEB ご参加の場合
ご担当されるセッション開始 30 分前に運営事務局より送付の Zoom ミーティング URL よりご
入室ください。
操作方法や音声チェック等は、Zoom ご入室後、スタッフからご案内いたします。
なお、Zoom ミーティングの URL は会期 1 週間ほど前にご案内いたします。
討論、追加発表される方へ
●発言される方は、座長の先生の指示に従ってください。現地では討論用マイクを使って、所属・
氏名を述べてからご発言をお願いいたします。WEB 参加のかたはチャット機能を利用いただき、
質問をご入力ください。
その他ご案内
●関連会議のご案内
新型コロナウイルス感染予防対策および感染防止のため、総会、理事会は中止とさせていただ
きます。
●呼び出し
原則として会場内でのお呼び出しはいたしません。受付付近に伝言板をご用意しますのでご利
用ください。
緊急のご連絡は学会本部または総合受付までお申し出ください。
●クローク
下記の時間帯で設置いたします。各日、お引き取り忘れのないようお願いいたします。
【お預かり日時】
10 月 15 日（金）13：00～20：15
16 日（土） 8：15～20：15
17 日（日） 8：30～15：15
お願い
会場内は禁煙です。
会場内での携帯電話の使用はご遠慮ください。マナーモードもしくは電源をお切りください。
講演会場内および WEB 配信される講演の撮影、録音、録画は固く禁止いたします。ご理解、ご
協力のほどお願いいたします。

本年の若手優秀演題奨励賞候補演題発表は、事前にオンラインで口演発表を行いました。
収録した口演の公開と質疑応答を、学術集会 1 日目 10 月 15 日（金）18:45～20:05 に行います。

1. 若手優秀演題奨励賞候補演題（研究部門、症例部門）は 6 名の演題査読委員の採点により選出さ
れました。
2. 査読採点の結果、研究部門 3 演題・症例部門 5 演題を最終候補演題といたしました。
3. 6 名の奨励賞審査委員にオンライン聴講いただき、最終判定を行います。
4. 最優秀演題奨励賞受賞者（研究部門、症例部門）に、賞状と記念品が授与されます。

若手優秀演題奨励賞演題 査読委員
秋岡 親司  小林 一郎  清水 正樹  冨板美奈子  西小森隆太  森  雅亮
若手優秀演題奨励賞演題 審査委員
秋岡 親司  岩田 直美  梅林 宏明  大西 秀典  岡本 奈美  坂東 由紀
（五十音順、敬称略）

