
参加者へのご案内
Ⅰ.	参加者の皆様へ
開催形式について下記の通りハイブリッド形式で開催いたします。

参加登録方法 オンライン参加登録のみ
※当日現地での参加登録受付はございません。
登録方法詳細は学術集会ホームぺージをご確認ください。

全口演セッション
（一般口演含む）
開催方法

ご登壇者
（座長・演者等）

原則として現地でのご参加をお願い
します。

聴講・参加 現地及びライブ配信（Zoom使用）で
の聴講が可能です。

オンデマンド配信
【11月7日（月）～
12月16日（金）予定】

指定セッションより一部オンデマン
ド配信を行います。

【18ページ参照】
一般演題のオンデマンド配信はござ
いません。

eポスター ご登壇者
（座長・演者）

原則として現地でのご参加をお願い
します。
本会はeポスター形式とし、ポスター
閲覧はオンライン、発表は現地会場で
の口演発表形式となります。

聴講・参加 現地のみです。
ポスターセッションのライブ配信は
ございません。

ポスター閲覧 オンラインにてポスター発表スライ
ドデータ（音声無し）のみ閲覧が可能
です。WEB参加者もスライドデータ
の閲覧は可能ですが発表を聞くこと
はできません。

＜新型コロナウイルス感染症	感染拡大防止対策について＞
1．原則として学会場内での参加受付は行いません。

必ずご来場前に、 オンライン参加登録をお済ませの上、 ご自身で参加証
（ネームカード）を印刷して会場にお越しください。ネームカードケースは
会場にご用意しております。
※事前にご登録及び、参加証の印刷ができない方の為、当日会場内に参加
登録用PCとプリンターは若干数ご用意しておりますが、 混雑を避けるた
めできる限り事前にお済ませください。
なお、学会場内でも現金による参加受付はございません。

2． 各日、ご来場時に各施設入場時に検温を行い、検温済みシールをネームカー
ドに貼付していただきます。

3．ご来場時には健康状態申告書のご提出をお願いします。
申告書は会場にもご用意していますが、学術集会ホームページ「参加登録」
ページからダウンロードが可能ですので、事前に必要事項をご記入の上会
場へお越しください。

4． ご入場経路等制限をさせていただく場合がございますので、ご協力をお願
いいたします。

5． 会場内ではマスクの着用をお願いします。使用されたマスクは必ずお持ち
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帰りください。
6．会場内の換気にご協力ください。
7． 会場内混雑時はご入場をお断りしますので、休憩スペース等でライブ配信

をご視聴ください。
8． 受付や会場前、休憩スペースなどではソーシャルディスタンスの確保にご

協力ください。
9．各所に消毒液を配置しますので、ご利用ください。

1． 総合受付　場所・受付日時
【受付場所】
①神戸国際展示場　1号館　2F　

・受付窓口： 総合案内・参加登録ヘルプデスク（当日オンライン登録・参
加証出力対応)・トラベルデスク

・学術セミナー　 整理券発券所（事前予約された方も当日発券が必要
です）

　　　　　　　　* 当日セミナーを選択し、整理券の発券も可能です
が、数に限りがございますのであらかじめご了承
ください。（発券方法等詳細は10ページ参照）

　　　　　　　　* 整理券発券所は神戸ポートピアホテル　南館2Ｆ　
ロビーにもございます。

【窓口オープン時間】
10月20日（木） 7：30～19：00　
10月21日（金） 7：30～19：00　
10月22日（土） 7：30～16：00　

2． 参加登録費
登録方法は学術集会ホームページからのオンライン登録のみです。
当日、窓口での現金による受付はございません。

会員 / 
非会員 参加カテゴリー 決済方法 参加登録費

会員

医師・歯科医師・その他

日本癌治療学会
『JSCO DC VISA』
ゴールドカード

12,000円

その他カード 15,000円

企業（個人会員）※1
日本癌治療学会

『JSCO DC VISA』
ゴールドカード

15,000円

その他カード 20,000円

メディカルスタッフ※2

日本癌治療学会
『JSCO DC VISA』
ゴールドカード

6,000円

その他カード 8,000円

非会員※3

医師・歯科医師・その他 その他カード 30,000円
企業 その他カード 35,000円
メディカルスタッフ その他カード 20,000円
学部学生・海外留学生※4 その他カード 2,000円

＜参加費は税込みです＞

10． 37.5度以上の発熱、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある場合はご来場
をお控えください。
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※1  企業（個人会員）とは、日本癌治療学会に個人で会員登録しており、
企業に所属している方を指します。 

「賛助会員」に加盟した企業所属の方で、学会員でない方は「非会員」
となりますのでご注意ください。

※2  メディカルスタッフは、看護師、薬剤師、放射線技師、臨床工学技
士、理学療法士、作業療法士等の医師以外の医療従事者を指します。
オンライン参加登録の際、免許登録番号を入力してください。

※3  会期当日に日本癌治療学会に入会される場合は、学術集会参加登録
の前に入会手続きを済ませてください。 
会員料金にてご登録いただけます。

※4  学部学生（大学院生は除く）・海外留学生は身分証のコピーのアッ
プロードが必要です。

◎ がん臨床試験協力メディカルスタッフのためのセミナーの受講を予
定している医師・歯科医師・医療関係者・企業・メディカルスタッフを
除いた、それ以外の方（医局秘書、医療事務等）は、メディカルスタッ
フの金額でご参加いただけます。
オンライン参加登録の際、職種をご記入の上、メディカルスタッフとし
てご登録ください。

事前参加登録された場合も、事前に参加証の郵送はございません。
ご自身で参加登録のマイページからダウンロード・印刷の上、会場
にお越しください。

【「日本癌治療学会・DC・VISAゴールドカード（JSCOカード）」の入会
について】

JSCOカードの入会は、日本癌治療学会のホームページをご参照くだ
さい。
URL: http://www.jsco.or.jp/jpn/index/page/id/64
申込書請求先：日本癌治療学会事務局
TEL：03-5542-0546　FAX：03-5542-0547
E-mail: office@jsco.or.jp

（カード新規発行までに１ヶ月程度を要しますので、ご希望の場合は
お早めにお申し込みください。）

3． 学会の新規入会
学術集会における研究発表者は、原則として会員に限られています。
未入会の方は、至急日本癌治療学会ホームページを参照の上、入会手続
きを行ってください。
※ 発表者が、会長により招請された場合、また海外からの応募者、医師・

歯科医師以外のメディカルスタッフ、学生の場合は、この限りではあ
りません。

学術集会当日も、新規入会を学会事務局受付にて行います。
入会手続きには10～15分程度のお時間を要します。また、混み合うこ
ともありますので予めご了承ください。
なお、入会手続きは『日本癌治療学会ホームページ』又は次頁のQRコー
ドからいつでも入会手続きが可能です（PC・スマートフォン対応）。
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【新規入会申請ページ】

【場　　所】　神戸国際展示場　1号館　2F
【受付時間】　 10月20日（木） 7：30～17：00 

10月21日（金） 7：30～17：00 
10月22日（土） 7：30～12：00

【日本癌治療学会ホームページ】http://www.jsco.or.jp/

4． 日本医師会生涯教育制度
日本医学会分科会である本学会では、自己申告（申告者による自由選択）
により、単位数の2倍までカリキュラムコードを取得することができま
す。ご希望の方は、毎年「日本医師会雑誌」3月号に同封されている申
告書の「生涯教育単位等記入表」に1年間の取得単位および取得カリキュ
ラムコードをご記入の上、本学会の参加証を添付し、4月末日までに所
属の郡市区医師会に提出してください。
取得可能単位：3日間で合計15単位、30カリキュラムコードまで
詳しくは日本医師会ホームページの「日本医師会生涯教育制度」を参照
ください。
URL：https://www.med.or.jp/cme/about/index.html

5． Web検索システム、プログラム・抄録アプリ（PC・タブレット・スマー
トフォン）
学術集会の抄録を無料で閲覧できるモバイルアプリをご用意しています。
お持ちのスマートフォンやタブレットにてご利用ください。

本会では本アプリ・WEB検索システムから、学会会期中のライブ配
信の視聴・ポスターセッション発表データの閲覧も可能です。
*視聴・閲覧には参加登録時に発行される「WEB開催ID」（“dx” か
ら始まる11桁）が必要ですので、参加登録時に必ずご確認ください。
視聴方法詳細につきましては学術集会ホームページでご案内いたし
ます。

【ダウンロード開始日】
2022年10月中旬（予定）

【ダウンロード方法】
・ Apple App Store、Google Playより「JSCO meeting」を検索→ 

アプリをインストール
・アプリを開く→アカウント作成→ログイン
　　　　　　　　*本サービスの利用にはアカウント登録が必要です。
・アプリ内で「jsco2022」などで検索→ダウンロード

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　12.0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）

【抄録閲覧用パスワード】 jsco2022　*抄録本文を閲覧する際に必要です。

JSCO 60th Annual Meeting 2022 Program
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6． 各セミナーのご案内
①  第20回日本癌治療学会がん臨床試験協力・参加メディカルスタッフ

のためのセミナー
日時：2022年10月22日（土） 8：00～11：30
会場：第10会場（神戸国際会議場　3F　国際会議室）
受付：2022年10月22日（土） 7：30～
※第60回学術集会の参加登録が必要です。必ず事前にお済ませください。

② 第28回日本癌治療学会教育セミナー
日時：2022年10月22日（土） 14：00～16：30
会場：第9会場（神戸国際会議場　1F　メインホール）
受付：2022年10月22日（土） 13：20～
※第60回学術集会の参加登録が必要です。必ず事前にお済ませください。

7． 学術セミナー（ランチョン）の整理券について
整理券はお弁当の引換券となります。整理券がない場合も会場内での聴
講は可能です。
ただし会場内が混雑した場合は入場をお断りいたしますので、あらかじ
めご了承ください。
※同一時間帯に開催されるセミナーの発券は１人、1枚のみとなります。
※発券は定員になり次第終了いたします。
※再発行はできませんので、ご注意ください。

【整理券の発行方法】
下記2種類のいずれかの方法で整理券を予約・発券してください。

方法1			事前（会期前参加登録時）予約・学会当日会場内での発券機を利用
1）事前（会期前参加登録時）予約
参加証に記載されたQRコードを会場に設置された発券機にかざすと、
予約分の整理券が発券されます。3日分がまとめて発券されますので、
紛失しないようご注意ください。

2）会期中学会場内での発券機を利用（会期前予約無し）
参加証に記載のQRコードを発券機のQRコードリーダーにかざし、 モ
ニターに表示されたセミナー一覧から、ご希望のセミナーを選択してく
ださい。参加証のない方には発券はできません。

●学術セミナー整理券発券所： 下記2か所で発券可能です。
神戸国際展示場 1号館　2F　総合受付付近
神戸ポートピアホテル　南館 2F　ロビー

方法2		抄録集アプリ	JSCO	meeting	からオンライン予約・発券
　　　＜セミナー開催当日分のみ＞
・抄録集アプリJSCO meetingより本学会アプリをダウンロード
・ 「学術セミナー整理券取得・表示はこちら」ボタンから、参加証（ネー

ムカード）の発券番号を入力
・申込セミナーを選択→当日申込完了
※ セミナー入場時は、申込み完了後に画面上に表示される整理券（eチ

ケット）を会場前受付で提示

JSCO 60th Annual Meeting 2022 Program

10



学術セミナー
整理券・eチケット 

受付

受付時間
【方法１】

・ 事前（会期前参加登録時）予約発券
・ 学会場内での発券機での予約・発券

【方法2】
抄録集アプリ JSCO meeting から

オンライン予約・発券

10月20日（木） 7:30～12:00 7:45～12:00
10月21日（金） 7:30～11:30 7:45～11:30
10月22日（土） 7:30～11:30 7:45～11:30

【学術セミナーの入場方法】
整理券をお持ちの方からご入場いただきます。会場前にて、整理券を提
示してください。
整理券をお持ちでない方は、整理券をお持ちの方が入場後、残席がある
場合入場可能です。
※セミナー開始後、整理券は無効となります。
※ セミナー開始直前は、会場前の混雑が予想されるため、お早めに会場

にお越しください。
※ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。

8． イブニングセミナーのお知らせ
イブニングセミナー（10月20日（木）、21日（金））では、整理券の発行
はございません。
参加希望の方は直接会場へお越しください。

9． 企業情報交換会
［出展日時］

10月20日（木） 9:00～18:30
10月21日（金） 8:30～18:30
10月22日（土） 8:30～16:30

［出展場所］神戸国際展示場　1号館　2号館　1F
※ Web版のJSCO meetingからオンライン展示の閲覧も可能です。

［オンライン展示閲覧パスワード］ jsco2022

10．ロボット・鏡視下手術ランド
［出展場所］神戸国際展示場　2号館　1F
手術支援ロボット及び医療機器の特別展示を行います。ぜひお立ち寄り
ください。詳細は82ページをご確認ください。

11．スポンサードラウンジ
（共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社／小野薬品工業株式会社）
以下のとおりスポンサードラウンジを設けます。自由にご利用ください。

［出展日時］

10月20日（木） 9:00～18:30
10月21日（金） 8:30～18:30
10月22日（土） 8:30～16:30

［出展場所］神戸国際会議場　3F　レセプションホール
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12．ハンズオンセミナー　※事前予約制
本会ではハンズオンセミナーを開催いたします。
10月21日（金）　神戸ポートピアホテル　本館　地下1F　生田　　 
共催: コヴィディエンジャパン株式会社
10月22日（土）　神戸ポートピアホテル　本館　地下1F　生田　　 
共催: ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
セミナー詳細は41ページをご参照ください。

13．書籍展示
［出展日時］

10月20日（木） 9:00～18:30
10月21日（金） 8:30～18:30
10月22日（土） 8:30～16:30

［出展場所］神戸国際展示場　2号館　1F　

14．がんと社会の資料展示コーナー（社会連携・PAL委員会企画）
［出展場所］神戸国際展示場　2号館　1F
各がん患者・支援団体等の活動のご案内を展示しておりますので是非ご
覧ください。

15．クローク
［日時］

10月20日（木） 7:30～20:30
10月21日（金） 7:30～20:30
10月22日（土） 7:30～17:00

［場所］ 神戸国際展示場　 1号館　2F
※ 神戸ポートピアホテル　本館・南館　1F　既設クロークもご

利用いただけます。
※神戸国際会議場内にクロークはありません。

16．休憩スペース
神戸国際展示場　1号館・2号館　1F（eポスター・企業情報交換会会場）
に休憩スペースを設けますのでご利用ください。

17．おもてなしコーナー
群馬・神戸・九州の銘菓や神戸の人気店のパンなどご用意しております
ので是非お立ちよりください。
場所： 神戸国際展示場　1号館・2号館　1F　休憩コーナー付近 

神戸国際会議場　3F　レセプションホールラウンジ 
（スポンサードラウンジ横）

［オープン日時］

10月20日（木） 9:00～17:00
10月21日（金） 9:00～17:00
10月22日（土） 9:00～15:00
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18．託児所
託児所は完全予約制となっておりますので、学術集会ホームページより
お申し込みください。
なお、定員になり次第締め切らせていただきますので予めご了承くださ
い（先着順）。

JSCO 60th Annual Meeting 2022 Program

13



Ⅳ.	オンデマンド配信予定セッション一覧
下記一部セッションのオンデマンド配信を予定しています。詳細は学術
集会ホームページをご確認ください。

理事長講演
会長講演
中山恒明賞受賞記念講演
3学会合同特別企画「理事長に聞く：がん関連3学会の今とこれから」
ASCO-JSCO Joint Symposium
ESMO-JSCO Joint Symposium
CSCO-JSCO Joint Symposium
UICC シンポジウム「Close the Care Gap!がん医療のGAPを埋める」
特別企画シンポジウム
会長企画特別講演
Lead the Next Generation
会長企画シンポジウム 1「地域におけるがん医療の課題と展望：均てん化は進んだか？」

会長企画シンポジウム 2「がん医療におけるＡI －ここまで進んだ臨床応用－」

会長企画シンポジウム 3-1「JSCO 2022 “Frontier” 1」下部消化管癌

会長企画シンポジウム 3-2「JSCO 2022 “Frontier” 2」婦人科癌
会長企画シンポジウム 3-3「JSCO 2022 “Frontier” 3」マルチオミックス
会長企画シンポジウム 3-4「JSCO 2022 “Frontier”4」上部消化管癌・頭頸部癌
会長企画シンポジウム 3-5「JSCO 2022 “Frontier” 5」泌尿器癌
会長企画シンポジウム 5「がん医療における絆を結ぶ：がん医療ネットワークナビゲーターの役割」
会長企画シンポジウム 7「遺伝子パネルでがん医療はどう変わるか？」
会長企画シンポジウム 8「がん治療における放射線治療の最前線」
会長企画シンポジウム 9「がんに対する内視鏡診断・治療の新展開」
会長企画シンポジウム 10「ロボット支援手術の目指す未来」
会長企画シンポジウム 11「ハイパーサーミアの今後の展開」
会長企画シンポジウム 12「ビッグデーターとデジタル化がもたらすがん医療の未来」
臓器別ワークショップ 9「高齢者に対する大腸がん治療の個別化を考える」
臓器別ワークショップ 10「進行直腸がんの新しい治療戦略 －術前治療と手術適応－」
臓器別ワークショップ 11「HBOC診療の課題とこれから」
臓器別ワークショップ 21「HER2陽性乳がんに対する治療戦略」
臓器別ワークショップ 22「乳がん手術におけるパラダイムシフト －EscalationとDe-escalation－」
臓器別ワークショップ 25「頭頸部がんにおける治療戦略」
臓器別ワークショップ 26「令和における子宮悪性腫瘍手術の低侵襲化とその課題」
領域横断的ワークショップ 3「リキッドバイオプシーが変えるがん医療」
領域横断的ワークショップ 20「がんリハビリテーションにおける最近の動向」
キャンサーケースカンファレンス1「あなたならこの乳癌症例、どのように切除、再建しますか？」
プレナリーセッション
第28回日本癌治療学会教育セミナー「がんサバイバーシップの現状と課題」
教育シンポジウム「AIとがん診療」
教育セッション
第20回がん臨床試験協力・参加メディカルスタッフのためのセミナー「信頼と絆に基づくがん医療のこれから」
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