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ご案内
第123回日本医学物理学会学術大会は現地とWEBの+\EULG形式で開催いたします．
 （開催期間）
   4月14日（木）～�月��日（水）正午　※会場会期は4月14日（木）～4月��日（日）

1． 参加登録のご案内
 参加登録期間
 3月��日（火）正午～�月��日（日）正午

 1）  オンライン登録となります．参加登録に関する詳細は大会ホームページをご覧ください．
   学会場での参加登録は実施いたしませんので，現地開催にご参加の場合もあらかじめオンラ

イン参加登録をお済ませの上でご来場ください．
 2）  参加登録画面入力後��時間以内に必ず参加費をお支払いください．期限内に参加費のお支

払いがない場合は参加登録が完了せず，キャンセルされます．なお，参加費のお支払いには
クレジットカードが必要です．

 3）  本大会への参加登録で会場・WEB両方に参加できます．
 4）  本大会への参加登録で他の2大会（-56��-657）および ,7(0にも参加できます．
� �）  現地開催にご参加の場合は，会場でネームカードを発券いたします．オンライン参加登録時

に発行される45コードをご用意の上でご来場ください．大会会場や機器展示会場では， 必
ずネームカードを着用してください．ネームカードの再発行はいたしません．ネームカード
の紛失にご注意ください．

  ネームカード発券時間
  4月14日（木） 11：00～��：00
  4月��日（金）� � �：��～��：00
  4月16日（土）� � �：��～��：00
  4月��日（日）� � �：��～16：00

 　発券場所　パシフィコ横浜　展示ホールA

 6）  WEB開催にご参加の場合は，オンライン参加登録時に入力されたメールアドレスとパス
ワードでログインが可能です．

� �）  本大会で登録された方には，日本医学物理学会学術大会出席証明書を発行します．この出席
証明書は医学物理士認定機構の医学物理士認定制度施行細則により，認定時および更新時，
「カテゴリーⅢ：医学物理に関する学術大会等への参加，コード ,�」として3単位の証明書
になります．

� �）  大会出席証明書および参加費領収書は，参加登録完了メールに記載されている85/より，
4月��日（月）以降ダウンロードできるようになります．現地開催にご参加の場合も，学会
場では発行いたしませんのでご了承ください．
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1.1 正会員および社会人の学生会員
 1）  オンライン登録を行ってください．（参加登録費：������円）
 2）  会場参加時は会場にてネームカードの発券をおこなってください．
 3）  学術大会出席証明書・領収書はオンライン上での発行を予定しております．
 4）  報文集は4月1日（金）～�月��日（水）に限り参加登録完了後に届くメール内に記載されて

いる85/より3')データの閲覧・ダウンロードが可能です．会場参加者の方のみ冊子の引
換を展示ホールAの JSMPデスク報文集引換所にておこないます．ネームカード発券時に併
せて発行される報文集引換券を展示ホールAの JSMPデスク報文集引換所に持参し報文集を
お受け取りください．（冊子の数量には限りがあります．先着順となります．）

   ※冊子の郵送はおこないません．会場参加されない方で冊子を希望される場合は別途 JSMP
学会事務局より購入手続きを行ってください．

1.2 学生会員および非会員の学生（除：社会人学生）
 1）  オンライン登録を行ってください．（参加登録費：1,000円）※登録に際して学生証のスキャ

ンデータの提出が必要になります．
 2）  会場参加時は会場にてネームカードの発券をおこなってください．
 3）  学術大会出席証明書・領収書はオンライン上での発行を予定しております．
 4）  報文集は別売り（2,100円）です．会場の自動券売機で報文集引換券をクレジットカードに

より購入することができます．（冊子の数量には限りがあり，先着順となります．）引換券を
ご購入の場合，展示ホールAの JSMPデスク報文集引換所にて報文集をお受け取りください．

   ※会場参加されない方で冊子を希望される場合は別途 JSMP学会事務局より購入手続きを
行ってください．

1.3 非会員
 1）  オンライン登録を行ってください．（参加登録費：30,000円）
 2）  会場参加時は会場にてネームカードの発券をおこなってください．
 3）  学術大会出席証明書・領収書はオンライン上での発行を予定しております．
 4）  報文集は別売り（2,100円）です．会場の自動券売機で報文集引換券をクレジットカードに

より購入することができます．（冊子の数量には限りがあり，先着順となります．）引換券を
ご購入の場合，展示ホールAの JSMPデスク報文集引換所にて報文集をお受け取りください．

   ※会場参加されない方で冊子を希望される場合は別途 JSMP学会事務局より購入手続きを
行ってください．

2． 教育講演
  ※ 教育講演出席証明書が必要な方は，参加登録手続きに加えてオンラインでの教育講演資料の

購入，出席証明書申請手続きが別途必要になります．
 1）  教育講演資料は3')データのオンライン購入をおこなってください．購入期間は�月��日

（日）正午迄です．大会期間中のみデータの閲覧・ダウンロードが可能です．
 2）  教育講演資料購入者のうち会場参加され冊子を希望される方は，展示ホールAの JSMPデス

ク教育講演資料引換所にて，オンライン購入後に届くオンライン決済完了メールを印刷した
ものを提示することで冊子を引き換えることが出来ます．（冊子の数量には限りがあり，先
着順となります．）

 3）  教育講演出席証明書発行には，該当セッションの視聴・閲覧後，オンライン申請が必要です．
   教育講演を視聴・閲覧し，視聴コードを取得し手元に控えてください．会場・WEB視聴問
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わず，取得した視聴コードを用いて，必ずオンライン申請をおこなってください．
 4）  申請内容を確認し，教育講演資料の購入確認が取れた方のみWEB会期終了後に教育講演出

席証明書を郵送いたします．
   この出席証明書は医学物理士認定機構の医学物理士認定制度施行細則により，認定時および

更新時，「カテゴリーⅡ：医学物理士業務に関する講習会等への参加，コード)�」として3
単位の証明書になります．

� �）  出席証明書の対象となる教育講演は，
  教育講演1「クロスリアリティ技術を活用した医療放射線防護教育への展開」藤淵　俊王
  教育講演2「診療報酬改定 -新技術提案に要求される情報 -」遠山　尚紀
  教育講演3「量子コンピュータと量子技術の現状と応用の可能性」藤井　啓祐
  教育講演4「散乱イメージング理論とマイクロ波マンモグラフィの原理」木村　建次郎
  教育講演�「7DUJHWHG�$OSKD�5DGLRQXFOLGH�7KHUDSLHV�IRU�2YDULDQ�&DQFHU」(YD�%H]DN
  教育講演6「論文タイトルとアブストラクトの英語表現」中山　裕木子　
  の計6セッションです．

3． 口頭発表者へのご案内
 1）  発表当日は，そのまま発表会場へお越しいただき発表することができます．（発表用データ

を事前に登録いただいておりますので，3&プレビューセンターにお越しいただく必要はあ
りません．）

 2）  事前登録された発表用データの差し替えや修正はできませんので十分にご注意ください．
 3）� �3&持ち込みによる発表には対応できませんのであらかじめご了承ください．
 4）  発表時間を厳守してください．
  一般演題発表： 12分（発表�分，討論4分，交替時間を含む）
� � ,&537�� � � �： 10分（発表�分，討論3分，交替時間を含む）

4． 座長へのお願い
 1）  座長はセッション開始10分前までに各会場受付においでください．
 2）  口頭発表 1演題あたりの発表時間は，一般演題発表： 12分（発表 �分，討論 4分， 

交替時間を含む），,&537： 10分（発表�分，討論3分，交替時間を含む）です．
 3）  発表終了1分前に黄ランプ，発表終了時に赤ランプでそれぞれお知らせします．
 4）  進行は座長に委ねますが，セッションの終了時間は厳守してください．

��� &\3RV閲覧のご案内
5.1 閲覧期間
 4月4日（月）正午～�月��日（水）正午

5.2 閲覧について
 1）  オンライン参加登録を済ませてください．
 2）  インターネットに接続したご自身の3&・タブレット機器・スマートフォン端末から全演題

の閲覧ができます．
 3）  すべての&\3RV演題は，演者氏名・所属・キーワードで検索できます．
 4）� �&\3RV閲覧画面にブックマーク機能があります．後でもう一度見たい演題等の際にご利用く

ださい．
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6． 大会長賞等
� �� &\3RVにアップロードされたファイル，抄録・報文原稿，プレゼンテーション評価に基づき，
日本語演題の中から，優秀な発表者に対して大会長賞を授与します．-657�-603合同での
,&537立ち上げに伴い，学生奨励賞は ,&537賞に包括される形となりました．

7． 昼食付セミナー予約券 /整理券の配布について
   今大会においては事前予約及び当日の整理券配布共に行いません．
  現地開催にご参加の場合は，直接会場にお越しください．

8． クローク
   展示ホールAおよび会議センター�)にご用意しておりますが，感染拡大防止のためなるべく
ご利用はお控えください．

9． 伝言・掲示
   会議センター�)に連絡用の掲示板を設けていますのでご利用ください．

10．合同会員懇親会，合同会員セレモニーおよび合同閉会式
 合同会員懇親会
  今大会においては感染症拡大防止の観点から合同会員懇親会は実施いたしません．

 合同会員セレモニー
   お誘い合わせの上，多数ご参加ください．
  （各種表彰はWEB上で�月10日（火）��：00掲示予定です .）
  日　時：4月��日（日）13：10～13：��
  会　場：国立大ホール

 合同閉会式
   オンラインで大会長賞および ,&537優秀演題賞等の発表を行います．詳細は大会HPよりご確
認ください．

  日　時：�月16日（月）16：00～��：00

11．会場内のWiFiについて
   パシフィコ横浜館内（アネックスホールを含む）は，講演会場内を除き，全フロアで:L)Lに
接続できます．パスワードはかかっておりませんので【)5((�3$&,),&2】に接続してください．

12．喫煙者へのお願い
   会議センター展示会場を含む敷地内は終日禁煙です．喫煙は所定の喫煙室をご使用下さい．

13．写真撮影等の禁止
   会場内でのカメラおよびビデオ撮影・録音は禁止されています．ただし，広報等のために実
行委員会の承諾を得た者については，この限りではありません．その場合には許可されたこと
を示す専用の腕章をつけてください．（腕章は展示ホールAのPress受付で貸与いたします．）
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14．WEB開催期間中における動画視聴及びスライド閲覧に際しての注意
   WEB開催期間中の講演動画及び視聴時に掲載されるスライド（スライド・画像・動画など）
に関する，ビデオ撮影・録音・写真撮影（スクリーンショットを含む）行為，WEB上（SNSを
含む）への公開を固く禁じます．

15．大会開催期間の託児ルームについて
   大会開催期間中に託児ルームを設営いたします．（無料・要予約）※託児料金は全額「-5&����」
で負担いたします．詳しくは JSMP123大会ホームページ「託児ルーム」をご覧ください．

16．「総合プログラムアプリ」によるアブストラクト閲覧のご案内
   大会で発表されるすべての演題のアブストラクトを閲覧することができます．アブストラク
トの他にプログラムの閲覧・検索や予定管理ができます．詳しくは大会ホームページをご覧く
ださい．

17．AFOMP（アジア・オセアニア医学物理学会連合）からの参加者の受け入れについて
   前大会に引き続き今大会でも，$)203（アジア・オセアニア医学物理学会連合）会員に加え
て ,203（国際医学物理機構）会員の一般口演への積極的な参加受け入れを推進しております．
本大会が国内の会員はもとより，諸外国の同分野の会員との学術的交流を深めて医学物理の研
究および臨床のさらなる発展につながっていくことを期待しております．積極的な交流をお願
いいたします．
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