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学術講演会のお知らせ
Ⅰ

会場案内
第１１８回日本耳鼻咽喉科学会通常総会・学術講演会は、広島国際会議場・ANA クラウンプラザホテル広島
にて開催いたします。５月１７日（水）の理事会ならびに通常総会（定時社員総会）等はリーガロイヤルホテ
ル広島にて開催いたします。
総合受付は広島国際会議場では地下１階エントランス、ANA クラウンプラザホテル広島では３階ロビーに
ございます。なお、クロークは広島国際会議場では地下１階「ヒマワリ」の傍聴席、ANA クラウンプラザホ
テル広島ではホテルクロークをご利用ください。

Ⅱ

参加登録、及び「専門医証（ID カード）
」の受付について
１．受付時間
会

期

参加登録受付開始時刻

専門医証（ID カード）受付時間

５月１８日（木）＜１日目＞

８：００〜

８：００〜１６：５０
（学会プログラム終了２時間前まで）

５月１９日（金）＜２日目＞

７：１５〜

７：１５〜１５：３５
（学会プログラム終了２時間前まで）

５月２０日（土）＜３日目＞

７：１５〜

７：１５〜１４：３５
（学会プログラム終了２時間前まで）

２．受付場所
広島国際会議場

地下１階エントランス

ANA クラウンプラザホテル広島

３階ロビー

３．事前参加登録がお済みの先生へ
事前にお送りいたしましたネームカードを着用の上、ご参加ください。ネームカードケースは受付に用
意しております。
ネームカードをお忘れになった場合は、広島国際会議場の総合受付（地下１階エントランス）までお越
しください。
４．当日参加登録をされる先生へ
当日参加登録費は１８，
０００円です。
５．日耳鼻専門医証（ID カード）受付について
日本耳鼻咽喉科学会学術講演会に参加（専門医証の受付）することで、学術業績・診療以外の活動実績
講 マークの付いたプログラム）の受講で１時間１単位（上限８単
として２単位、耳鼻咽喉科領域講習（⃞
共 マークの付いたプログラム）の受講で１単位を取得できます。
位）
、専門医共通講習（⃞
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専門医証（ID カード）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＊

ま ず、参 加 登 録 受 付 を 済 ま
せ、参加票（ネームカード）
第１１８回日本耳鼻咽喉科学会
通常総会・学術講演会

２単位

（専門医証（ID カード））

をご着用の上、参加受付横の
「専門医証（ID カード）受付」
にて ID カードの受付をお願

５月１８日（木） ８：００〜１６：５０

５月１９日（金） ７：１５〜１５：３５

いします。その際、学術講演
会参加受付証明書を発行いた

５月２０日（土） ７：１５〜１４：３５

します。
＊専門医証（ID カード）の受付は学術集会終了時刻の２時間前で終了させていただきます。
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。
＊広島国際会議場・ANA クラウンプラザホテル広島とも同様の受付が可能です。

⑵

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

事前の参加登録は行いません。退出時に、参加
票（ネームカード）とともにお渡しする「耳鼻
耳鼻咽喉科領域講習
各１単位
咽喉科領域講習受講証明書引換券」と引き換え
! 日程表・群別時間割表で "
（上限８単位）
#⃞
講 マークの付いたプログラム$
に受講証明書を配布いたします。講習開始５分
以降の入場はできません。
専門医共通講習＊
! 日程表・群別時間割表で "
#⃞
共 マークのついたプログラム$

１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。閉会式終了後に受講証明書を配布いたしま
す。講習開始５分以降の入場はできません。

＊
「専門医共通講習」は本通常総会・学術講演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。

６．医学生・研修医の皆さまへ
医学生、研修医（新医師臨床研修制度による）の参加が認められています。参加希望の方は、学会
ホームページより申込用紙をダウンロードの上、必要事項を記入し、電子メールで医学部耳鼻咽喉科
教授あるいは耳鼻咽喉科研修指導責任者を通じて運営事務局までお申し込みください。
今回は、医学生・初期臨床研修医プログラム（聴衆参加型パネルディスカッションとハンズオンレ
クチャー）を開催いたしますので、是非ご参加ください。
なお、参加には事前申し込みが必要となります。締切りは４月１４日（金）です。
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医学生・初期臨床研修医プログラム
⑴

聴衆参加型パネルディスカッション「耳鼻咽喉科・頭頸部外科医を目指そう」
５月１８日（木）１６：５０〜１８：２０
第６会場（ANA クラウンプラザホテル広島

３階「オーキッド（東）」）

１．理事長あいさつ（森山寛 理事長）
２．学術講演会の紹介：参加おすすめプログラム（平川勝洋 会長）
３．耳鼻咽喉科の魅力、キャリアパス（欠畑誠治 卒前教育委員会 委員長）
４．聴衆参加型パネルディスカッション
「耳鼻咽喉科・頭頸部外科医を目指そう」（松浦一登、工穣 卒前教育委員会 委員）
５．体験型ハンズオン紹介（耳科・鼻科・平衡・頸部（エコー）など）
６．懇親会
⑵

耳鼻咽喉科診療体験ハンズオンレクチャー
広島国際会議場

地下１階「リハーサル室」にて開催します。下記の時間帯に１人１回のみご

参加が可能です。参加には事前申し込みが必要となります。
ベーシックコース（学生向け）
開催日
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

Ⅲ

５月１９日（金）

５月２０日（土）

アドバンストコース（研修医限定）
※耳科、鼻科それぞれ２名ずつです

時間

開催日

時間

９：１５〜１０：１５

Ｐ

１３：１０〜１３：４０

１０：３０〜１１：３０

Ｑ

１３：５０〜１４：２０

９：１５〜１０：１５

Ｒ

１０：３０〜１１：３０

Ｓ

５月１９日（金）

１４：３０〜１５：００
１５：１０〜１５：４０

Ｔ

１５：５０〜１６：２０

Ｕ

１６：３０〜１７：００

司会・座長の先生方へ
１．宿題報告、シンポジウム、パネルディスカッション、特別講演、招待講演、学術セミナー、モーニン
グセミナー、ランチョンセミナーの司会の先生方へ
⑴ 担当セッション開始１５分前までに、各会場内右手前方の「次座長席」にお越しください。到着し
ましたら、到着の旨を進行係にお伝えください。
２．一般演題（口演）座長の先生方へ
⑴ 担当セッション開始１５分前までに、各会場内右手前方の「次座長席」にお越しください。到着し
ましたら、到着の旨を進行係にお伝えください。
⑵

一般演題（口演）の講演時間は７分、討論時間は３分です。時間厳守にご協力ください。

３．一般演題（ポスター）座長の先生方へ
⑴ 担当セッション開始１５分前までに、ポスター会場（広島国際会議場
③〜⑥」）前のポスター座長受付にお越しください。

地下１階「会議運営事務室
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⑵ リボンをお渡ししますので、発表・討論時におつけください。セッション開始１０分前にはポスタ
ー前で待機願います。
⑶

指示棒を２本（座長・演者用）お渡ししますのでご利用ください。セッション終了時には次のセ

ッションの座長に指示棒をお渡しください。
⑷ 時間になりましたらセッションを開始してください。一般演題（ポスター）の講演時間は４分、
討論時間は２分です。時間厳守にご協力ください。

Ⅳ

演者の先生方へ
１．口演発表の先生方へ
■宿題報告、シンポジウム、パネルディスカッション、特別講演、招待講演、学術セミナー、モーニ
ングセミナー、ランチョンセミナーの演者の先生方へ
発表用データを当該セッションの開始３０分前までに、PC データ受付（第１会場〜第４会場でのご発
表：広島国際会議場

地下２階、第５会場〜第９会場でのご発表：ANA クラウンプラザホテル広島

３階）にて受付をお済ませください。
媒体には発表に必要なファイルのみを入れていただき、必ずバックアップ用のデータをご準備くだ
さい。
■一般演題（口演）の演者の先生方へ
発表時間は７分、討論時間は３分です。時間厳守にご協力ください。
発表データのファイル名は以下の要領で設定の上、当該群開始３０分前までに、PC データ受付（第１
会場〜第４会場でのご発表：広島国際会議場

地下２階、第５会場〜第９会場でのご発表：ANA クラ

ウンプラザホテル広島 ３階、第１０会場でのご発表：ANA クラウンプラザホテル広島 ２２階）にて受
付をお済ませください。
媒体には発表に必要なファイルのみを入れていただき、必ずバックアップ用のデータをご準備くだ
さい。
■発表、および発表データ作成についての注意点
①発表はすべてコンピュータ（Windows 7、PowerPoint 2007、2010、2013 を使用）と液晶プロジェク
ターを用いた形式とします。発表用コンピュータおよび液晶プロジェクターは学会事務局で用意し
ます。発表スライド枚数に制限はなく、動画の使用も可能ですが、時間におさまるようにご配慮く
ださい。発表終了１分前に黄ランプ、終了時に赤ランプが点灯しますので、時間厳守にご協力くだ
さい。
※ビデオテープの再生はできません。
※発表者ツールのご使用はご遠慮願います。
②発表データは、Windows 版 PowerPoint 2007、2010 または 2013 で作成し、媒体（USB フラッシュメ
モリまたは CD―R/CD―ROM）に保存してご持参ください。
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③発表データのファイル名は「演題番号（半角３桁）、演者氏名」としてください。
例 : 演題番号７番
０

広島
０

太郎
７

先生の場合

広島太郎

「半角３桁の演題番号」

「演者氏名」

④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

⑤プレゼンテーションに他のデータ（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」することは、トラブルの原因となりますので避け
てください。
＊事前に必ず作成に使用されましたパソコン以外でのチェックを行ってください。
＊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。Macintosh を使用
する場合は、必ずご自身のパソコンをお持ち込みください。
OS

Windows 7

作成ソフト

データ預かり

パソコン持ち込み

Power Point 2003（Windows 版） ○（動画可）

○

Power Point 2007（Windows 版） ○（動画可）

○

Power Point 2010（Windows 版） ○（動画可）

○

Power Point 2013（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。
⑥ PC データの受付について
・発表の３０分前までに、PC データ受付へデータ持参の上、お越しください。
・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。
・発表データは発表会場によって下記の通り、受付場所が異なりますのでお気をつけください。
第１会場〜第４会場でご発表：広島国際会議場

地下２階ロビー

第５会場〜第９会場でご発表：ANA クラウンプラザホテル広島

３階ロビー

第１０会場でご発表：ANA クラウンプラザホテル広島 ２２階ロビー
・オペレーターがデータを受け取り、サーバーにコピーします。コピーされ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分前までに会場内にお越しいただき、次演者席付近で
お待ちください。なお、コピーしたデータは学会終了後、主催者側で責任を持って消去いたしま
す。
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・ノートパソコンをお持込の場合は、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 技師席に発表の１５分前までにお持ちください。ノートパソコンは、講演終了後、PC 技師席
にて返却いたします。
⑦ノートパソコン持込の注意点
・ノートパソコン持込の場合でもバックアップ用データとして USB フラッシュメモリまたは CD―R
/CD―ROM 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。
・ノートパソコン持込の場合、会場でご用意する PC ケーブルコネクタの形状は MiniD―sub15pin 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
る場合には必ずご自身でお持ちになってください。
・スクリーンセイバー、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。
２．ポスター発表の先生方へ

࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡢඛ⏕᪉

■ポスター発表について

࣮ࢱࢫ࣏ڦⓎ⾲ࡘ࠸࡚

一般演題（ポスター）の発表時間は４分、討論時間は２分です。貼付・発表・討論のスケジュール

は下表をご参照ください。
ポスター発表の演者の受付はありません。ポスター発表
の演者は下表の貼付時間内に指定された演題番号パネルに
ポスターをご自身でお貼りください。画鋲とともに演者用
リボンをご用意してありますので、ご自身で発表・討論時
におつけください。セッション開始１０分前には、ご自身の
ポスター前で待機願います。
貼付・発表・討論・撤去の時間を厳守してください。
貼付時間

５月１８日（木） ９：００〜１２：００
５月１８日（木） １２：００〜１８：４０



供覧時間




発表時間





撤去時間

５月１９日（金） ８：００〜１４：４５
５月２０日（土） １０：１８〜１３：００
５月１９日（金） １４：４５〜１６：３３
５月２０日（土） ９：００〜１０：１８
５月２０日（土） １３：００〜１４：００

■ポスター作成についての注意点

①ポスターパネルは右図のように用意します。演題名、所
࣮ࢱࢫ࣏ڦసᡂࡘ࠸࡚ࡢὀពⅬ
属は 20×70cm の枠内、発表内容は 160×90cm の枠内で
ご準備ください。演題番号、掲示用の画鋲、演者用リボ
ンは事務局にて用意します。
②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。
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３．質疑応答・追加発言について
質問を優先し、追加発言は座長・司会の指示で時間に余裕のあるときに限り行われます。質問に際
してはパソコンを使用することはできません。
Ⅴ

その他の会議
５月１７日（水）＜学術講演会
１０：００〜１１：３０

前日＞

理事会
（リーガロイヤルホテル広島

１１：３０〜１２：２０

３階「音戸」）

医育機関代表者・都道府県地方部会長合同会議
（リーガロイヤルホテル広島

１２：３０〜１３：３０

４階「クリスタルホール」）

学会・医会協議会常任委員会
（リーガロイヤルホテル広島

１４：００〜１７：００

３階「音戸」）

通常総会（定時社員総会）
（リーガロイヤルホテル広島

５月１８日（木）＜学術講演会
１１：４０〜１３：００

４階「ロイヤルホール」）

１日目＞

日耳鼻・関連する学会会議
（ANA クラウンプラザホテル広島

Ⅵ

22 階「ルミエール（東）」）

会員懇親会について
５月１９日（金）＜学術講演会２日目＞学術講演会終了後の１７：５０より、第５〜９会場（ANA クラウン
プラザホテル広島 ３階「オーキッド」
「カトレア」
「アカシア」
）において行います。当日は１７：００より
随時、広島国際会議場発、ANA クラウンプラザホテル着のシャトルバスを運行いたします。参加費は無
料です。奮ってご参加ください。

Ⅶ

ランチョンセミナーについて
５月１８日（木）
、１９日（金）
、および２０日（土）の昼休みの時間を利用して、ランチョンセミナーを行い
ます。会場の収容人数には限りがございますので予めご了承ください。
※ランチョンセミナー整理券の配布は行いません。

Ⅷ

モーニングセミナーについて
５月１９日（金）
、２０日（土）の朝の時間を利用して、モーニングセミナーを行います。
各会場の入り口にて軽食を提供いたします。会場の収容人数には限りがございますので予めご了承くだ
さい。
※モーニングセミナー整理券の配布は行いません。

Ⅸ

医療機器・薬品展示会・書籍展示
会期中、医療機器・薬品展示会・書籍展示を広島国際会議場地下２階「ヒマワリ」「ダリア」「ロビー」
にて行います。ドリンクサービスもご用意しておりますので、ご利用ください。
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Ⅹ

2017

SPIO クラブ
公益財団法人国際耳鼻咽喉科学振興会（SPIO）は、５月１８日（木）・１９日（金）の２日間、広島国際会
議場地下１階「会議運営事務室①」にて SPIO クラブを設け、SPIO のご案内及び賛助員申込みの受付を行
います。皆様が自由に懇談いただける場ですので、ぜひお立ち寄りください。

Ⅺ 「関連する学会」受付
広島国際会議場の地下１階「会議運営事務室ロビー」に設けております。

Ⅻ

クロークサービス
広島国際会議場：地下１階「ヒマワリ

傍聴席」

ANA クラウンプラザホテル広島：ホテルクローク

託児サービス
お子様を同伴される参加者のために、学会期間中に託児室を設けます。５月９日（火）までの事前予約
制となっておりますので、ご希望の方は学会ホームページ（http ://www.gakkai.co.jp/jibika118/nursery.
html）よりお申し込みください。

オンライン演題検索システム（オンライン抄録）について
本学会では、演題検索やスケジュール登録ができる「オンライン抄録」サービスをご利用いただけます。
パソコンでご利用いただける Web 版、スマートフォンやタブレット端末でご利用いただけるアプリ版が
ありますので、用途に合わせてご利用いただけます。ぜひともご自身のスマートフォン、iPad へ事前にダ
ウンロードの上、会場にてご利用ください。
○Web 版
学会ホームページ（http ://www.gakkai.co.jp/jibika１１８/online.html）
○アプリ版
・アプリ名：JIBIKA2017
・公開日：２０１７年５月上旬〜５月下旬
・ご利用方法：App Store、Google Play より「耳鼻咽喉科学会」または「JIBIKA2017」で検索し、ダ
ウンロードしてください。
・利用料：無料（アプリのダウンロードに別途通信料が発生します）
・対応機種：iPhone、iPad、Android
※オンライン抄録のご利用にはパスワードの入力が必要です。
パスワード【Hiroshima】
※Web 版、アプリ版でそれぞれスケジュール登録いただいた内容は相互に同期することが可能で
す。同期方法は、アプリ版の「設定」をご参照ください。
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日耳鼻

インターネットサービス（Wi―Fi）
下記の Wi―Fi 接続サービスが利用できます。
●広島国際会議場
（SSID）icch―free

（パスワード）icc―h または

（SSID）icch―user

（パスワード）icchu

●ANA クラウンプラザホテル広島
① SSID「CrownePlaza」で接続
②ログイン画面で「In Room」を「Access Code」に変更
③「Access Code」に「anacp5b１２（エー、エヌ、エー、シー、ピー、５、ビー、１、２）」を入力
④ログインする

ⅩⅥ

その他
１．会期中の有料駐車場は台数に限りがありますので、お車でのご来場はご遠慮ください。
２．本予稿集は各自でご持参ください。
３．会場内での緊急連絡または呼び出しについては総合受付までお越しください。内容によって、掲示
板またはサイドスライドにて対応いたします。
４．会場内での携帯電話のご使用や、講演スライドの撮影はご遠慮ください。

会期中の連絡先：学会本部１
広島国際会議場

地下１階「会議運営事務室②」

〒７３０―０８１１ 広島市中区中島１―５
Tel：０８２―２４２―７７７７（代） Fax：０８２―２４２―８０１０

学会本部２
ANA クラウンプラザホテル広島

３階「サクラ」

〒７３０―００３７ 広島市中区中町７―２０
Tel：０８２―２４１―１１１１（代） Fax：０８２―２４１―９１２３

