
専門医講習会当日の参加について

受講される先生方へ

１．会場について

本講習会では、すでに事前登録者が２，４００名近くに達しており、当日登録の方を考慮すると、広島国際会議場
の第１会場、第２会場の収容定員では座席数が不足することが予想されます。そのため、広島国際会議場内に
も少人数で講習が受けられる中継コーナーを設けると同時に、広島駅前の会議施設「TKPガーデンシティ
PREMIUM広島駅前」でも中継を行い、講習が受けられる会場を用意させていただきました。下記にその詳
細を記載しておりますので、ご参加の先生方には、ご留意の程、よろしくお願い申し上げます。
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広島国際会議場
（本会場）

TKPガーデンシティ PREMIUM広島駅前
（中継会場）

受付機能＊１ 当日参加登録・専門医証受付
総合案内

当日参加登録・専門医証受付
総合案内

プログラム
実施会場

①第１会場（約１，２００席）
②第１会場の中継場所 :
地下１階リハーサル室（２日目１２時まで）＊２

③第２会場（約６００席）
④第２会場の中継場所 :
第１会場そばのホワイエ

⑤実技室１―６（各定員）

広島国際会議場の第１・２会場の中継＊３

（各約４００席）

―使用会場―
ホール３階Ａ、４階Ａ、７階Ａ、８階Ａ

その他 機器展示、書籍展示
託児室、１２日お弁当配布＊４

（＊１）当日参加登録・専門医証受付を両方の会場で同様に行います。
（＊２）リハーサル室での中継は２日目１３日の１２時までとなります。１３日１３時半からの専門医共通講習の中継場所
としては、実技講習終了後の実技室を使用します。当日ご案内いたします。

（＊３）TKPガーデンシティ PREMIUM広島駅前では広島国際会議場の第１・２会場の中継を行います。
使用会場はホール 3A、4A、7A、8Aとなります。第１・２会場で行われる専門医共通講習と耳鼻咽喉科領域講
習（専門領域講習１～６、アドバンスト・コース１～８）の受講証明書も配布いたします。
実技講習は予約制であり、広島国際会議場の実技室でのみの実施となりますのでご注意ください。

（＊４）昼食用のお弁当の配布は広島国際会議場のみで行いますので、事前に申し込まれた方は広島国際会議場
地下２階ロビーにお越しください。TKPガーデンシティ PREMIUMでは、ご用意できません。

２．会場内での当日参加登録、専門医証（IDカード）の受付について

⑴ 受付場所と受付時間

受付場所 会期
当日参加登録の
受付時間

専門医証（ IDカード）の
受付時間

①広島国際会議場
（地下１階）
② TKPガーデンシティ

PREMIUM広島駅前
（３階カンファレンスルーム 3B）

１１月１２日（土）
＜１日目＞ ８ : ３０～１８: ３０ １２: ００～１６: ５５

（プログラム終了２時間前まで）

１１月１３日（日）
＜２日目＞ ７ : ３０～１４: ００ ８ : ００～１１: １５

（プログラム終了２時間前まで）
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⑵ 参加費等

・講習会費 : １５，０００円（テキスト代含む）
・懇親懇談会費 : ５，０００円

⑶ 事前参加登録済みの先生へ

事前にお送りしました参加証（ネームカード）を着用の上、ご参加ください。参加証をお忘れになった場合
は、総合案内までお越しください。

⑷ 日耳鼻専門医証（ IDカード）受付ついて

事前登録済みの方ならびに当日登録の方（はじめに参加登録受付を済ませていただき）は、参加証をご着用の
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いします。その際、「耳鼻咽喉
科領域講習受講証明書引換券」をお渡しします。
※時間外での IDカード受付はいたしませんので、予めご了承ください。
※IDカードの受付時間以降に来場され耳鼻咽喉科領域講習を受講される方は、総合案内にて「耳鼻咽喉科領
域講習受講証明書引換券」を配布いたします。IDカードの受付は、改めて受付時間内にお済ませください。

３．専門医の単位について

耳鼻咽喉科領域講習（＊マークのついたプログラム）の受講で１時間１単位（上限４単位）、実技講習の受講
で２時間２単位（上限４単位）、専門医共通講習の受講で１単位を取得できます。

■専門医共通講習（取得単位 : 各１単位）

平成２８年度より専門医更新に必須となる講習（日本専門医機構による新規準）のうち、医療安全と医療倫理
の講習を、２会場で２回ずつ設けております。指導医講習は必須の講習ではありませんが、専門研修指導医
を対象としたものです。多くの指導医のご参加をお願いいたします。

＜専門医共通講習の参加資格＞
①耳鼻咽喉科専門医であること
②日耳鼻専門医講習会への参加

事前申込みをお済ませの方は、事前郵送された「共通講習受講票」をお持ちになり、会場に入室してくださ
い。事前申込みをされていない方は、総合案内で「当

�

日
�

用
�

共通講習受講票」を受け取り、会場の係員の誘導
に従い入場してください。退出時に専門医共通講習受講証明書を配布します。開始５分以降の入場はできま
せん。途中退出者には受講証明書を発行できませんのでご了承ください。

■耳鼻咽喉科領域講習（＊のマークがついたプログラム）

専門領域講習１～６、アドバンスト・コース１～８（取得単位 : 各１単位 ※上限４単位）

「専門医証（IDカード）受付」で配布された「耳鼻咽喉科領域講習受講証明書引換券」をお持ちになり、会
場に入室してください。退出時に、「耳鼻咽喉科領域講習受講証明書引換券」と引き換えに受講証明書を配
布いたします。開始５分以降の入場はできません。途中退出者には受講証明書を発行できませんのでご了承
ください。



実技講習１～２４（取得単位 : 各２単位 ※上限４単位）（事前申込み制）

事前に郵送した「実技講習受講票」をお持ちになり、各実技室前受付にお越しください。実技講習開始１５分
前より受付を開始いたします。退出時に受講証明書を配布いたします。途中退出者には受講証明書を発行で
きませんのでご了承ください。実技講習開始時刻までにお越しいただけない場合は欠席扱いとし、当日受講
希望者をご案内します。

※当日受講希望者（キャンセル待ち）の方へ
各実技室前受付にて、講習開始３０分前より整理券を配布いたします。当日キャンセルがある場合、整理
番号順に入場をご案内いたしますので、講習開始５分前に再度実技室前受付にお越しください。
なお、キャンセル数により受講いただけない場合がございますので予めご了承ください。
※補聴器⑴～⑶は日本耳鼻咽喉科学会「補聴器相談医制度」の更新単位としても認められます。退出時
に受講証明書を配布いたします。

受講証明書は、個人で保管し（自筆で専門医番号、氏名を記入）、日本専門医機構による専門医更新手続き時
に提出してください。
また、受講証明書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

司会・講師の方へ
１．講演会場で使用されるパソコンデータは、プレビューセンター（広島国際会議場 地下２階 ロビー）に
て動作確認をお願いいたします。
２．実技講習会で使用されるパソコンについては、各会場にてご準備ください。

懇親懇談会について
１．１１月１２日（土）１９時３０分より、ANAクラウンプラザホテル広島にて行います。
２．事前にお申し込みをされていない方は、当日参加受付にてお申込みください。なお、懇親懇談会会場前で
も１９時より受付を行います。

地方部会長会議、学会・医会協議会について
１１月１３日（日）１３時３０分より、広島国際会議場 地下１階 リハーサル室にて開催します。

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．会期中、会場内での呼び出しはいたしません。メッセージボードをご利用ください。
３．会場内では、携帯電話の電源を切るか、マナーモードへの設定をお願いいたします。また、会場内での
許可なき録音・録画・撮影はご遠慮ください。

4. 中継会場のTKPガーデンシティPREMIUM広島駅前は、会場の都合上クロークスペースがございませんので、

大きな荷物の持ち込みはご遠慮ください。



事務局

第３０回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会 事務局
島根大学医学部 耳鼻咽喉科学講座

連絡先 第３０回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会 運営事務局
株式会社コングレ九州支社
〒８１０―０００１ 福岡市中央区天神１―９―１７ 福岡天神フコク生命ビル
Tel : ０９２―７１６―７１１６ Fax : ０９２―７１６―７１４３
E―mail : senmoni30@congre.co.jp

URL : http ://www.congre.co.jp/senmoni30/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

～事務局より追加のお知らせ～

＜専門医共通講習について＞
●専門医共通講習１「指導医講習」
第１日目 平成２８年１１月１２日（土） １０: ００～１１: ００
１単位が付与されます。専門医であれば指導医でなくても受講できます。
事前申込み制ではありませんので、皆さまのご参加をお待ちしております。

●専門医共通講習２～５「医療倫理」「医療安全」
会場へは事前申込者を優先的にご案内いたしますが、本共通講習は専門医更新の必須単位であることから、当
日参加希望者も会場の収容能力が許容する範囲でご案内させていただきます（中継会場でも受講いただけま

す）。

＜実技講習について＞
現在２４講習すべて定員に達しております。
当日のキャンセル待ちは行いますが、キャンセル数によりご受講いただけない場合もございますので、予めご
了承ください。

また、本講習会では、事前参加登録開始直後より大変多くのお申し込みをいただきました。その間、会場の収
容能力・機材の用意が許す限り定員を増やし１，２２０の定員をご用意しましたが、なお多くの方にご受講をお断
りせざるを得ないこととなり、お詫び申し上げます。

本年度より専門医制度の基準を基にした移行措置により認定更新する環境になったため、本講習会の開催にあ
たっては、多くの皆様のご協力のもと鋭意準備に努めてまいりました。
何卒ご理解、ご支援賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

第３０回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会
実行委員長 川内 秀之
（島根大学医学部耳鼻咽喉科学講座 教授）



1-2. 参加登録と専門医証（ＩＤカード）受付 

1. 当日の受付の流れ 

1-1. 受付場所と時間 

第30回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会 

当日の受付・各講習の受講の流れ 

受付場所 会期 当日参加登録の 
受付時間 

専門医証（ID カード）の 
受付時間 

①広島国際会議場 
（地下１階 ロビー） 
②TKPガーデンシティPREMIUM
広島駅前 

（3階カンファレンスルーム3B） 

11月12日(土) 
 <1日目> 8 : 30 ~ 18 : 30 12: 00~16: 55 

(プログラム終了2時間前まで) 

11月13日(日) 
 <2日目> 7 : 30 ~ 14 : 00 8 : 00~11: 15 

(プログラム終了2時間前まで) 

当
日
参
加
登
録
の
先
生 
事
前
参
加
登
録
を 

お
済
ま
せ
の
先
生 

←会員番号を記入 
共通講習 
受講票 

参加証 
（ネームカード） 

実技講習 
受講票 

（事前に郵送） 

←会員番号を記入 

ネームカード 
ケース 

※ネームカードケース
には受講票や弁当引
換券も一緒に入れる
ことができます 

会 

場 

へ 

 ※参加証・受講票は必ずご持参ください。万一忘れた場合は、総合案内にお越しください。 

専
門
医
証
（
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
）
受
付 

耳鼻咽喉科領域講習 
受講証明書引換券 

4枚つづりの引換券を 
受け取る 

会 

場 

へ 

当
日
参
加
登
録 

参加証 
（ネームカード） 

ネームカード 
ケース 

←所属･氏名記入 

専
門
医
証
（
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
）
受
付 

耳鼻咽喉科領域講習 
受講証明書引換券 

4枚つづりの引換券を 
受け取る 

参加証を 
着用し会場へ 

懇親懇談会をお申込みの方には
赤丸のマークが入っています 

※ID カードの受付時間以降に来場され耳鼻咽喉科領域講習を受講される方は、総合案内にて「耳鼻咽喉科 
  領域講習受講証明書引換券」を配布します。ID カードの受付は、改めて受付時間内にお済ませください。 



・特別な受講手続きはありません。会場に入り受講ください。 

2-3. 耳鼻咽喉科領域講習  注）＊アスタリスクマークのついている講習 

アドバンスト・コース 
1 ～ 8 

事
前
申
込
み
済
み 

（事前郵送） 

会員番号を記載 
会場へ持参 

係員へ受講票を提示し 
会場へ入室 

受講 
（2h） 

退出時 

受講票を係員へ渡し、 
受講証明書を受け取る 

受講 
（1h） 

退出時 
耳鼻咽喉科 
領域講習 
受講証明書 引換券1枚を係員へ渡し、 

受講証明書を受け取る 

2-2. プレナリーセッション、専門医制度 

＜専門領域講習 1～6, アドバンスト・コース 1～8＞ 

＜実技講習 1～24＞ 

※当日、実技講習開始時刻までにお越しいただけない場合は欠席扱いとし、当日受講希望者をご案内します。 

（実技室１～６）※事前申込み制 

専門領域講習 
1 ～ 6 

耳鼻咽喉科領域講習 
受講証明書引換券 引換券を持ち、 

会場へ入室 

専門医証 (IDカード) 受付 
にて4枚つづりの引換券を 
受け取る（1-2参照） 

実技講習 
1 ～ 24 

実技講習 
受講票 

耳鼻咽喉科 
領域講習 
受講証明書 

実技講習 
受講票 

耳鼻咽喉科領域講習 
受講証明書引換券 

2-1. 専門医共通講習   ※2～5の「医療倫理」「医療安全」は事前申込み制。ただし当日参加も会場の収容能力が許容する限りご案内します。 

1. 指導医講習 

2. 医療倫理 

3. 医療安全 

4. 医療倫理※ 

5. 医療安全※ 

事
前
申
込
み
済
み 

事
前
申
込
み
無
し 

共通講習 
受講票※ 

（事前郵送） 

会員番号を記載 
会場へ持参 

総合案内にて受け取り 
氏名･専門医番号を 

記載 

係員へ受講票を提示し 
会場へ入室 

係員の誘導に 
 従ってください 

退出時 
共通講習 
受講証明書 

受講票を係員へ渡し、 
受講証明書を受け取る 

退出時 
共通講習 
受講証明書 

受講票を係員へ渡し、 
受講証明書を受け取る 

総合案内にて受け取り 
氏名･専門医番号を 

記載 

係員へ受講票を提示し 
会場へ入室 

受講 
（1h） 

退出時 共通講習 
受講証明書 

受講票を係員へ渡し、 
受講証明書を受け取る 

2. 各講習の受講方法 

共通講習 
受講票 

受講 
（1h） 

受講 
（1h） 

（お願い）各講習の間隔は15分間です。スムーズな入退場にご協力をお願いいたします。 

開始５分以降の入場はできません。途中退出者には受講証明書を発行できませんのでご了承ください。 

開始５分以降の入場はできません。途中退出者には受講証明書を発行できませんのでご了承ください。 

係員へ受講票を提示し 
会場へ 

※受講票に広島国際会議場の第1会場（フェニック
スホール）、第2会場（ヒマワリ）が記載されています
が、中継会場での受講も可能です。 

※専門医共通講習4と5は会場を入れ替え、第1会場（フェニックスホール）で「5. 医療安全」 、第2会場（ヒマワリ）で「4. 医療倫理」を実施いたします。 

当日用 
共通講習受講票 

当日用 
共通講習受講票 

当日用 
共通講習受講票 

当日用 
共通講習受講票 
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