
学術講演会のお知らせ

Ⅰ 会場案内

現地参加の場合
第１２２回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会は、国立京都国際会館にて開催いたします。
総合受付は国立京都国際会館 1F 正面玄関ロビーにございます。
新型コロナウイルス感染症対策を以下のように行っています。

１．発熱（３７．５度以上）のある方は入場できません。
２．新型コロナウイルス感染者と濃厚接触がある場合は入場できません。
３．海外から入国し１４日を経過していない場合は入場できません。
４．海外から入国し１４日を経過していない者と濃厚接触がある場合は入場できません。
５．必ずマスクを着用してください。
６．３密を避ける行動をお願いいたします。
７．こまめな手洗い・消毒薬による消毒をお願いいたします。
８．会場内で体調不良・倦怠感・嗅覚障害・味覚障害・呼吸困難等を生じた場合は直ち
にスタッフに申し出てください。

オンライン参加の場合
ライブ配信：２０２１年５月１３日（木）～１５日（土）
第１、６、９会場の講演および e―ポスターを配信します。

オンデマンド配信：２０２１年６月１日（火）～２１日（月）
全会場の講演（一部を除きます）および e―ポスターを配信します。

Ⅱ 学術講演会参加登録の受付について

現地参加の場合
本学術講演会に参加される方は、日本耳鼻咽喉科学会ホームページの会員マイページから事前参加登録を

お願いいたします。
ネームカードは当日お渡しいたします。ご本人の確認に「日本耳鼻咽喉科学会会員カード（ICカード）」

を用いますので、必ずお持ちください。
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１．受付時間

会期 参加登録受付時間

５月１３日（木）＜１日目＞ ７：３０～１７：３０

５月１４日（金）＜２日目＞ ７：３０～１７：００

５月１５日（土）＜３日目＞ ７：３０～１４：００

２．受付場所
国立京都国際会館 1F 正面玄関ロビー

３．参加登録がお済みの先生へ
ネームカードは当日お渡しいたします。受付にてネームカードをお受け取りのうえ、ご参加の間は

必ずご着用ください。

オンライン参加の場合
詳細は学術講演会ホームページをご確認ください。

Ⅲ 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
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
以後に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。

現地参加の場合
１．「ICカード」による登録について
① 学会会場に来場時（総合受付：国立京都国際会館 1F 正面玄関ロビー）
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。

② 「ICカード」を忘れた時
仮カードを発行（有料、デポジット制）いたしますので、総合受付（国立京都国際会館 1F 正面
玄関ロビー）までお越しください。
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２．専攻医の参加記録について
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）

の受付）することで、会員マイページに参加履歴・受講履歴が残ります。２０２０年度以降に研修を開始
した専攻医は、日耳鼻総会・学術講演会および日耳鼻秋季大会に各１回以上の参加が必要です。

３．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）

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（⃞領マーク
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単位を取得できます。

日本耳鼻咽喉科学会会員カード（ICカード）の現地受付について（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１２２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）

２単位

参加票（ネームカード）受け取り
の際に日本耳鼻咽喉科学会会員カ
ード（ICカード）を提示いただ
くことにより、ICカードの受付
が完了します。

５月１３日（木） ７：３０～１７：３０

５月１４日（金） ７：３０～１７：００

５月１５日（土） ７：３０～１４：００

※上記以外は受付できませんので予めご了承ください。

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

⃞領マークの付いたプログラム

各１単位
（講習時間２時間
では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、入退室
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

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、入退室
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。
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オンライン参加の場合
１．学術講演会参加登録（ 2単位）：

オンライン開催期間中に、システムにログインすることで受け付けされます。
２．専門医講習受講登録：
＜専門医共通講習＞
対象の講演を最初から最後まで視聴いただき、e―testingで条件を満たした場合に受講単位として認

められます。対象の講演は学術講演会ホームページでご確認ください。
＜耳鼻咽喉科領域講習＞
対象の講演を最初から最後まで視聴いただいた場合に受講単位として認められます。
対象の講演は学術講演会ホームページでご確認ください（上限８単位）。

Ⅳ 医学生・臨床研修医の皆様へ
医学生、臨床研修医の参加が認められています。参加希望の方は、学術講演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、参加には事前申込が必要となります。締切は４月２３日（金）です。締切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・臨床研修医プログラム
⑴ 医学生・臨床研修医のためのセミナー「耳鼻咽喉科・頭頸部外科医を目指そう」
５月１３日（木）１７：１０～１８：４０ 第９会場（国立京都国際会館 1F Annex Hall 2）
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

（村上信五 理事長）
２．耳鼻咽喉科の多様性と魅力を発信する

（羽藤直人 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」

（森 恵莉、小森 学 卒前卒後教育委員会委員）
４．診療体験ハンズオンレクチャー紹介

（工 穣 卒前卒後教育委員会委員）
５．耳鼻咽喉科勧誘 YouTube動画ライブ発表・投票会

（中村一博、平松真理子 卒前卒後教育委員会委員）
※なお、本プログラムはオンライン配信され、参加者による投票がライブで行われます。
会場参加できない医学生や臨床研修医の皆さんもぜひご参加ください。
参加方法は学術講演会ホームページで公開予定です。
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⑵ 診療体験ハンズオンレクチャー（杏林製薬医学教育プロジェクト）
５月１４日（金） 国立京都国際会館 1F Room C―1、Room C―2および Room 104

耳科・鼻科・喉頭気管の各コースがあり、それぞれ側頭骨・鼻副鼻腔・喉頭気管のモデルを実際
に使用し、専門医によるレベルに合わせた丁寧なレクチャーが受けられます。臨床研修医・専攻医
向けの内容ですが、医学生でも参加可能です。
下記の時間帯に１人１回１コースのみ参加が可能です。参加には事前申込が必要となります。な

お、医学生・臨床研修医のためのセミナー内で「診療体験ハンズオンレクチャー紹介」を行います
ので、参加者はできる限り参加またはオンライン配信の視聴をお願いします。
インストラクター（五十音順）
① 耳科
大平 真也（東邦大学大森医療センター）、梶原 理子（東邦大学大森医療センター）、
金沢 弘美（自治医科大学附属さいたま医療センター）、白井 杏湖（東京医科大学）、
髙橋 希（成育医療研究センター）、髙橋 昌寛（東京慈恵会医科大学）、
土橋 奈々（九州大学）、中条 恭子（聖路加国際病院）、波多野 都（金沢大学）、
森田 由香（新潟大学）

② 鼻科
上田 航毅（三重大学）、菊地 正弘（京都大学）、坂下 雅文（福井大学）、
下野真紗美（関西医科大学）、鈴木 正宣（北海道大学）、武田 鉄平（東京慈恵会医科大学）、
戸嶋 一郎（滋賀医科大学）、前田真由香（防衛医科大学）、前田 陽平（大阪大学）、
牧原靖一郞（香川労災病院）

③ 喉頭気管
印藤加奈子（香川大学）、上羽 瑠美（東京大学）、大村 和弘（東京慈恵会医科大学）、
田中加緒里（愛媛大学）、田中 真琴（日本大学）、平野 愛（東北大学）、
松島 康二（東邦大学）、溝口 兼司（北海道大学）、本橋 玲（東京医科大学）、
渡邊 毅（長崎大学）

内 容 耳科 鼻科 喉頭気管
会 場 Room C―1 Room C―2 Room 104

時間と人数

９：１５～１０：１５ ５ ５ ５
１０：３５～１１：３５ ５ ５ ５

１５：３０～１６：３０ ５ ５ ５
１６：５０～１７：５０ ５ ５ ５

計 ２０ ２０ ２０

Ⅴ ２０２１年耳鼻咽喉科男女共同キャリア支援懇談会
５月１４日（金）１１：５０～１２：４０ 第８会場（国立京都国際会館 2F Room B―２）
（事前受付定員４０名）
１．「日本医師会の女性医師支援事業について」

（日本医師会女性医師支援センター 猪狩和子）
２．フリートークテーマ「関連学会における男女共同参画の現状と課題」
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Ⅵ 司会・座長および演者の先生方へ

講演についてのご案内
本学術講演会は現地参加を基本としておりますが、遠隔地からオンラインでのリモート参加も可能です。
司会・座長および演者の当日の学会運営とご準備について、下記のようにお願いしたく存じます。
ご協力を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。なお、司会・座長および演者の方は参加登録が必要

です。

【司会・座長および演者の皆様へ】開催方法とご準備についての概略

開催方法 司会・座長 演者

【企画セッション】

［当日］
会場映写
ライブ配信（映像＋音声）

［後日］
オンデマンド配信

当日現地あるいはオンライ
ン会議システムで司会と演
者との間で質疑応答。

《学会前の４月２３日（金）までに》
発表データについて、音声付きスライドをmp4
の動画ファイルとしてアップロードする。
《発表当日》
【現地参加する方】
持参した発表データで発表し、現地で司会、演者
間で質疑応答。
【オンライン参加する方】
・オンライン会議システムで画面共有しライブ口
演。不具合があれば事前提出の発表データが映
写される。

・オンライン会議システムで司会、演者間で質疑
応答。

【一般口演】

［当日］
会場映写

［後日］
オンデマンド配信
（オンデマンド会期中にオ
ンライン掲示板で質疑応
答）

発表７分 質疑応答３分

《当日》
現地で座長と演者との間で
質疑応答。

《後日》
現地参加できなかった座長
はオンデマンド配信期間中
に、担当群の各演題のオン
ライン掲示板上に質問を書
き入れる。

《学会前の４月２３日（金）までに》
発表データについて、音声付きスライドをmp4
の動画ファイルとしてアップロードする。
《発表当日》
【現地参加する方】
持参した発表データで発表し、現地で司会、演者
間で質疑応答。
【オンライン参加する方】
・事前提出の発表データが会場で映写される。
・質疑応答をオンデマンド配信期間中にオンライ
ン掲示板上で行う。

【e―ポスター】

［当日］
オンライン掲示

［後日］
オンデマンド配信
（現地会期中およびオンデ
マンド会期中にオンライン
掲示板で質疑応答）

《５月１０日（月）から》
全ポスターを閲覧できる。
《５月１２日（水）までに》
担当する群のポスター演題
にそれぞれ質問を書き入れ
る。
《学会当日以降》
各ポスターの質疑応答にオ
ンライン掲示板上で対応す
る（会場内の PCまたはご
自身の PC）。

《学会前の４月２３日（金）までに》
ポスター演題として音声無しの PowerPointファ
イルをアップロードする（紙ポスター掲示無し、
口演無し）。
《現地学会期間中》
オンライン掲示板上で質問に対する応答を書き入
れる。
《後日》
後日オンデマンド会期中も質疑応答の掲示板への
書き込みは可能。

日耳鼻 124―281



●司会・座長の先生方へ
現地参加の場合
１．企画セッション（一般演題以外）の司会の先生方

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。到着され
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
① 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。到着さ
れましたら、到着の旨を進行係にお伝えください。

② 一般演題（口演）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（e―ポスター）座長の先生方

ポスター発表は、紙面ではなく「e―ポスター」としてオンラインで行います。現地発表はなく
PowerPointスライドをオンラインで供覧し、会期中は常に閲覧および質問・回答の投稿ができます。
以下のご対応をお願いいたします。

《５月１２日（水）までに》
担当する群の演題それぞれに質問を投稿してください。

《学会当日以後》
e―ポスター閲覧会場に用意しております PCあるいはご自身の PCで、適宜ご担当の群のページにア
クセスいただき、演者からの回答、参加者からの質問やコメントにご対応ください。

オンライン参加の場合
１．企画セッション（一般演題以外）の司会の先生方

オンライン会議システムでご参加いただきます。オンライン会議システムへのログインについての
詳細は後日運営事務局より連絡いたします。

２．一般演題（口演）座長の先生方
① 当日、オンラインでのライブ配信は行いませんので担当群にはご参加いただくことができません。
② 後日のオンデマンド配信期間中に、担当群の各演題のオンライン掲示板上に質問を書き入れてい
ただきます。詳細は後日運営事務局より連絡いたします。

３．一般演題（e―ポスター）座長の先生方
ポスター発表は、紙面ではなく「e―ポスター」としてオンラインで行います。現地発表はなく

PowerPointスライドをオンラインで供覧し、会期中は常に閲覧および質問・回答の投稿ができます。
以下のご対応をお願いいたします。

《５月１２日（水）までに》
担当する群の演題それぞれに質問を投稿してください。

《学会当日以後》
ご自身の PCから適宜ご担当の群のページにアクセスいただき、参加者からの質問やコメントにご対

応ください。
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後日のオンデマンド配信について
一般演題（口演・e―ポスター）については、後日のオンデマンド会期中にオンライン掲示板で質疑応答
が可能ですので積極的にご参加ください。

●演者の先生方へ
＜利益相反（COI）の開示について＞
本会では演者全員の皆様に「利益相反（COI）に関する指針・細則」に基づき、演題登録時ならびにご
発表時の利益相反の開示をお願いしております。
詳細は一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会ホームページをご確認のうえ、発表スライド内に COIの開示を

お願いいたします。
http : //www.jibika.or.jp/members/iinkaikara/rieki.html

＜発表データの事前登録について＞
４月２３日（金）までに当日発表用のデータとは別にオンデマンド配信用に口演発表（企画セッションお

よび一般演題）の場合は音声入り講演データを、e―ポスター発表の場合は PowerPointスライド１５枚以内
（動画、音声なし）を、事前にご登録いただきますようお願いいたします。アップロード方法は、学術講
演会ホームページをご参照ください。
発表データ事前アップロード期間：２０２１年３月下旬～４月２３日（金）
発表データは、配信期間終了後、運営事務局にて責任を持って消去いたします。

現地参加の場合
１．口演発表の先生方
■企画セッション（一般演題以外）の演者の先生方
以下「発表および発表データ作成についての注意点」をご確認いただき、発表用データを当該セッ

ションの開始３０分前までに、PCセンター（国立京都国際会館 1F Room H）にてご登録をお済ませ
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
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。
以下「発表および発表データ作成についての注意点」をご確認いただき、当該群開始３０分前までに、

PCセンター（国立京都国際会館 1F Room H）にてご登録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。
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■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いたします。発表用コンピュータおよび液晶プロジェクターは運営事務局
で用意いたします。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いたしますので、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企画セッション（一般演題以外）の演者の先生方は「セッション名、
演者氏名」、一般演題（口演）の演者の先生方は「演題番号（半角３桁）、演者氏名」としてくださ
い。

例１：シンポジウム２ 京大太郎 先生の場合

「セッション名」 「演者氏名」

シンポジウム２ 京大太郎

例２：演題番号７番 京大太郎 先生の場合

「半角３桁の演題番号」 「演者氏名」

０ ０ ７ 京大太郎

④ フォントは文字化けを防ぐため下記フォントに限定いたします。
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 作成ソフト データ預かり パソコン持込

Windows

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。
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⑥ PC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うえ、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、サーバーにコピーいたします。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、運営事務局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、演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―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。
２．e―ポスター発表の先生方

ポスター発表は、紙面ではなく「e―ポスター」としてオンラインで行います。現地発表はなく Power-

Pointスライドをオンラインで供覧し、会期中は常に閲覧および質問・回答の投稿ができます。
学会当日は、e―ポスター会場に用意しております PCあるいはご自身の PCで、適宜ご自身の演題の
ページにアクセスいただき、司会や参加者からの質問やコメントにご対応ください。

オンライン参加の場合
１．口演発表の先生方
■企画セッション（一般演題以外）の演者の先生方
オンライン会議システムで画面共有しライブ口演を行っていただきます。不具合があれば事前提出
の発表データが映写されます。
口演後、オンライン会議システムで司会、演者間で討論・質疑応答をしていただきます。
オンライン会議システムへのログインについての詳細は後日運営事務局より連絡いたします。

■一般演題（口演）の演者の先生方
事前にご登録いただきました音声入り講演データを会場にて映写いたします。

２．e―ポスター発表の先生方
ポスター発表は、紙面ではなく「e―ポスター」としてオンラインで行います。現地発表はなく

PowerPointスライドをオンラインで供覧し、会期中は常に閲覧および質問・回答の投稿ができます。
学会当日は、ご自身の PCから適宜ご自身の演題のページにアクセスいただき、座長や参加者からの

質問やコメントにご対応ください。
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後日のオンデマンド配信について
一般演題（口演・e―ポスター）については、後日のオンデマンド会期中にオンライン掲示板上で質問に
お答えください。

Ⅶ その他の会議
５月１２日（水）＜学会１日目＞
８：００～９：００ 学会・医会連携会議

（国立京都国際会館 2F Room K）
１０：００～１１：３０ 理事会

（国立京都国際会館 1F Room D）
１１：３０～１２：３０ 医育機関代表者・都道府県地方部会長合同会議

（国立京都国際会館 2F Room A）
１３：００～１４：２０ 日本臨床耳鼻咽喉科医会代議員会

（国立京都国際会館 2F Room A）
１４：３０～１７：００ 定時社員総会

（国立京都国際会館 1F メインホール）
５月１３日（木）＜学会２日目＞

１２：００～１３：３０ 日耳鼻・関連する学会会議
（国立京都国際会館 5F Room 510）

Ⅷ 開会式について
５月１３日（木）に８：３０より開催いたします。
＜式次第＞
① 開会の辞（会長挨拶）と学術講演会概略などの紹介 大森 孝一（京都大学教授）
② 日本耳鼻咽喉科学会研究奨励賞（令和２年度）の授賞式

村上 信五（名古屋市立東部医療センター病院長）
③ 日本耳鼻咽喉科学会研究奨励賞（令和元年度）受賞講演

１．小林 謙也（がん研究センター中央病院）
２．熊井 琢美（旭川医科大学）

④ 輝く耳鼻咽喉科女性賞の授賞式 阪上 雅史（兵庫医科大学病院長）
⑤ 耳鼻咽喉科教育・育成功労賞の授賞式 藤枝 重治（福井大学教授）
⑥ SPIO Award授賞式ならびに講演 野村 恭也（SPIO理事長）

Ⅸ 会員懇親会について
例年行われております会員懇親会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、執り行わないこととい
たしました。なお、懇親会に代わる企画として、飲食を伴わない会員の集いを検討中です。何卒ご理解、
ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。
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Ⅹ 手術手技セミナーについて
５月１４日（金）、１５日（土）の朝の時間を利用して、手術手技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。整理券の配布は行いません。

Ⅺ 学術セミナー（共催セミナー）について
５月１３日（木）、１４日（金）および１５日（土）の昼休みの時間を利用して、学術セミナー１～７、１０～

１７、２０～２５を行います。
入場時の混雑緩和のため、整理券を配布いたします。参加登録をお済ませのうえ、学術セミナー整理券
配布デスク（国立京都国際会館 1F）へお進みください。配布時間は、５月１３日（木）、１５日（土）は、
７：３０～１２：１５、５月１４日（金）は、７：３０～１１：１５、整理券配布枚数には限りがあり、各日程先着順に
発券し、なくなり次第終了いたします。
※整理券は当該セミナー開始５分をもって無効になります。
※５月１４日（金）および１５日（土）の８：００～８：５０に行います学術セミナー８・９、１８・１９について
は、整理券の配布はございません。

Ⅻ 医療機器・薬品展示会
会期中、医療機器・薬品展示会を国立京都国際会館 Annex Hall 1にて行います。

XIII クローク
下記場所・日時にて設けております。

場 所 国立京都国際会館 1F ホワイエ

日 時

５月１２日（水）９：３０～１７：００

５月１３日（木）７：３０～１８：４５

５月１４日（金）７：３０～１９：３０

５月１５日（土）７：３０～１６：３０

XIV 託児サービス
託児所は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、設置しないことといたしました。
何卒ご理解、ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

XV 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 : ICCK_Public_WiFi

※登録やパスワードは不要です。
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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、パスワードが必要です。パスワードは参加登録者にご案内させていただき
ます。
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。

� 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１３日（木）・１４日（金）の２日間、5F Room

509にて SPIOクラブを設けております。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。

� 日本臨床耳鼻咽喉科医会談話室
５月１３日（木）・１４日（金）の２日間、5F Room 501に設けておりますのでご利用ください。

� その他
本予稿集は各自でご持参ください。
オンライン抄録の閲覧パスワードは「Jibi122」です。
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。
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。
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