
参加者へのご案内

１．参加登録受付
（1）	受付時間

月　日
参加登録受付時間

第43回日本嚥下医学会総会
ならびに学術講演会 ポストコングレスセミナー

3月14日（土） 9:00 ～ 20:00 9:00 ～ 20:00
3月15日（日） 9:00 ～ 13:30 9:00 ～ 17:00

	 ※ポストコングレスセミナーのみ参加の受付時間
	 　3 月 15 日（日）　13:30 ～ 17:00

（2）	受付場所
	 学術総合センター　1F・エントランスロビー

（3）	参加費
会員・非会員問わず10,000円です。（ポストコングレスセミナーは別途参加費が必要）
会期当日、参加受付にて現金でのお支払いとなります。
引き換えに参加証（ネームカード／領収証付属）をお渡ししますので、氏名・所属をご記入の上、
会期中は必ずご着用ください。
※事前参加登録はございません。
※会員以外の方（医師、メディカルスタッフなど）のご参加も可能です。
※医学生・初期臨床研修医・養成校学生は無料です（ただし、大学院生は除く）。当日、総合案内
（学術総合センター　1F・エントランスロビー）にて身分証をご提示ください。

（4）	プログラム・抄録集は総合案内にて1冊1,000円で販売いたします。会員の皆様には事前に郵送いた
します。

２．日耳鼻会員情報新システムについて
2019年より学会参加登録と専門医講習受講登録に会員情報新システムが導入されました。2018年
11月末に全日耳鼻会員に郵送されました「日本耳鼻咽喉科学会会員カード（ICカード）」を持参してくだ
さい。「日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医証（旧カード）」は使用できません。これらの登録は
全会員が対象です。

（1）	「ICカード」による登録が必要な時
	 ①	学会参加登録：学会会場に来場時（総合受付：学術総合センター　1F・エントランスロビーにて）
	 ②	専門医講習受講登録：耳鼻咽喉科領域講習、専門医共通講習の受講の入退室時
	 　	※なお、②の登録のためには、①の登録が必須です。



（2）	「ICカード」の使用方法
カードリーダー上にカードを置くと、接続されたコンピュータ上に名前が表示されますので、コン
ピュータ画面を確認してからカードを取ってください。

（3）	「ICカード」を忘れた時
仮カードを発行（有料、デポジット制）しますので、学術総合センター　1F・エントランスロビー
までお越しください。

（4）	専門医の単位について
本学会は、日本耳鼻咽喉科学会認定専門医制度の認可を受けた学会です。
学術講演会に参加（総合受付での日本耳鼻咽喉科学会会員カード（ICカード）の受付）することで、
学術業績・診療以外の活動実績として2単位、耳鼻咽喉科領域講習（耳マークの付いたプログラム）
の受講で1時間1単位（上限2単位）、専門医共通講習（共マークの付いたプログラム）の受講で1時間
1単位（上限なし）を取得できます。

学会参加登録の受付について（学術業績・診療以外の活動実績）
学術集会名 取得単位 受付方法等 受付日 受付時間

第43回日本嚥下医学会
総会ならびに学術講演会
日本耳鼻咽喉科学会
会員カード

（ICカード）受付

2単位

まず、参加登録受付を済ま
せ、参加票（ネームカード）
をご着用の上、参加受付近く
の「日本耳鼻咽喉科学会会員
カード（ICカード）受付」に
てICカードの受付をお願い
します。

3月14日
（土）

9:00 ～ 20:00

3月15日
（日）

9:00 ～ 13:30

※上記以外は受付できませんのであらかじめご了承ください。

その他の単位付与講習について
講習名 取得単位 受付方法等

耳鼻咽喉科領域講習
日程表・群別時間割表で
耳マークの付いた
プログラム

1時間1単位
（上限2単位）

事前の参加登録は行いません。当日、先着順で、満席
になり次第、締め切らせていただきます。
学会参加登録の受付を総合受付で済ませた後、入室な
らびに、退出時に、日本耳鼻咽喉科学会会員カード（IC
カード）の受付を行ってください。
講習開始5分以降のICカードの受付はできません。

専門医共通講習
日程表・群別時間割表で
共マークの付いた
プログラム

1時間1単位
（上限なし）

事前の参加登録は行いません。当日、先着順で、満席
になり次第、締め切らせていただきます。
学会参加登録の受付を総合受付で済ませた後、入室な
らびに、退出時に、日本耳鼻咽喉科学会会員カード（IC
カード）の受付を行ってください。
講習開始5分以降のICカードの受付はできません。

※「耳鼻咽喉科領域講習」、「専門医共通講習」は本学会の参加者に限ります。講習受講にあたっては、参加
票（ネームカード）が必要となりますので必ずお持ちください。
※「専門医共通講習」にご参加の他科の方（日耳鼻会員以外）：講演終了後に総合受付（1F・エントランス
ロビー）にお声掛けください。受講証明書をお渡しいたします。
※中継会場で聴講の場合も単位取得は可能です。



（5）	専門医共通講習種別について
	 ▪	特別講演：専門医としての人間性、社会性向上に資する講習
	 ▪	ポストコングレスセミナー 1：医療倫理講習（必修）

３．各種委員会
（1）	理事会	 日時：3月13日（金）　18:00 ～ 19:30
	 	 会場：学士会館　2F・203号室

（2）	新理事会	 日時：3月13日（金）　19:40 ～ 20:00
	 	 会場：学士会館　2F・203号室

（3）	評議員会	 日時：3月14日（土）　12:15 ～ 13:15
	 	 会場：第2会場／学術総合センター　2F・中会議場

（4）	総会	 日時：3月14日（土）　14:15 ～ 14:45
	 	 会場：第1会場／学術総合センター　2F・一橋講堂

４．司会・座長の方へ
（1）	司会・座長の方は、ご担当セッションの開始予定時刻の15分前までに会場内の「次座長席」にご着席

ください。司会・座長受付はございません。

（2）	発表時間は下記の通りです。プログラムの円滑な進行をお願いいたします。
	 ⃝	イブニングセッション
	 　	倉智雅子先生：10分、中村友美先生・松尾浩一郎先生・寺本信嗣先生：各40分
	 　	※全講演後に総合討論（20分）を行います。
	 ⃝	一般演題（口演）：1題15分（発表10分、質疑5分）
	 ⃝	上記以外のセッション：司会・座長にご一任いたします

５．ご発表の皆様へ
（1）	口演発表について
	 ①	発表はPCプレゼンテーションのみです。
	 ②	該当セッションの開始15分前までに次演者席にご着席ください。
	 ③	セッション内の進行は司会・座長の先生の指示に従ってください。
	 ④	発表形式・データ受付
	 　	⃝	発表形式

1）	各会場に用意するPCのOSはWindows10（PowerPoint	2010～ 2016　解像度XGA1024×
768、スライドサイズは 4：3）です。他のWindowsのバージョンやMacintoshで作成された
場合は、必ず上記環境で動作確認済みのデータをお持ち込みください。

2）	発表データは、Windows版PowerPoint2010 ～ 2016で作成し、媒体（USBフラッシュ
メモリ等）に保存してご持参ください。

3）	フォントは文字化けを防ぐため、下記フォントに限定します。
	 日本語・・・MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝
	 英　語・・・Arial、Century、Century	Gothic、Times	New	Roman
4）	プレゼンテーションデータに他のデータ（静止画・グラフ等）をリンクさせている場合は
必ず「図」として挿入してください。元のデータから「リンク」させることは、トラブルの
原因となりますので、避けてください。



5）	事前に必ず作成に使用されたパソコン以外でのチェックを行ってください。
6）	動画を使用する場合はバックアップとしてご自身のパソコンもご持参ください。
7）	Macintoshを使用する場合は、必ずご自身のパソコンと変換ケーブルをお持ち込みください。

OS 作成ソフト データ預かり パソコン持込

Windows	10

PowerPoint	2010
（Windows版）

○（動画可） ○

PowerPoint	2013
（Windows版）

○（動画可） ○

PowerPoint	2016
（Windows版）

○（動画可） ○

上記以外のソフト × ○
Macintosh × ○

※すべてのご発表について、音声の使用は可能です。

	 　	⃝	発表データ受付
1）	PCデータ受付場所	 第1会場前ロビー（2F・一橋講堂）
2）	PCデータ受付時間	 3月14日（土）　9:00 ～ 20:00
	 	 3月15日（日）　9:00 ～ 13:30
3）	発表の30分前までに、PCデータ受付へデータをご持参ください。
4）	受付終了後、PCオペレーター立ち会いのもとで動作確認（試写）を行ってください。
5）	オペレーターが受け取ったデータは、発表会場に送られてスタンバイしています。発表の
15分前までに会場にお越しいただき、次演者席でお待ちください。なお、発表データは
会期終了後、事務局にて責任をもって消去いたします。

6）	ノートパソコンをお持ち込みの場合は、PCデータ受付にて映像出力を確認し、発表者ご自身
で会場内のPC操作席に発表の15分前までにお持ちください。ノートパソコンは発表終了
後、PC操作席にて返却いたしますので、忘れずにお持ち帰りください。

＜ノートパソコンお持ち込みの注意点＞
▪	ノートパソコンお持ち込みの場合でも、バックアップ用データとして媒体（USBフラッ
シュメモリ等）をご持参ください。またパソコンのACアダプターは必ずご用意ください。

▪	会場で用意する映像出力端子はMini D-sub 15pinです。この形状にあったパソコンを
ご用意ください。またこの形状に変換するコネクタを必要とする場合は必ずご自身で
お持ちになってください。

▪	スクリーンセーバー、省電力設定、ならびにパスワードはあらかじめ解除してください。
▪	スムーズな進行のために発表者ツールのご使用はご遠慮ください。



（2）	ポスター発表について
①	ポスター発表の演者の受付はございません。発表者は指定された時間にポスター会場内に設置
してあるポスターパネルに直接ポスターを掲示してください。掲示用のピンを各パネル前にご用意
しています。

②	奇数演題（例：Ｐ 1-01）と偶数演題（例：Ｐ 1-02）が 30 分
ごとに入れ替わり、フリーディスカッション（座長なし）
を行なっていただきます。筆頭演者ないし共同演者はポス
ター前に 30 分ずつ（合計 2 回、計 1 時間）立つようお願い
いたします。

	 ※セッション時間は下記を参照ください。
③	ポスターパネルは右図のように用意します。演題名・氏名・
所属・発表内容を180×90cmの枠内でご準備ください。
演題番号、掲示用のピン、演者用リボンは事務局にて用意
します。

④	発表者は指定された発表開始時刻には、演者用リボンを付
けて、ポスターパネルの前で待機してください。

⑤	撤去時間を過ぎても撤去されないポスターは事務局で処分
いたしますので、あらかじめご了承ください。

貼付時間 3月14日（土）　		9:00 ～ 11:30

供覧時間
3月14日（土）　11:30 ～ 12:15、14:15 ～ 20:00
3月15日（日）　		9:00 ～ 13:00

発表時間

奇数演題：3月14日（土）　12:15 ～ 12:45
偶数演題：3月14日（土）　12:45 ～ 13:15
奇数演題：3月14日（土）　13:15 ～ 13:45
偶数演題：3月14日（土）　13:45 ～ 14:15

撤去時間 3月15日（日）　13:00 ～ 14:00

６．ポストコングレスセミナー
▪	日時：

ポストコングレスセミナー１　「嚥下障害の倫理」
　3月15日（日）　14:30 ～ 15:30　第1会場（学術総合センター　2F・一橋講堂）

ポストコングレスセミナー２　「成人嚥下」
　3月15日（日）　15:40 ～ 16:40　第1会場（学術総合センター　2F・一橋講堂）

ポストコングレスセミナー３　「成人嚥下」
　3月15日（日）　16:50 ～ 17:50　第1会場（学術総合センター　2F・一橋講堂）

ポストコングレスセミナー４　「小児嚥下」
　3月15日（日）　15:40 ～ 16:40　第2会場（学術総合センター　2F・中会議場）

ポストコングレスセミナー５　「小児嚥下」
　3月15日（日）　16:50 ～ 17:50　第2会場（学術総合センター　2F・中会議場）



▪	参加費：学会参加者　　1,000円
　　　　学会非参加者　3,000円

※事前参加登録はございません。当日、総合受付（学術総合センター　1F・エントランスロビー）でお申込
ください。
※ポストコングレスセミナーのみ参加の受付時間は3月15日（日）13:30 ～ 17:00です。
※受講するセミナーはご自由にお選びいただけます。

７．おもてなし
（1）	イブニングセッション

日時：3月14日（土）　17:30 ～ 20:00
会場：第2会場（学術総合センター　2F・中会議場）
会場前でお酒やチーズをご提供いたします。リラックスした雰囲気の中、セッションをお楽しみく
ださい。
なお、学会側ではワインとチーズをご用意いたしますが、地元の自慢のお酒を寄贈いただける方を
募集いたします。
1本からでも大歓迎でございますので、寄贈いただけます場合は、下記アドレスまで事前のご連絡を
お願いいたします。
皆様の御協力を心よりお願い申し上げます。

第43回日本嚥下医学会総会ならびに学術講演会　運営事務局
株式会社学会サービス

E-mail：enge43@gakkai.co.jp

（2）	モーニングセミナー
日時：3月15日（日）　11:00 ～ 12:00
会場：第2会場（学術総合センター　2F・中会議場）
会場前で（株）アンデルセンなどのパンとドリンクをご提供いたします。是非お召し上がりくだ
さい。

（3）	ポスター発表時の茶菓
ポスター発表時に、和菓子（成田市の老舗和菓子屋である“なごみの米屋”の商品）とドリンクを
ご用意いたします。召し上がりながらディスカッションください。

（4）	学会記念コングレスバッグ
第43回大会のロゴである“燕”をあしらったコングレスバッグを作成いたしました。
参加証（ネームカード）に添付されている「コングレスバッグ引換券」1枚につき、コングレスバッグ
1つをお渡しいたします。
先着 400 名様限定です。無くなり次第終了となりますので、お早めにお越しください。
コングレスバッグ引換所：学術総合センター　1F・エントランスロビー

８．企業展示会・書籍展示
場所：学術総合センター　2F・ロビー



９．物産展
場所：学術総合センター　1F・エントランスロビー
国際医療福祉大学	成田保健医療学部の所在地である成田市の老舗和菓子屋“なごみの米屋”に出展をいた
だきます。学会土産等に是非ご利用ください。
※ポスター発表時には会場内でおすすめの和菓子を配付いたします。

10．クローク
場所：学術総合センター　1F・特別会議室103
開設時間：3月14日（土）　9:00 ～ 20:15
　　　　　3月15日（日）　9:00 ～ 18:15

11．インターネット環境
館内の無料Wi-Fiはございません。

12．託児室
お子様を同伴される参加者向けに、学会期間中に託児室を設けます。
3月5日（木）17:00までの事前予約制となっておりますので、ご希望の方は学会HP
（http://www.gakkai.co.jp/enge43/index.html）よりお申し込みください。

13．その他
（1）	会場内での携帯電話・PHSのご使用はご遠慮ください。また、会場内における許可なき録音・録画・

撮影は固く禁止いたします。
（2）	会場の規約上、第1会場（2F・一橋講堂）内では飲食禁止です。何卒ご協力ください。

14．日本嚥下医学会事務局デスク
日本嚥下医学会事務局デスクを設けます。新入会の受付、年会費のお支払いを承ります。

15．大会事務局
国際医療福祉大学　成田保健医療学部　言語聴覚学科
〒286-8686　千葉県成田市公津の杜4丁目3

16．大会運営事務局
株式会社学会サービス
〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町7-3-101
TEL	03-3496-6950　FAX	03-3496-2150
E-mail：enge43@gakkai.co.jp


