第 63 回学術集会会期中に開催予定の各種講習会および
セミナーに関するお知らせ
一般社団法人 日本形成外科学会
理事長 清川 兼輔

第 63 回学術集会会期中に併催予定の下記講習会・セミナーについて，開催方法および追加申し込
みに関する事項が決定いたしましたので，あらためてお知らせいたします。
＊後日 Web 受講を選択される場合，第 63 回学術集会への事前登録が必要となります。
事前登録方法などについては，第 63 回学術集会事務局へお問い合わせください。
【春季学術講習会】
1．
開催方式：①当日の現地受講 ②後日の Web 受講 からの選択方式
［現地開催］
開催日時：8 月 25 日（火）13：00～17：00（予定）＜学術集会前日＞
会
場：ポートメッセ名古屋 第 1 会場 イベント館 1 階 イベントホール
［後日の Web 受講］
受講可能期間：8 月 31 日（月）～9 月 4 日（金）
受講場所：第 63 回学術集会動画公開ページ
＊後日会員マイページへ受講歴が反映されます。
【皮膚腫瘍外科分野指導医教育セミナー】
2．
開催方式：①当日の現地受講 ②後日の Web 受講 からの選択方式
［現地開催］
開催日時：8 月 27 日（木） 8：30～9：30（予定）
会
場：ポートメッセ名古屋 第 2 会場 第 3 展示館 特設会場
［後日の Web 受講］
受講可能期間：8 月 31 日（月）～9 月 4 日（金）
受講場所：第 63 回学術集会動画公開ページ
＊後日会員マイページへ受講歴が反映されます。
【小児形成外科分野指導医教育セミナー】
3．
開催方式：①当日の現地受講 ②後日の Web 受講 からの選択方式
［現地開催］
開催日時：8 月 26 日（水） 16：00～17：00（予定）
会場：ポートメッセ名古屋 第 5 会場 交流センター4 階 第 6 会議室
［後日の Web 受講］
受講可能期間：8 月 31 日（月）～9 月 4 日（金）
受講場所：第 63 回学術集会動画公開ページ
＊後日会員マイページへ受講歴が反映されます。
【再建・マイクロサージャリー分野指導医教育セミナー】
4．
開催方式：①当日の現地受講 ②後日の Web 受講 からの選択方式
［現地開催］
開催日時：8 月 28 日（金） 9：00～10：00（予定）

会
場：ポートメッセ名古屋 第 1 会場 イベント館 1 階 イベントホール
［後日の Web 受講］
受講可能期間：8 月 31 日（月）～9 月 4 日（金）
受講場所：第 63 回学術集会動画公開ページ
＊後日会員マイページへ受講歴が反映されます。
【乳房増大用エキスパンダー/インプラント講習会】
5．
開催方式：学術集会後日の Web 受講のみ
［後日の Web 受講］
受講可能期間：8 月 31 日（月）～9 月 4 日（金）
受講場所：第 63 回学術集会動画公開ページ
＊後日，受講証を事務局より郵送いたします。
上記 1～5 の講習会は，7 月 1 日（水）～7 月 31 日（金）の 1 ヵ月間，追加申し込みを受け付けて
おります。申し込み方法は下記のとおりです。
1）形成外科学会会員カードでのお申し込み
2）本会告の申込用紙を用いた郵送によるお申し込み（1．春季学術講習会および 5．乳房増大用講
習会のみ）
＊各種分野指導医教育セミナーの追加申し込みは 1）の会員カードによるお申し込みに限ります。
追加申し込み期間終了後，学会事務局より受講形式確認のメールを登録メールアドレス宛にお送り
いたしますので，必ず回答をご返信いただきますようお願いいたします。
回答が得られなかった場合は，
［後日の Web 受講］を選択されたものとして対応させていただくこ
とになりますのでご注意ください。
また，すでに上記講習会にお申し込みいただいており，変更後の日程で参加される予定の先生にお
かれましても同様に，どちらの受講形式を選択されるかの確認メールを登録メールアドレス宛にお送
りいたしますので，必ず回答をご返信いただきますようお願いいたします。
申し込み締め切り日から 10 日以内に事務局からの確認メールが届かない場合，登録メールアドレ
スが誤っている可能性があります。その場合は下記の事務局までメールでお問い合わせください。
なお，上記講習会にすでにお申し込みいただいており，変更後の日程や Web 受講では参加が適わず
キャンセルを希望される先生への払い戻しの対応は，7 月 31 日（金）までとなっておりますので，期
日までに学会事務局へメールでご連絡ください。
【お問い合わせ先】
一般社団法人日本形成外科学会事務局
E-mail：jsprs-office01@shunkosha.com
TEL：03-5287-6773 FAX：03-5291-2176
〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12 新宿ラムダックスビル 9F

【申し込み方法】
1）形成外科学会会員カードでの Web お申し込み
＊各種分野指導医教育セミナーの追加申し込みはこちらの会員カードによるお申し込みに限ります。

1．日本形成外科学会 会員マイページへログイン
（https://mypage.sasj2.net/jsprs/login）
2．会員マイページの専門医ページから希望する講習会・セミナーを選択
3．形成外科学会会員カードのクレジットカード機能で決済し，申し込み受付完了
※カード決済は形成外科学会会員カードのみご利用いただけます。
4．講習会当日は形成外科学会会員カードによる受付を行います。入室・退室時（2 回）出席
確認を行いますので，必ず形成外科学会会員カードを持参してください。
※レジュメにつきましては後日ご連絡させていただきます。
※受講履歴につきましては後日，入金・入室・退室の 3 点を確認の後，会員マイページ上
に反映されます。
※納入された受講料は原則として返金いたしません。予めご了承ください。
※形成外科学会会員カードでお申し込みされた場合，参加章の送付はございません。
【Web お申し込みに関する問い合わせ先】
日本形成外科学会 事務局
メール jsprs-office01@shunkosha.com
電話 03-5287-6773

2）郵送によるお申し込み
①申込用紙に必要事項をご記入のうえ，
受講料（1 講習 10,000 円）を添えて現金書留でお申し込みください。1 通の現金書留で複数
人数分，または複数講習会分をお申し込みいただいてもかまいませんが，申込用紙は 1 名に
つき 1 枚を使用してください。
講習会当日は受講料を取り扱いいたしません。また，一度前納された受講料は返却いたしませ
んので，予めご了承ください。
②送付先は下記のとおりです。
〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12 新宿ラムダックスビル 9F
一般社団法人日本形成外科学会 講習会・セミナー受付 宛
TEL：03-5287-6773
※レジュメにつきましては後日ご連絡させていただきます。
※受講証明書につきましては後日，受講記録確認後，マイページ上へ発行の予定です。
③申し込み締切：2020 年 7 月 31 日（金）
［必着（郵送の場合）
］
※締め切りを超過したものは受け付けをいたしません。お早目にお申し込みください。
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