参加者へのご案内
１．Web 参加登録
＜ Web 参加登録＞
Web 参加登録受付期間：～ 2021 年 12 月 14 日（火） 17:00 まで
【ライブ配信期間】 2021 年 11 月 27 日（土）
・28 日（日）
【オンデマンド配信期間】 2021 年 12 月 8 日（水）正午～ 15 日（水）正午
※ Web 参加登録をいただいた方に、登録完了メールにて、Web 公開サイトへのログイン ID とパスワード
をお知らせいたします。
Web 公開サイトの URL は、本ホームページより後日ご案内させていただきます。
◆参加費
参加区分
・医師・医療従事者・企業：10,000 円
・学部学生・大学院生・初期研修医：無料
※証明書のコピーを参加登録システムにてアップロードしてください）
◆抄録集
プログラム・抄録集は Web 上でご覧いただく形となります。プログラム・抄録集の販売はございません。
学会事務局の会員名簿にメールアドレスの登録がある学会員と事前参加登録いただいた方には閲覧用
のパスワードをメールにてご連絡させていただきます。
◆オンライン登録
１）Web 参加登録画面より、必要事項を入力し事前参加登録を行ってください。
登録を受付けますと、自動返信メールが送付されます。24 時間以内にメールが届かない場合は、
必ず下記、運営事務局までお問い合わせください。
２）参加費のお支払
クレジットカード決済のみとなります。
Web 参加登録画面に従い、クレジット決済にてお支払いください。
３）キャンセルについて
※参加登録後の取り消しは、お受けいたしかねます。
一旦払込いただきました参加費は、返金いたしかねます。ご了承ください。二重登録にご注意くだ
さい。
４）※団体登録は受付いたしません。

２．年会費・新入会受付
一般演題の発表者（筆頭演者）は、日本性感染症学会の会員に限ります。未入会の方は入会手続きとして、

「入会申込用紙の提出」および「年会費の納入」を必ず日本性感染症学会事務局にて行ってください。

なお、
「入会申込用紙」は、日本性感染症学会ホームページ内の入会案内よりダウンロードしてください。
会期中は下記受付にて入会手続きを承ります。
＜日本性感染症学会事務局＞
〒 162-0801

東京都新宿区山吹町 358-5

TEL：03-6824-9379

アカデミーセンター

FAX：03-5227-8631

Email：jssti-post@bunken.co.jp
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３．認定士への集い
＜ライブ配信＋オンデマンド配信

ともに単位付与の対象＞

Web での視聴（ライブ配信、オンデマンド配信）をもって教育研修取得単位（10 単位）が付与されます。
11 月 27 日（土） 14：45 ～ 15：45

第 3 会場（Web 会場）にてライブ配信を行います。

認定士の方のみではなく、性感染症に関心のある方々のご参加をお待ちしております。
＜ライブ配信時＞
各セッションの視聴記録を確認いたします。ライブ配信サイトへの入室時間、退出時間を確認後、後日、
参加証明書を送付いたします。
＜オンデマンド配信時＞
最後まで視聴しますと、視聴完了マークがつき、参加証明書がダウンロード可能となります。

４．本学会の教育研修単位の取得について
Ⅰ．本学術大会参加

日本性感染症学会認定制度（新規・更新）

教育研修単位：20 単位
参加証を証明として、認定資格（新規・更新）申請時に提出が必要となります。再発行はできませんの
で、大切に保管してください。
Ⅱ．年次学術大会時の「卒後・生涯学習プログラム」の指定について
日本性感染症学会認定制度の施行細則別表に規定する「日本性感染症学会年次学術大会時の卒後・
生涯学習プログラム」
（10 単位）には、次の 3 つのプログラムが対象となります。
※卒後・生涯学習プログラムは、いづれか 1 プログラムの視聴で 10 単位となります。
複数プログラムを視聴しても、卒後・生涯学習プログラム 10 単位を増やすことはできません。
※学術大会の参加（20 単位）、認定士の集い（10 単位）と合わせて、一度の年次学術大会にて最大 40
単位を取得することができます。
＜ライブ配信＋オンデマンド配信
卒後・生涯学習プログラム

ともに単位付与の対象＞

シンポジウム１

2021 年 11 月 27 日（土） 9：45 ～ 11：20

第 2 会場

「性教育を考える」
司会：岩室

紳也（ヘルスプロモーション推進センター代表
厚木市立病院

S1-1

学校教育での性感染症の取り扱い学年と科目
森

S1-2

体育学部体育学科）

雄亮（武蔵大学

社会学部）

発達段階に合わせた性感染症予防教育
渡會

S1-4

良一（東海大学

全国調査からみる青少年の性行動の現状と変化
林

S1-3

泌尿器科）

睦子（東京医療保健大学

医療保健学部）

青年期・性成熟期を対象とした性教育－プレコンセプションケアの視点から－
岡山

久代（筑波大学医学医療系）
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卒後・生涯学習プログラム

シンポジウム６

2021 年 11 月 28 日（日） 10：30 ～ 12：00

第 2 会場

「女性に限らない HPV 関連癌について知ろう！～子宮頸癌以外の HPV 関連癌」
司会：川名
重原
S6-1

一慶（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科

泌尿器科）

昌平（金沢大学附属病院

泌尿器科）

Human Papillomavirus（HPV）と口腔癌の関係について
重石

S6-3

産婦人科学系産婦人科学分野）

尿路性器癌と HPV 感染
川口

S6-2

敬（日本大学医学部

英生（広島大学大学院医系科学研究科

口腔健康科学講座

公衆口腔保健学研究室）

HIV 陽性者における HPV 関連肛門管癌について
井戸田一朗（しらかば診療所）

S6-4

増えている HPV 関連中咽頭癌
室野

重之（福島県立医科大学

卒後・生涯学習プログラム

耳鼻咽喉科）

シンポジウム７

2021 年 11 月 28 日（日） 13：30 ～ 15：00

第 1 会場

「HPV ワクチン再開に向けて」
司会：上田
S7-1

産科学婦人科学）

本邦における HPV 関連がんと HPV ワクチンの状況
上田

S7-2

豊（大阪大学大学院医学系研究科
豊（大阪大学大学院医学系研究科

産科学婦人科学）

子宮頸がんのない未来へ：諸外国の HPV ワクチンプログラムとその効果
Sharon Hanley（北海道大学環境健康科学研究教育センター）

S7-3

HPV ワクチンの副反応問題とは何だったのか
柴田

S7-4

健雄（金沢医科大学医学部

産科婦人科学）

思春期の子どもの機能性身体症状とその対応
小柳

憲司（長崎県立こども医療福祉センター

小児心療科）

＜ライブ配信時＞
各セッションの視聴記録を確認いたします。ライブ配信サイトへの入室時間、退出時間を確認後、後日、
参加証明書を送付いたします。
＜オンデマンド配信時＞
最後まで視聴しますと、視聴完了マークがつき、参加証明書がダウンロード可能となります。
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５．日本産科婦人科学会

単位について

＜オンデマンド配信期間内での視聴のみ単位付与の対象＞
11 月 27 日（土）
・28 日（日）のライブ配信の視聴では単位付与となりませんのでご注意ください。
※共通講習・領域講習などセッションの事前予約はございません。
※視聴に際し定員はございません。
※ Web 視聴期間中、好きな時間に好きなセッションを閲覧可能です。
※ Web 参加登録をもって、専門医研修出席証明（10 単位）が付与されます。
※下記のセッションの視聴にて、日本専門医機構による産婦人科領域の「共通講習」、
「領域講習」の認定
を行います。
＜共通講習＞
●シンポジウム 3 「難治性性感染症」
＜領域講習＞
●シンポジウム 2 「性器感染と不妊と流早産」
●日本エイズ学会ジョイント（合同）シンポジウム
「わが国の HIV 感染妊娠の現状と課題～厚労省研究班報告から～」
●共催セミナー

「梅毒の臨床

“ 性感染症診断・治療ガイドライン 2020” の解説」
共催：積水メディカル株式会社

●共催セミナー

「性感染症領域における検査・診断について」

共催：東ソー株式会社

※ 単位セッションに関しましては、セッションを最後まで視聴することならびに「共通講習」では、設問
回答をもって単位を付与いたします。視聴だけでは付与対象になりませんので、ご注意ください。
また、視聴ならびに設問回答が 12 月 15 日正午までに終了していることが、単位付与の必須条件とな
ります。各単位セッション時間を確認し、必ず 12 月 15 日正午までに視聴ならびに設問回答を完了さ
せてください。
※その他、以下の単位の認定を受けております。

６．日本泌尿器科学会

単位について

※オンデマンド配信期間内での視聴のみ単位付与の対象となります。
11 月 27 日（土）
・28 日（日）のライブ配信の視聴では単位付与となりませんのでご注意ください。
※※ Web 参加登録をもって、専門医教育研修単位（1 単位）が付与されます。専門医認定更新申請時に学
会参加証の原本を添付していただきます。参加証は必ず保管してください。
※下記のセッションの視聴にて、日本専門医機構による泌尿器科科領域の「領域講習」の認定を行います。
＜オンデマンド配信期間内での視聴のみ単位付与の対象＞
＜領域講習＞
●シンポジウム 5 「性感染症

原因微生物

現在のトピックス」

※ 単位セッションに関しましては、セッションを最後まで視聴することならびに設問回答をもって単位
を付与いたします。視聴だけでは付与対象になりませんので、ご注意ください。また、視聴ならびに
設問回答が 12 月 15 日正午までに終了していることが、単位付与の必須条件となります。各単位セッ
ション時間を確認し、必ず 12 月 15 日正午までに視聴ならびに設問回答を完了させてください。
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７．共催セミナー（オンデマンド配信のみ）
●共催セミナー 「梅毒の臨床
演者：古林

“ 性感染症診断・治療ガイドライン 2020” の解説」

敬一（そねざき古林診療所）

共催：積水メディカル株式会社
●共催セミナー 「性感染症領域における検査・診断について」
司会：野口
演者：安田

靖之（愛知医科大学

周産期母子医療センター）

満（札幌医科大学医学部

感染制御・臨床検査医学講座）

共催：東ソー株式会社

８．懇親会
懇親会の開催はございません。

学会行事のご案内
１．2021 年度第 1 回定例理事会
日時：11 月 26 日（金） 18：00 ～ 19：00
会場：Zoom にてオンライン開催

２．第 8 回定時社員総会・表彰式
日時：11 月 27 日（土） 13：30 ～ 14：30
会場：Zoom にてオンライン開催
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