学術講演会のお知らせ
Ⅰ

会場案内
第１２０回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会は、大阪国際会議場（グランキューブ大阪）にて開催し、５
月８日（水）の理事会ならびに定時社員総会等はリーガロイヤルホテル大阪にて開催いたします。
総合受付並びにクロークは５階メインホワイエにございます。「日本耳鼻咽喉科学会会員カード（IC カー
ド）」による学会参加登録受付を行っておりますので、事前参加登録者も含めて、必ずお立ち寄りください。

Ⅱ

参加登録、及び「日本耳鼻咽喉科学会会員カード（IC カード）
」の受付について
１．受付時間
参加登録受付
開始時刻

日本耳鼻咽喉科学会会員カード（IC カード）
受付時間

５月９日（木）＜１日目＞

７：３０～

７：３０～１６：４０

５月１０日（金）＜２日目＞

７：１５～

７：１５～１７：４０

５月１１日（土）＜３日目＞

７：１５～

７：１５～１５：１０

会

期

２．受付場所
大阪国際会議場

５階

メインホワイエ

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。なお、「日本耳鼻咽喉科学会会員カード（IC カード）」の受付は全会員が対象です。会
場にお越しの際に、必ず最初にお立ち寄りください。
ネームカードをお忘れになった場合は、大阪国際会議場の総合受付（５階

メインホワイエ）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。
Ⅲ

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。
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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：大阪国際会議場

5 階・メインホワイエにて）

②専門医講習受講登録：耳鼻咽喉科専門医領域講習、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、総合受付（大阪国際会議場

５階・メインホ

ワイエ）までお越しください。
２．専門医の単位について
日本耳鼻咽喉科学会学術講演会に参加（総合受付での日本耳鼻咽喉科学会会員カード（IC カード）
講 マーク
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（⃞
共 マークの付いたプロ
の付いたプログラム）の受講で１時間１単位（上限８単位）
、専門医共通講習（⃞

グラム）の受講で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
第１２０回日本耳鼻咽喉科学会
総会・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）

取得単位

受付方法等
ま ず、参 加 登 録 受 付 を 済 ま
せ、参加票（ネームカード）

２単位

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。

上記以外は受付できませんので予めご了承ください。
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受付日

受付時間

５月９日（木） ７：３０～１６：４０
５月１０日（金） ７：１５～１７：４０
５月１１日（土） ７：１５～１５：１０

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。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。

耳鼻咽喉科領域講習
日程表・群別時間割表で

各１単位
学会参加登録の受付を総合受付で済ませた後、入室
（上限８単位） ならびに、退出時に、日本耳鼻咽喉科学会会員カー
講 マークの付いたプログラム
⃞
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 マークのついたプログラム
⃞

各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。
＊「耳鼻咽喉科領域講習」、
「専門医共通講習」対象のプログラムは、中継会場での単位取得が可能で
す。詳細は、群別時間割表をご参照ください。
Ⅳ

医学生・臨床研修医の皆さまへ
医学生、臨床研修医（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、大会
ホームページより医学部耳鼻咽喉科教授、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・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１２日（金）です。締切り後の登録、なら
びに当日参加登録は受けかねますが、当日の参加状況により空席があればご参加いただけます。
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９日（木）１７：４０～１９：００ 第４会場（大阪国際会議場 １０階「１００３」
）
司会：藤枝重治理事（卒前卒後教育委員会）
１．理事長あいさつ（森山

寛

理事長）

２．耳鼻咽喉科の魅力、キャリアパス（欠畑誠治

卒前・卒後教育委員会

委員長）

３．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」
（谷口雄一郎、森

恵莉

卒前卒後教育委員会委員）

４．体験型ハンズオン紹介（耳科・鼻科・平衡・頸部（エコー）・喉頭など）
（松浦一登、工
５．「味覚嗅覚を研ぎ澄ませ！」（ビアテイスター
６．懇親会
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穣

卒前卒後教育委員会委員）

エディ中村（耳鼻咽喉科医））

⑵

耳鼻咽喉診療体験ハンズオンレクチャー（GSK 医学教育事業助成プログラム）
大阪国際会議場 １２階「ホワイエ」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。なお、パネルディスカッション内で「体験型ハン
ズオン紹介」を行いますので、ハンズオンレクチャー参加者はできるだけパネルディスカッション
にご参加ください。

１）ベーシックコース（学生向け）
耳、鼻、平衡、頸部の４ブースを回って耳鼻咽喉科診療を体験できます。各領域のエキスパート
にマンツーマンで指導してもらうチャンスです！
耳、鼻、平衡、頸部のローテーション。１枠１６名、計３２名です。
開催日
Ａ
Ｂ

５月１０日（金）

時間
９：３０～１０：３０
１０：４５～１１：４５

２）アドバンストコース（臨床研修医限定）
耳、鼻、喉頭気管のブースにて、専門医がじっくりレクチャーしてくれます。側頭骨モデルや鼻
腔モデル、喉頭モデルを実際に使って手術を体験するチャンスです！
耳、鼻、喉頭気管から一つ選んでください。各４名ずつ、１枠１２名、計１０８名です。
開催日

時間

Ｃ

１３：４５～１４：１５

Ｄ

１４：３０～１５：００

Ｅ
Ｆ

５月１０日（金）

１５：１５～１５：４５
１６：００～１６：３０

Ｇ

１６：４５～１７：１５

Ｈ

１７：３０～１８：００

Ｉ

９：３０～１０：００

Ｊ

５月１１日（土） １０：１５～１０：４５

Ｋ

１１：００～１１：３０

３）担当講師（五十音順）
①耳
伊藤

吏（山形大学）、太田

有美（大阪大学）
、桂

弘和（兵庫医科大学）、

我那覇

章（宮崎大学）、國本

泰臣（鳥取大学）
、窪田

俊憲（山形大学）、

小森

学（東京慈恵会医科大学）、杉本

平海

晴一（岩手医科大学）
、水足

山内

大輔（東北大学）、山本

寿史（金沢大学）、高橋

邦雄（防衛医科大学校）
、物部

和央（東京慈恵会医科大学）
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邦行（新潟大学）
、
寛子（日赤医療センター）
、

②鼻
秋山

貢佐（香川大学）、井伊里恵子（筑波大学）
、坂下

鈴木久美子（佐賀大学）、鈴木

淳（東北大学）
、鈴木

雅文（福井大学）、
正宣（北海道大学）、

鈴木

祐輔（山形大学）、高田真沙美（関西医科大学）
、中村

端山

昌樹（大阪大学）、細川

悠（東京慈恵会医科大学）、牧瀬

牧原靖一郞（香川労災病院）、松浦賢太郎（東邦大学）
、宮本
森下

陽祐（鳥取大学）、
高穂（鹿児島大学）、

康裕（聖マリアンナ医科大学）、

裕之（三重大学）

③喉頭気管
印藤加奈子（香川大学）、上羽
児嶋

瑠美（東京大学）
、大村

和弘（東京慈恵会医科大学）、

剛（天理よろづ相談所病院）、杉山庸一郎（京都府立医科大学）
、

多田

靖宏（福島赤十字病院）、田中加緒里（愛媛大学）、田中

千年

俊一（久留米大学）、松島

渡邊

健一（東北大学）

康二（東邦大学）、溝口

真琴（日本大学）
、

兼司（北海道大学）、

④頸部
下出

祐造（金沢医科大学）、平松真理子（名古屋大学）、福原

隆宏（鳥取大学）
、

古川まどか（神奈川県立がんセンター）
⑤平衡
蒲谷嘉代子（名古屋市立大学）、林
Ⅴ

寿光（岐阜大学）

司会・座長の先生方へ
１．宿題報告、会長講演、特別講演、シンポジウム、パネルディスカッション、共通講習、学術講演、モ
ーニング手術手技セミナー、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（大阪国際会議場

６階「小ホール」
）の入り口

の５階のポスター座長受付にお越しください。
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。
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Ⅵ

演者の先生方へ
１．口演発表の先生方へ
■宿題報告、会長講演、特別講演、シンポジウム、パネルディスカッション、共通講習、学術講演、
モーニング手術手技セミナー、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（大阪国際会議場

５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（大阪
国際会議場

５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 10、PowerPoint 2010、2013、2016 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大会事務局で用意
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 2010、2013 または 2016 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。
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

鹿児島

太郎

０

鹿児島太郎

７

「半角３桁の演題番号」

先生の場合

「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
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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。
作成ソフト

OS

Windows

データ預かり

パソコン持ち込み

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。
⑥PC データ受付
・発表の３０分前までに、PC センターへデータ持参の上、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。
・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。
・ノートパソコンをお持込の場合は、PC センター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。
・スクリーンセーバー、省電力設定、ならびにパスワードは予め解除してください。
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２．ポスター発表の先生方へ
■ポスター発表について
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。
発表群により、貼付・発表・撤去の時間が異なります。時間厳守にご協力ください。

発表群

貼付

閲覧

発表

撤去

P第１群
〜
P第１６群

９日（木）１３：００～１７：３０
９日（木）
１０日（金）
９日（木）
９：３０～１３：００ １０日（金）９：２０～１１：００ １７：４０～１８：４６ １１：００～１２：００

P第１７群
〜
P第３４群

１０日（金）
１０日（金）１４：３０～１８：４０
１１日（土）
１１日（土）
１３：００～１４：３０ １１日（土）９：００～１３：４０ １３：５０～１４：５０ １４：５０～１５：２０

■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、掲示用のピン、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、予めご了承ください。
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Ⅶ

その他の会議
５月８日（水）＜学会１日目＞
１０：００～１１：３０

理事会
（リーガロイヤルホテル大阪

１１：３０～１２：２０

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大阪

１２：２０～１３：００

学会・医会協議会

２階「桂」）

全国耳鼻咽喉科医会・代表者会議
（リーガロイヤルホテル大阪

１４：３０～１７：００

２階「桐」）

常任委員会

（リーガロイヤルホテル大阪
１３：０５～１３：４５

２階「桂」）

２階「桐」）

定時社員総会
（リーガロイヤルホテル大阪タワーウイング

３階「光琳」）

５月９日（木）＜学会２日目＞
１２：００～１３：００

日耳鼻・関連する学会会議
（リーガロイヤルホテル大阪

Ⅷ

２階「楓」）

開会式について
５月９日（木）＜学会２日目＞に８：３０より開催いたします。
＜式次第＞
開会の辞

黒野

日耳鼻研究奨励賞授賞式

森山

SPIO Award 授賞式

野村

祐一（鹿大教授）
寛（慈恵医大名誉教授）
恭也（SPIO 理事長）

SPIO Award 受賞講演
※開会式後、ウェルカムコンサートを開催いたします。
Ⅸ

会員懇親会について
５月１０日（金）＜学会３日目＞学術講演会終了後の１８：５０～より、リーガロイヤルホテル大阪３階「光
琳」において行います。参加費は無料です。収容人数に限りがありますので、予めご了承ください。

Ⅹ

モーニング手術手技セミナーについて
５月１０日（金）、１１日（土）の朝の時間を利用して、モーニング手術手技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。整
理券の配布は行いません。なお、このセミナーでは領域講習単位は取得できません。
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Ⅺ

ランチョンセミナーについて
５月９日（木）、１０日（金）、および１１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。ランチョンセミナー時の混雑緩和のため、整理券を配布します。参加登録をお済ませの上、ランチ
ョンセミナー整理券配布デスク（大阪国際会議場

５階

メインホワイエ）へお進みください。

配布時間は、５月９日（木）７：４５～１２：００、１０日（金）７：１５～１１：３０、１１日（土）７：１５～１１：５０、
整理券配布枚数には限りがあり、各日程先着順に発券し、なくなり次第終了といたします。配布時間が終
了した時点で残っている整理券は、各ランチョンセミナー会場前にて配布いたします。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。
Ⅻ

医療機器・薬品展示会
会期中、医療機器・薬品展示会を大阪国際会議場３階「イベントホール」にて行います。

X

IIIブースセ
医療機器・薬品展示会内で下記出展企業がブースセミナーを開催いたします。各社、企業ブース内に
て、商品・サービスの情報提供をいたしますので、ぜひご参加ください。詳しいセミナー内容は P. 98～
105 をご参照ください。
●ブースセミナー①（５月９日（木）１０：５０～１１：００）参加企業（下記、４社が同時開催）
＜ブースセミナー１―１＞株式会社日本コクレア（ブース No. 57）
＜ブースセミナー１―２＞株式会社モリタ製作所（ブース No. 1）
＜ブースセミナー１―３＞第一医科株式会社（ブース No. 9）
＜ブースセミナー１―４＞株式会社 MAGnet（ブース No. 32）
●ブースセミナー②（５月９日（木）１１：２０～１１：３０）参加企業（下記、６社が同時開催）
＜ブースセミナー２―１＞株式会社アダチ（ブース No. 10）
＜ブースセミナー２―２＞Audmet 株式会社ダイアテックカンパニー（ブース No. 45）
＜ブースセミナー２―３＞セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社（ブース No. 66）
＜ブースセミナー２―４＞永島医科器械株式会社（ブース No. 6）
＜ブースセミナー２―５＞株式会社エントリージャパン（ブース No. 31）
＜ブースセミナー２―６＞ブレインラボ株式会社（ブース No. 34）
●ブースセミナー③（５月９日（木）１１：５０～１２：００）参加企業（下記、５企業が同時開催）
＜ブースセミナー３―１＞日本ストライカー株式会社（ブース No. 19）
＜ブースセミナー３―２＞ニールメッド株式会社（ブース No. 11）
＜ブースセミナー３―３＞第一医科株式会社（ブース No. 9）
＜ブースセミナー３―４＞株式会社エントリージャパン（ブース No. 31）
＜ブースセミナー３―５＞株式会社 MAGnet（ブース No. 32）
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●ブースセミナー④（５月９日（木）１２：２０～１２：３０）参加企業（下記、５企業が同時開催）
＜ブースセミナー４―１＞株式会社アダチ（ブース No. 10）
＜ブースセミナー４―２＞アークレイ株式会社（ブース No. 50）
＜ブースセミナー４―３＞第一医科株式会社（ブース No. 9）
＜ブースセミナー４―４＞株式会社 MAGnet（ブース No. 32）
＜ブースセミナー４―５＞ニスコ株式会社（ブース No. 89）
●ブースセミナー⑤（５月１０日（金）９：２０～９：３０）参加企業（下記、４企業が同時開催）
＜ブースセミナー５―１＞一般社団法人日本睡眠総合検診協会（ブース No. 69）
＜ブースセミナー５―２＞株式会社アダチ（ブース No. 10）
＜ブースセミナー５―３＞第一医科株式会社（ブース No. 9）
＜ブースセミナー５―４＞株式会社 MAGnet（ブース No. 32）
●ブースセミナー⑥（５月１０日（金）９：５０～１０：００）参加企業（下記、３企業が同時開催）
＜ブースセミナー６―２＞リオン株式会社（ブース No. 2）
＜ブースセミナー６―３＞第一医科株式会社（ブース No. 9）
＜ブースセミナー６―４＞株式会社 MAGnet（ブース No. 32）
※ブースセミナー６―１はございません
●ブースセミナー⑦（５月１０日（金）１０：２０～１０：３０）参加企業（下記、５企業が同時開催）
＜ブースセミナー７―１＞株式会社アダチ（ブース No. 10）
＜ブースセミナー７―２＞株式会社日本コクレア（ブース No. 57）
＜ブースセミナー７―３＞第一医科株式会社（ブース No. 9）
＜ブースセミナー７―４＞株式会社エントリージャパン（ブース No. 31）
＜ブースセミナー７―５＞株式会社 MAGnet（ブース No. 32）
●ブースセミナー⑧（５月１０日（金）１０：５０～１１：００）参加企業（下記、４企業が同時開催）
＜ブースセミナー８―１＞セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社（ブース No. 66）
＜ブースセミナー８―２＞第一医科株式会社（ブース No. 9）
＜ブースセミナー８―３＞株式会社エントリージャパン（ブース No. 31）
＜ブースセミナー８―４＞株式会社 MAGnet（ブース No. 32）
●ブースセミナー⑨（５月１０日（金）１１：２０～１１：３０）参加企業（下記、６企業が同時開催）
＜ブースセミナー９―１＞株式会社アダチ（ブース No. 10）
＜ブースセミナー９―２＞日本ストライカー株式会社（ブース No. 19）
＜ブースセミナー９―３＞第一医科株式会社（ブース No. 9）
＜ブースセミナー９―４＞永島医科器械株式会社（ブース No. 6）
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＜ブースセミナー９―５＞ブレインラボ株式会社（ブース No. 34）
＜ブースセミナー９―６＞株式会社 MAGnet（ブース No. 32）
●ブースセミナー⑩（５月１０日（金）１１：５０～１２：００）参加企業（下記、５企業が同時開催）
＜ブースセミナー１０―１＞アークレイ株式会社（ブース No. 50）
＜ブースセミナー１０―２＞ニールメッド株式会社（ブース No. 11）
＜ブースセミナー１０―３＞第一医科株式会社（ブース No. 9）
＜ブースセミナー１０―４＞株式会社エントリージャパン（ブース No. 31）
＜ブースセミナー１０―５＞株式会社 MAGnet（ブース No. 32）
SPIO クラブ
公 益 財 団 法 人 国 際 耳 鼻 咽 喉 科 学 振 興 会（SPIO）で は、５月９日（木）・１０日（金）の２日 間、１０階
「１０１０」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。
X V「関連する学会」受
大阪国際会議場の５階「メインホワイエ」に設けております。


クロークサービス
大阪国際会議場の５階「メインホワイエ」に設けております。



託児サービス
お子様を同伴する参加者のために、学会期間中に託児室を設けます。４月２３日（火）までの事前予約制
となっておりますので、ご希望の方は大会ホームページ（http : //www.gakkai.co.jp/jibika120/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、演題検索ができる「インターネット抄録」サービスをご利用いただけます。大会ホームペ
ージ（http ://www.gakkai.co.jp/jibika120/abstract.html）よりご覧ください。



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。
SSID：FREE―OICC
パスワード：grandcube
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会期終了後の記録写真のダウンロードについて
公式カメラマンによる記録写真を６月頃から期間限定でダウンロードできるようにいたします。ダウ
ンロードしていただくためには、パスワード（合言葉）が必要です。当日配布するプログラム集をご参照
ください
なお、掲載される写真は、総会参加者の参加の記録、記念として共有するものであり、写真データの二
次利用、総会参加者以外へのデータ共有は、一切禁止させていただきます。



その他
本予稿集は各自でご持参ください。
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。
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
大阪国際会議場

５階「５０１＋５０２」

〒５３０―０００５ 大阪市北区中之島５丁目３番５１号
Tel：０６―４８０３―５５５５（代）
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新会員 IC カードを利用した学会・講習会単位登録方法
会員情報新システムの導入に伴い，平成３１年４月以降はすべての講習会／学会で新会員 IC カードの持参が
必要となります．新会員 IC カードは専門医の単位登録に必須のものですが，専門医以外の方も会員 IC カー
ドでの登録を行うことにより受講記録が保存され，参加履歴を会員マイページで確認することができます．
会場での単位登録方法は以下のように行います．

※旧日耳鼻専門医カードは使用できません．
1 ）参加単位登録（参加単位が認められている学会・講習会）
参加費支払いの後，会員 IC カードを専用のカードリーダにタッチして参加登録を行います．パソコン画面
にお名前が表示されますので必ず確認をしてください．必ず先に参加単位登録を済ませてから講習会の会場へ
お進みください．参加登録が完了していない状態では，講習会の入室登録ができない仕組みになっています．
なお，参加単位がない学会・講習会では登録は必要ありません．
2 ）入室登録（共通・領域・補聴器単位が付与される講習会）
各講習会会場入口に設置されているカードリーダに会員 IC カードをタッチして入室登録を行います．パソ
コン画面にお名前が表示されますので必ず確認をしてください．
3 ）退室登録（共通・領域・補聴器単位が付与される講習会）
各講習会会場出口に設置されているカードリーダに会員 IC カードをタッチして退室登録を行います．パソ
コン画面にお名前が表示されますので必ず確認をしてください．
※単位の付与には入室登録と退室登録の両方の登録が必要ですのでご注意ください．
4 ）カードを持参しなかった場合
学会・講習会により下記のどちらかの方法で対応が行われます．詳しくは各主催者ホームページ，または会
場にてお確かめください．
ａ．仮 IC カードを発行する場合
仮 IC カードを発行し登録に使用します．仮 IC カード発行ブースにてデポジット（預かり金）２，
０００円を
お支払いの上，発行手続きを行ってください．会期中は会員 IC カードと同様に使用できますが，他の学
会・講習会では使用できません．使用後は指定場所に返却いただくことで，デポジットが返金されます．会
期中に返却されない場合はデポジットの返金ができませんのでご注意ください．
ｂ．氏名検索にて登録する場合（小規模学会，講習会など）
会場係員が端末を利用して会員検索を行い，各登録を行います．会場によっては芳名帳を利用して後で検
索・登録する場合があります．
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