
第 30 回日本乳癌学会学術総会  患者･市民参画プログラム BC-PAP 

参加の手引き 

 

開催日： 2022年 7月 1日（金）（学術総会 第 2日目） 

会 場：  パシフィコ横浜ノース（横浜市西区みなとみらい１－１－２） 

第 4会場（G314・G315）、第 5会場（中継会場、G318・G319） 

会 長： 三好康雄（兵庫医科大学 乳腺・内分泌外科 教授） 

 

※ 参加者の中には治療中の方やそのご家族などもいらっしゃいます。 

十分な感染予防対策に、ご協力をお願いします。 

※ 当日のリアルタイム配信もあります 

※ 学術総会終了後にも、一部編集を加えてオンデマンド配信を行います。 

配信は、7月 6日（水）～8月 31日（水）に行われる予定です。 

患者･市民参画プログラム BC-PAP について  

日本乳癌学会学術集会 患者･市民参画プログラム、通称「BC-PAP（ビーシー・パップ：Breast Cancer Patients and 

Advocates Program）」は、乳がんの体験者やご家族など一般の方々を対象に、乳がんに関する最新の情報を提供し、

さらに患者・家族・市民と医療者が乳がん診療の課題について議論しつつ交流を図る場となるよう企画しました。なかで

も BC-PAPセッションは、ご自身の学びはもちろんのこと、ほかの患者さんへの支援活動に役立てること、より良い乳が

ん医療の実現につなげていくことを目的としたプログラムです。 

本プログラムの実施が、一人でも多くの乳がん患者さん、ご家族の学びや、日ごろの患者支援活動への一助となること

を願っています。 

学術総会 HP BC-PAPのページはこちら： https://site.convention.co.jp/30jbcs/citizen/  

運営委員  

日本乳癌学会総務委員会・BC-PAPワーキンググループ 

委員長 谷野 裕一 

委員 海瀬 博史、柏葉 匡寛、千島 隆司 

患者委員 岩澤 玉青、桜井 なおみ、寺田真由美、野田真由美、山崎多賀子 

総会本部連絡委員 永橋 昌幸 

総会企画委員連絡委員 北野 敦子 

※ 上記委員への個別の問い合わせはお断りいたします。不明点については問い合わせ先にお尋ねください。  

https://site.convention.co.jp/30jbcs/citizen/
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１． 参加のための事前準備  

このたびは BC-PAPプログラムへの参加お申込み、ありがとうございます。 

この手引きには、参加いただくにあたっての注意事項をまとめてあります。ご自分が参加されるコースに従って、該当す

ることがらをよくお読みください。 

 BC-PAPのみ参加 
BC-PAP 

＋ 本大会に参加 
本大会のみ参加 

WEBのみ参加 A 無料 B 5,000円 

現地参加 C 1,000円 D 5,000円 E 5,000円 

 

BC-PAPに参加される皆さんは、事前に参加のためのオリエンテーション動画をご視聴ください。オリエンテーション動画

は、特設視聴サイトにログインしてご覧いただきます。 

(1) 特設視聴サイトへのログイン方法  

特設視聴サイトに入るには、ログイン ID とパスワードが必要です。 

ログイン IDは、オンライン参加登録時のメールアドレス（登録完了メール受信アドレス）です。 

視聴に必要なログイン IDは、参加者ご本人にのみ割り当てられていますので、他の人と共有することは禁止します。 

 ログイン ID： ご登録のメールアドレス 

 パスワード： 参加登録時にご自身で設定されたパスワード 

詳しいログイン手順は、別添「BC-PAPプログラム視聴マニュアル」をご覧ください。 

ログイン IDがご不明な場合などは、下記、オンライン参加受付サポートデスクへお問い合わせください。 

 メール：30jbcs@reg-convention.com   

 学会期間中の問い合わせ電話番号は会期 1週間前頃に学術総会 HPに掲載いたしますので、そちらをご覧

ください。 

mailto:30jbcs@reg-convention.com


全プログラムが、この特設視聴サイトより視聴いただけます。パーソナルコンピューター（PC）の他、タブレット、スマートフ

ォンのいずれからも視聴できますが、PCでの視聴を推奨いたします。 

 インターネット環境が安定している中での参加をお勧めします。 

 参加中の接続トラブルへの対応はいたしかねますので、ご了承ください。 

 

 



 

(2) オリエンテーション動画の視聴  （A、B、C、D、E コース全員） 

BC-PAPに参加される皆さんは、事前に参加のためのオリエンテーション動画をご視聴ください。参加にあたっての大切

な確認事項をお伝えしています。学術総会終了まで、いつでも見られますので、必ず視聴してからご参加ください。 

オリエンテーション動画は、特設視聴サイトに 6月 25日ごろに掲載予定です。特設視聴サイトにログインして、そのなか

にある「BC-PAPオリエンテーション動画」ボタンよりご視聴ください（ログイン方法ならびにログイン後の画面については

前項を参照）。 

２． 参加にあたっての注意事項  （A、B、C、D、E コース全員） 

BC-PAPプログラム参加にあたっては、以下の注意事項を遵守願います。参加申込時にご提示した内容と同じですが、

現地参加される方は、特に赤字部分についてご注意願います。 

(1) 医療機関、ヘルスケア関係企業、メディア、広告代理店等に勤務し主たる収入を得ていないこと 

(2) オンラインにご自身で接続し、受信できる環境を整えられるようにご準備願います。 

(3) 参加にあたって事務局やセッションの座長の指示に従ってください。セッションの進行を妨げるような言動はお止め

ください。 

(4) 学術総会本大会に参加する場合には、登壇者への質問はできません。あらかじめご了承ください。 

(5) 発表スライドやポスターの写真撮影、スクリーンショット撮影、録画・録音はお止めください。また、発表内容につい

て、SNSなどへ投稿することもお止めください。 



(6) 企業共催セミナーへの参加、企業展示会場への入場は行わないでください。 

（粗品を受け取ること、飲食の提供を受けることも禁止です） 

(7) 特定の医療機関・医師を推奨したり、助成を受けたりしていないこと 

(8) 承認・未承認にかかわらず、特定の治療法を支持・推奨していないこと 

(9) 特定の健康食品・健康器具等を推奨・販売していないこと 

(10) 特定の政治団体・宗教等を推奨していないこと 

(11) 反社会勢力との関わりがないこと 

※上記の項目は、個人の信教の自由、及び政治活動の自由を妨げるものではありません。 

【重要】上記基準に違反していると分かった方は、参加手続き完了後であっても参加をお断りする場合があります。その

場合、すでにお支払いいただいた参加費については返金しかねますので、あらかじめご了承ください。なお悪質な場合、

次回以降の参加もご遠慮いただく可能性があります。 

 

 

３． 当日の現地受付・参加証の交付  （現地参加 C、D、E コースの方） 

BC-PAPにご参加の方で、現地参加される方は、最初に学術総会受付の「BC-PAP」と書かれたデスクで参加受付を済

ませ、参加証を受け取ってください。 

 場  所 ： パシフィコ横浜ノース 1階 ホワイエ（下記の地図参照） 

 受付時間： 6月 30日（木） 7:30～18:00 

   7月 1日（金） 7:15～18:00 

   7月 2日（土） 7:15～13:30 

※ C コースでご参加の方は、受付の際に参加費 1,000円をお支払いください。 

※ 参加証のない方は、プログラムへの参加・聴講ができません。現地に到着されたら、まず参加受付を済ませた上で、

会場内では常に参加証が見えるようにお提げください。参加証の提示がないと会場に入れない場合があります。 

※ 現地に参加される方で、万一、体調や気分が悪くなった場合には、お近くの学術総会スタッフにお声がけください。 

  



受付およびクロークの場所：パシフィコ横浜ノース  1 階  ホワイエ  

 

 

領収書の発行について  

 C コース：現地受付にて 1,000円をお支払いいただき、領収書をお渡しいたします。 

 B、D、E コース：8月 31日（水）17:00までの間に、学術総会 HPの BC-PAPページにある、オンライン

参加登録サービスカウンターより、ダウンロードしてください。 

クロークについて 

クロークは以下の日程で開設いたします（場所は前ページ掲載の地図を参照）。 

 開設時間： 6月 30日（木） 7:30～19:30 

   7月 1日（金） 7:15～19:30 

   7月 2日（土） 7:15～15:00 

４． BC-PAP ラウンジについて （現地参加 C、D、E コースの方） 

開設日：2022年 7月 1日（金）（学術総会 第 2日目） 



会 場：パシフィコ横浜ノース G411  

※ 当初、期間中の 3日間を通してラウンジを開設する予定でしたが、感染対策の一環として 1日（金）のみラウンジを

設置します。参加者の交流＆休憩を目的としたスペースですが、ご利用になる場合も、大きな声で会話をしない、長

時間の会話は避ける、大人数で集まらないなど、感染対策にご協力いただけますよう、お願いいたします。 

運営スタッフが常駐していますので、お困りごとなどはお声がけください。 

  

※ 学術総会 1日目（6月 30日（木））と 3日目（7月 2日（土））は、ランチョンの時間帯（11:40～13:00）のみ、上記会

場を昼食を取るための場所として開放します。黙食をお願いするとともに、食べ終わった方はまだの方に席をお譲り

いただけますよう、ご協力をお願いいたします。 

※ 学術総会 1日目（6月 30日（木））と 3日目（7月 2日（土））は、上記会場を「インフォメーションセンター」とし、BC-

PAP担当者が常駐します（患者団体の資料のみ設置し、ランチョンの時間帯以外ラウンジとしては開放しません）。 

みんなの資料スペース  

全国の乳がん患者団体の資料をラウンジに設置します。参加申込時に希望された団体が対象です（Web参加の A,B コ

ースの方も設置については参加可能です）。資料は 6月 29日午前中着限定とさせていただいており、当日の持ち込み

は受け付けておりませんのでご了承願います。 

資料の送付方法など詳しくは、学術総会 HPの BC-PAPのページをご覧ください。 

https://site.convention.co.jp/30jbcs/citizen/  

  

ラウンジ（G411）はこちら 

https://site.convention.co.jp/30jbcs/citizen/


５． BC-PAP セッション （A、B、C、D、E コース全員） 

開催日：2022年 7月 1日（金）（学術総会 第 2日目） 

BC-PAPセッションは、現地での開催のほか、リアルタイムでのライブ配信も行います。 

また、学術総会終了後にも、一部編集を加えてオンデマンド配信を行う予定です（7月 6日（水）～8月 31日（水））。 

 

1 9:00～10:30 「ガイドラインの読み解き方」 

座長：千島隆司、桜井なおみ 

講師：北野敦子、徳永えり子 

2 10:40～12:10 「乳がんホットトピックス：薬物治療の最前線」 

座長：柏葉匡寛、岩澤玉青、寺田真由美 

講師：尾崎由記範、北野滋久、下井辰徳 

3 15:20～16:50 「乳がんトークセッション」 

   座長：谷野裕一、海瀬博史 

パネリスト：野田真由美、岩澤玉青、山崎多賀子 

講師：坂東裕子、津川浩一郎、坂佳奈子 

※ セッション中の入退出は自由です。体調が悪い時には休憩をとるなどして、くれぐれも無理のないようにご参加くださ

い。現地参加される方で万一、体調や気分が悪くなった場合には、お近くの学術総会スタッフにお声がけください。 

※  

現地での参加方法  （現地参加 C、D コースの方） 

会 場：パシフィコ横浜ノース第 4会場（G314・G315）、第 5会場（中継会場、G318・G319） 

※ E コースの方も、当日のお席に余裕がある場合はご参加いただけます。 



 

ライブ配信での参加方法  （WEB 参加 A、B コースの方） 

BC-PAPセッションは、リアルタイムでのライブ配信も行います。 

当日、セッションの時間になりましたら、特設視聴サイトよりご参加ください（ログイン方法は「１．参加のための事前準備

／（１）特設視聴サイトへのログイン方法」をご覧ください）。 

セッション中の質問方法について （A、B、C、D、E コース全員） 

BC-PAPのセッション 1 と 2では、皆さんからの質問時間を設ける予定です。 

現地参加されている方からの講師への質問は、第 4会場（G314・G315）でのみ受け付けます。中継会場となる第 5会

場（G318・G319）では、質問ができませんのでご注意ください。 

発言はお名前と、所属がある方は所属を名乗り、1分以内を目安にお話ください。たくさんの方が質問できるよう、質問

はお一人ひとつでお願いします。 

WEB参加されている方からの講師への質問は、「Q＆Ａ」機能を使って受け付ける予定です。具体的な方法について

は、別添「BC-PAPプログラム視聴マニュアル」をご覧ください。 

なお、個人の治療に関する相談や特定の治療法のほか、宗教に関する話題、他者や医療機関への誹謗中傷など、 進

行を妨げるような質問はお控えください。 

※ BC-PAP以外の本大会セッションでは、発表者・医療従事者への質問は禁止です。本大会でも下記のような画面が

表示されますが、BC-PAP参加者は質問を送らないよう、ご注意ください。 

第 4会場 中継第 5会場 

中継会場は質問がで

きませんが比較的に

のんびりできます。 



 

６． 昼食について （現地参加 C、D、E コースの方） 

C コース、D コースで現地参加される方には、7月 1日の昼のお弁当が支給されます。 

BC-PAPセッション 2の終了後、12：10～、第 4会場前で配布する予定です。受け取ったお弁当は BC-PAPセッション

の会場（第 4会場）で召し上がってください。 

学術総会 1日目と 3日目については、お弁当の支給はありません。また、E コースの方は 3日間ともお弁当の支給は

ありません。 

BC-PAPでご参加の方は全コースとも、企業共催プログラム（ランチョンセミナー）には参加できませんので、昼食はご自

身で購入・準備するなどお願いします。 

※ お食事中は、黙食を心掛け、感染予防に留意してください。 

 

 

 

 

 

  



昼食の場所について  

 

※ 2日目のお弁当の支給がある C コース、D コースの方は、特別な事情のない限り、お弁当をご利用ください（廃棄物

を出さないためにご協力ください。アレルギー等の理由がある方はこの限りではありません）。 

※ 1日目と 3日目に、ご自身で持参された昼食を取る場合、BC-PAP ラウンジ会場（パシフィコ横浜ノース G411）を

昼食時間帯（11：40～13：00）に限り、食事スペースとして利用できます。三密をさけ、黙食にご協力ください。 

※ 駅周辺には飲食店がありますが、会場のパシフィコ横浜ノースから徒歩 10～15分ほどかかります。また、隣の展示

ホール建物内にコンビニエンスストアがありますが、昼食時は混雑が予想されますので、あらかじめご準備されたほ

うが良いかと思います。 

  

7/1 お弁当はこちらの

第 4会場で 

6/30 と 7/2 の昼食場所にラウンジ

（G411）をご利用可能です 



７． 本大会の聴講について （B、D、E コースの方） 

BC-PAP 参加者が聴講できないセッション  

BC-PAP参加者として本大会を聴講される B、D、E コースの方は、以下のセッションは聴講できません。現地参加の場

合も、WEBでの視聴の場合も同様です（頭の英字は、日程表などに記されている略語です）。 

 MTE：Meet the Expert 

 MS：モーニングセミナー 

 LS：ランチョンセミナー 

 ES：イブニングセミナー 

WEBから視聴される場合は、特設視聴サイトよりご参加ください（ログイン方法は「１．参加のための事前準備／（１）特

設視聴サイトへのログイン方法」をご覧ください）。 

なお、学術総会の日程表ならびに抄録は、ホームページの「プログラムページ」からご覧になれます。以下の URLから

プログラムページにアクセスして、ページトップの「日程表（３日間）」および「PDF抄録」をクリックのうえ、ご確認ください。 

https://site.convention.co.jp/30jbcs/program/  

 

https://site.convention.co.jp/30jbcs/program/


 

 

 



 

 

本大会聴講時に気をつけるべきマナー  

BC-PAP参加者は専用の参加証を身につけていますので、振る舞いも注視されがちです。マナーに気をつけて気持ち

良く学ばせていただきましょう。 

 会場で主治医や知り合いの先生を見つけても、足止めするのはやめて、挨拶は短めに。次のセッションに移動

される途中でお急ぎかもしれません。 

 本大会のセッションでは、患者からの質問は禁止されています。BC-PAPセッションでは質問ができますので、

ご了承願います。 

 発表スライドやポスターの写真撮影、スクリーンショット撮影、録画録音は禁止されています。また発表内容を

SNSなどへ投稿をすることもご遠慮願います。 

８． 問い合わせ先  

ご不明な点については、下記までお問い合わせください。 

問い合わせ窓口： 30jbcs@convention.co.jp （学術総会開催前～期間中、対応可能） 

学会期間中の問い合わせ電話番号は会期 1週間前頃に学術総会 HPに掲載いたしますので、そちらをご覧ください。 

mailto:30jbcs@convention.co.jp

