
参加者へのご案内

１. 開催形態：ハイブリッド（現地開催＋オンデマンド配信）

現地開催：2022 年 2 月 10 日（木）～ 12 日（土）
・�すべてのセッションを現地にて開催いたします。ポスター発表は演者の発表データ（動画形式）
をオンラインにてご自身の PCもしくは、会場内（石川県立音楽堂�B1F�交流ホール）に設置さ
れた PC視聴が可能です。

　オンデマンド配信：2022 年 3 月 1 日（火）～ 3 月 14 日（月）
・現地開催時のセッションを収録した動画をオンライン視聴することができます。
・ポスターセッションの発表データ（動画形式）視聴も可能です。
・共催セミナーのオンデマンド配信の可否は共催社ごとの判断によります。

２. 参加登録および領収書について
参加登録の種類に関わらず、領収書・参加証明書の郵送はいたしません。全てWEB上での取り
扱いとなり、以下のアドレスから発行いただけます。
https://www.miceregi.jp/reg/cornea2022/
ダウンロード期限：2022 年 3 月 14 日（月）
※領収書・参加証明書の発行は最大 3回までとなります。

　１）事前参加登録（2021 年 12 月 9 日まで）された方
1 月下旬にネームカードをお送りいたします。現地開催ご参加の際にご持参ください。
ネームカードのみ郵送いたします。領収書・参加証明書の郵送はございません。

　２）追加参加登録（2022 年 1 月 17 日以降）された方
現地参加の場合、ネームカードは会場にてお受け取りください。

　３）参加登録がお済みでない方
3 月 14 日（月）までに大会ホームページよりオンライン参加登録をしてください。
現地で参加登録をされる場合も、オンライン参加登録をお願いします。
現地参加の場合、ネームカードは会場にてお受け取りください。
ネームカードは以下日時でお受取りが可能です。
日時：2月 10 日（木）� 7：30 ～ 16：00
　　　2月 11 日（金・祝）� 7：20 ～ 17：00
　　　2月 12 日（土）� 7：30 ～ 12：00

＜参加登録費＞

追加参加登録

会員 21,000 円

非会員 23,000 円

研修医※1・留学生・コメディカル※2 13,000 円
※ 1. 研修医は、研修医新臨床研修医制度 3年目（後期研修 1年目）までといたします。
※ �2.研修医、留学生、コメディカルの方は、主任教授または所属長の証明書（学生証等のコピー不可）
が必要です。

＊追加参加登録の決済方法はオンラインクレジットカード決済のみの対応となります。
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現地開催期間（2月 10 日～ 12 日）中、会場施設内ではネームカードの着用をお願いいたします。
追加参加登録期間（2022 年 1 月 17 日以降）に「登録をされた方で、現地参加の場合は必ず会場
受付にてネームカードをお受け取りください。

３. プログラム・抄録集
プログラム・抄録集は、日本角膜学会会員、および、2021 年 12 月 9 日（木）までに事前参加登
録された非会員の方には 2022 年 1 月中旬～下旬頃に郵送いたします。
2022 年 1 月 17 日（月）以降に追加参加登録をされた非会員の方には、2022 年 2 月下旬以降順次
郵送いたします。オンデマンド配信期間中に間に合わない場合がございますのであらかじめご了
承ください。

４. 専門医制度単位受付（日本眼科学会生涯教育認定事業：No.59145）
日程表に基づき、各日程のプログラムを 1つ以上視聴すると単位が付与されます。
ただし、現地参加の場合とオンデマンド配信での視聴で取得単位数が異なります。
１）現地開催期間
　　2月 10 日（木）� 7：30 ～ 15：00� 3 単位
　　2月 11 日（金・祝）� 7：30 ～ 16：30� 3 単位
　　2月 12 日（土）� 7：30 ～ 12：20� 2 単位
２）オンデマンド配信
　　2月 10 日（木）� 2 単位
　　2月 11 日（金・祝）� 2 単位
　　2月 12 日（土）� 1 単位
※現地開催期間に現地にて参加された日程は、自動的に１）現地開催期間の単位数が付与されます。
※オンデマンド配信のみしか視聴していない日程は、２）オンデマンド配信の単位数が付与されます。

５. 日本角膜学会・日本角膜移植学会会員申込み
筆頭演者は、学会会員に限ります。未入会の方は、必ず入会手続きをしてください。

【日本角膜学会事務局】
〒 567-0047　茨木市美穂ケ丘 3-6　山本ビル 302 号
Tel：072-623-7878　Fax：072-623-6060　E-mail：folia@hcn.zaq.ne.jp

【日本角膜移植学会事務局】
〒 565-0871�大阪府吹田市山田丘 2-2�E-7　大阪大学大学院医学系研究科�眼科学教室内
Tel：06-6879-3451　Fax：06-6879-3459　E-mail：info@kerapla-jpn.jp

６. 現地会場にご来場の方へ
本会は新型コロナウイルス感染症対策を行って、運営を行います。会場へご来場予定の参加者・
関係者の皆様の安全のためにご理解とご協力をお願いいたします。
またご自身と周りの方々の安心・安全のために新型コロナワクチンの接種を推奨いたします。



●感染症防止対策について
　１）参加人数の制限

・会場の席数を減らした上で運営いたします。
　２）体調不良者の入場制限

・�現地開催の会場へ来場される際には「健康状態申告書」にご記入いただき毎日必ず会場
入口にてご提出ください。

　３）換気による対策
・�講演会場、展示会場の換気を徹底します。講演中も入口を締め切らず密閉状態を作らな
いようにします。

　４）三密と飛沫飛散の防止
・�講演会場の入口と出口をできる限り分離しすれ違いの頻度をなくします。
・�対面での会話を極力避けるとともに、受付・演台・座長席などでの飛沫感染防止のため
にアクリル板などを設置します。

　５）手洗いと手指および共有物の消毒の徹底
・�参加者および運営スタッフに手洗いや手指消毒の励行を徹底します。
・�受付や会場内などに必要に応じて消毒液を設置します。
・不特定の方が共有して使用するマイクなどを消毒します。

　６）マスクの着用
・�参加者および運営スタッフなどにマスクの着用を必須とします。

　７）会場入口にてAI 体温検知システムによる検温を行います。

①コングレスバッグ
　今回はご用意をしておりませんので、ご了承ください。

②呼び出し
　�会場内での呼び出しは行いません。石川県立音楽堂 1Fに会員連絡版を設置いたしますのでご
利用ください。

③会場内でのご注意
　�講演会場内での録音、写真およびビデオ撮影は、公式プレスを除きいかなる場合も固くお断り
いたします。
　また、携帯電話はマナーモードに設定していただくか、電源をお切りください。

④クローク
　石川県立音楽堂　B1F　にクロークを設置いたします。
　日時：2月 10 日（木）� 7:30 ～ 16:30
　　　　2月 11 日（金・祝）� 7:20 ～ 19:30
　　　　2月 12 日（土）� 7:30 ～ 15:10

参加者へのご案内



参加者へのご案内

⑤石川県立音楽堂内での飲食禁止について
　�施設内での飲食は、水分補給のためこ自身で購入されたペットボトルの飲み物以外は禁止です。
そのため、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イプニングセミナーではお弁当を配布
できませんのでご了承ください。近隣の飲食店などでの食事をお願いいたします。ANAクラ
ウンプラザホテル金沢での共催セミナーも同様となります。

⑥共催セミナー
　�会期中、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナーを開催いたします。
詳細は抄録集の 130 ～ 144 ページをご覧ください。
　各セミナーの整理券はございませんので、直接会場前にお越しください。
　今回は感染防止も含めて、共催セミナーでは飲食の提供は行いません。

⑦併設医薬品・医療機器展示／書籍展示
　�機器展示・書籍展示は機器展示会場（石川県立音楽堂　B1F　交流ホール）にて開催いたします。
詳細は抄録集の 29 ページをご覧ください。

⑧関連会議
日本角膜学会理事会 2月 9日（水）� 17:30 ～ 19:00 別途ご案内いたします

日本角膜学会評議員会 2月 10 日（木）� 7:00�～��8:00 ANAクラウンプラザホテル金沢�3F 瑞雲

総　　会 2月 11 日（金・祝）� 11:00 ～ 11:20 第 1 会場（2F　コンサートホール）

⑨アスレチック大会
　日時：2月 10 日（木）　15:30 ～ 18:10
　場所：コロナキャットボウル金沢
　競技種目：ボウリング（詳細はホームページでご確認ください）

⑩パイプオルガンコンサート
　日時：2月 10 日（木）　15:00 ～ 16:00
　場所：第 1会場（石川県立音楽堂　2F　コンサートホール）
　学会参加者であればどなたでもご参加いただけます。ぜひ会場にお越しください。

⑪世良公則アコースティックライヴ at 角膜カンファ 2022
　日時：2月 11 日（金・祝）18:20 ～ 19:20（開場 18：00）
　会場：第 2会場（石川県立音楽堂�2F�邦楽ホール）
　学会参加者であればどなたでもご参加いただけます。ぜひ会場にお越しください。

⑫懇親会
　感染症対策の為、中止いたします。



⑬コピー・FAX
　近隣のコンビニエンスストアなどをご利用ください。

⑭ドリンクコーナー
　感染症対策の為、設置いたしません。

⑮託児所
　感染症対策の為、設置いたしません。

⑯宿泊
　ホームページ上の宿泊案内のページをご参照の上、各自でお申し込みください。

４. オンデマンド配信
現地開催時に行われたセッションを収録した動画をオンデマンド配信いたします。
日時：2022 年 3 月 1 日（火）～ 3月 14 日（月）
配信プログラム：招待講演、シンポジウム、学術奨励賞受賞記念講演、一般演題（口演、ポスター）
※ポスター演題は現地開催期間（2月 10 日～ 12 日）にもオンデマンド配信されます。
※オンデマンド配信は、講演者のご承諾をいただいた演題のみとなります。
※共催セミナーのオンデマンド配信の有無は共催社ごとの判断によります。
※オンデマンド配信の視聴画面につきましては、WEB視聴システムよりアクセスいただけます。
　�WEB 視聴システムにアクセスいただく際に参加登録者にご案内する「WEB開催視聴用 ID/
PW」が必要になります。
※�一般口演とポスターについてはオンデマンド配信のWEB視聴システムの質疑応答機能から質
疑を行うことができます。
　①WEB視聴システム内に演題毎の質問投稿機能がございます。
　②質問内容を簡潔に明記し、投稿してください。
　③演者より回答されると、質問投稿画面に回答内容が表示され、ご確認いただけます。
　④�質問内容および演者からの回答内容は視聴者（参加者）が閲覧できるようWEB視聴システ
ム上に公開いたします。

　⑤匿名投稿、誹謗中傷、不適切な投稿は固くお断りいたします。
※撮影・録画・録音・スクリーンショットの禁止
　配信内容の撮影・録画・録音・スクリーンショットは、いかなる場合も固くお断りします。
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