
参加者へのご案内

1．	参加者へのご案内
この度、新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、現地にお越しいただけない方々のために、オンデマンド配信さ
せていただく運びとなりました。
※�オンデマンド配信は事前、追加参加登録を「4学会共通＋コンタクトレンズ講習会＋オンデマンド視聴」でおこなっ
た方のみ視聴していただけます。
2022年6月10日（金）より追加参加登録を行います。
現地での開催にあたり、リーガロイヤルホテル広島・NTTクレドホールの利用ガイドラインでの対策を厳守し、本
会として下記の感染対策を実施いたします。ご参加を予定されている参加者・演者・座長・協賛企業の皆様におか
れましては、様々な対策をご確認いただきますとともに、安全・安心な学会の開催成功に向け、感染防止のための
お願い事項について、ご協力をいただけますようお願い申し上げます。

●ご来場の前に
来場前はご自身で検温など体調の異常がないか確認し、ホームページに掲載しております「健康状態申告書」を予
めダウンロードの上ご記入いただき、来場日毎に入口にてご提出をお願いします。
以下の場合はご来場をお控えください。
　・37.5�度以上の発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、呼吸困難がある場合
　・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることが判明した場合
　・過去7日以内に感染が継続拡大している国・地域への訪問歴がある場合
　・過去7日以内に入国制限等のある国・地域からの渡航者・在住者との濃厚接触がある場合
新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の項目にご協力をお願いいたします。
　・会場内ではマスクを必ず着用してください。
　・施設入口での検温実施にご協力ください。
　・施設入口や各会場入り口では、消毒液を設置いたしておりますので必ずご利用ください。
　・�座長席・演台にも消毒液を設置いたします。マイク、マウス、レーザーポインターご利用の前後には必ず手指
の消毒をしてください。

　・三密回避のため口演会場内での配置は間隔をあけております。立見はご遠慮ください。
　・朝一番の参加受付は混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
お手持ちのスマートフォン等に「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のインストールをお願いいた
します。
App�Store�または�Google�Play�で「接触確認アプリ」で検索してインストールしてください。
　・「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」

Android をご利用の方

Google Play

iPhone / iPad をご利用の方

App Store



2．	会期
現地開催� …………… 2022年7月8日(金) ～ 10日(日)
オンデマンド配信� … 2022年7月25日(月) ～ 8月22日(月)
　※�オンデマンド配信は事前、追加参加登録を「4学会共通＋コンタクトレンズ講習会＋オンデマンド視聴」でお
こなった方のみ視聴していただけます。

配信方式：当日、会場で収録したセッション動画を�WEB�閲覧用に編集して、会期後に配信いたします。
閲覧方法：�フォーサム2022せとうち　ホームページより�WEB�閲覧システムへリンクいたします。閲覧にはIDが

必要になります。
閲覧用�ID：
　①事前参加登録を済まされた方
　　→事前に送付したネームカードに記載のIDにて閲覧可能です。
　②追加参加登録をされた方
　　→�参加登録完了時の自動配信メールに記載のIDにて閲覧可能です。なお、IDが不明の場合は前述のメールに

記載されたマイページで確認が可能です。

3.	 参加受付
受付場所：リーガロイヤルホテル広島　4F　ロビー
受付時間：7月 8 日（金）　8：00～ 17：20
　　　　　7月 9 日（土）　7：15～ 18：30
　　　　　7月10日（日）　7：15～ 15：30

4.	 受付方法
1）事前登録された方
　　�受付の必要はございません。事前に送付したネームカードおよび健康状態申告書（学会ホームページにてダウ
ンロード可能）をご用意の上、ご来場ください。

　　ネームカードケースは来場初日に健康状態申告書をご提出後おとりください。
　　プログラム・講演抄録集は、忘れずにご持参ください。
2）当日登録について
　　当日参加登録はございませんので、以下の追加参加登録をご利用ください。
3）追加参加登録をされる方
　　【6月10日（金）～�8月22日（月）まで、オンライン追加参加登録を受付けます。】
　　※オンデマンド配信�2022年7月25日(月) ～ 8月22日(月)の視聴が可能です。
　　　申込方法：ホームページより参加登録システムにて登録をお願いいたします。
　　※オンライン追加参加登録費のお支払いは、クレジットカードのみとなります。
　　※�オンライン追加参加登録をされた方にはネームカードの郵送はありません。現地参加の場合、参加登録完了

メールに記載のマイページより「ネームカード引換券」を印刷し、参加受付にご提示ください。ネームカー
ドをお渡しいたします。

　　※オンライン追加参加登録された非会員の方へのプログラム・講演抄録集の郵送は、8�月下旬以降となります。
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【追加参加登録料】
　　�参加登録カテゴリーにより、現地での入場、オンデマンド配信視聴の可否、取得単位数が異なりますのでご注
意ください。

①4学会共通＋コンタクトレンズ講習会＋オンデマンド視聴
会員※1 ¥25,000-
非会員 ¥28,000-
研修医※2・大学院生・視能訓練士・留学生等※3 ¥12,000-

学生（大学院生は除く）※4 無料※4
（�現地でのみ登録可能、オンデマンド視聴不可）

②第58回日本眼感染症学会（オンデマンド視聴不可）
会員※1 ¥14,000-
非会員 ¥16,000-
研修医※2・大学院生・視能訓練士・留学生等※3 �¥6,000-

③第55回日本眼炎症学会（オンデマンド視聴不可）
会員※1 ¥14,000-
非会員 ¥16,000-
研修医※2・大学院生・視能訓練士・留学生等※3 ¥6,000-

④第64回日本コンタクトレンズ学会総会+コンタクトレンズ講習会（オンデマンド視聴不可）
会員※1 ¥14,000-
非会員 ¥16,000-
研修医※2・大学院生・視能訓練士・留学生等※3 ¥7,000-

⑤第10回日本涙道・涙液学会総会（オンデマンド視聴不可）
会員※1 ¥14,000-
非会員 ¥16,000-
研修医※2・大学院生・視能訓練士・留学生等※3 ¥6,000-

⑥コンタクトレンズ講習会のみ（オンデマンド視聴不可）
会員※5 ¥5,000-
非会員 ¥6,000-
研修医※2・大学院生・視能訓練士・留学生等※3 ¥3,000-

※1　「4学会共通＋コンタクトレンズ講習会」の「会員」は、4学会いずれの会員でも結構です。
※2　「研修医」は、新臨床研修制度3年目（後期研修1年目）までとします。
※3　「研修医・大学院生・視能訓練士・留学生等」は、主任教授もしくは所属長の証明が必要です。
　　　�本会ホームページ「参加登録」ページに掲載の書式に必要事項を記入の上、参加登録システムにて

アップロードしてください。
※4　�学生（大学院生は除く）の方は現地でのみご登録が可能です。現地参加のみでオンデマンド閲覧はで

きませんのでご注意ください。学生証を必ず現地の参加登録受付にお持ちください。
※5　「コンタクトレンズ講習会」の「会員」は、コンタクトレンズ学会にご所属の方が対象になります。

第12回JAOI塗抹検鏡スキルトランスファー、オルソケラトロジー講習会、第8回JSLT涙道スキルトランスファー、
第393回ICD講習会へのご参加には、別途登録が必要です。詳細は、27 ～ 28ページをご覧ください。
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5.		 ネームカード
所属・氏名をご記入の上、入場の際は必ずご着用ください。ネームカードを着用されていない方のご入場はご遠慮
願います。また、ご登録された学会の会場のみ入場可能とさせていただきますので、ご了承ください。
なお、第64回日本コンタクトレンズ学会総会�器械展示会場、第10回日本涙道・涙液学会総会�器械展示会場なら
びに共催セミナーについては、登録された学会に関わらず、自由にご入場いただけます。

※�オンライン追加参加登録をされた方にはネームカードの郵送はありません。現地参加の場合、参加登録完了メー
ルに記載のマイページより「ネームカード引換券」を印刷し、参加受付にご提示ください。ネームカードをお渡
しいたします。

6.	 専門医制度単位受付（日本眼科学会生涯教育認定事業）
現地開催およびオンデマンド配信を行いますので、専門医制度単位取得については、以下の通りとなります。
認定事業番号：59035（フォーサム2022せとうち）/�60254（コンタクトレンズ講習会）

現地開催期日 現地参加
単位数

オンデマンド
配信単位数 4学会共通 眼感染症 眼炎症 コンタクト�

レンズ 涙道・涙液

7月 8 日（金）
午前 2単位

2単位
○ ○ ○ ― ―

午後 2単位 ○ ○ ○ ― ―

7月 9 日（土）
午前 2単位

2単位
○ ○ ○ ○ ○

午後 2単位 ○ ○ ○ ○ ○
7月10日（日） 午前・午後 2単位 1単位 ○ ― ― ○ ○
コンタクトレンズ講習会 2単位 1単位※ ○ ― ― ○ ―

※7月25日（月）～ 31日（日）の期間にコンタクトレンズ講習会の配信を視聴した場合にのみ取得可能です。

■現地参加者
眼科専門医制度登録証（カード）を必ずご持参ください。なお、単位受付の際にはネームカードをご提示いただき
ます。

現地開催期日 受付時間 受付場所

学会参加
7月 8 日（金） 8 ：30～ 18：00

リーガロイヤルホテル広島�
4F　ロビー

7月 9 日（土） 8 ：45～ 17：45
7月10日（日） 8 ：45～ 14：00

コンタクトレンズ講習会 7月10日（日） 14：00～ 16：20

■オンデマンド配信視聴
オンデマンド開催期間（2022年7月25日（月）～8月22日（月））にご視聴いただくと、7月8日（金）～10日（日）
のプログラム日程表に基づいて、7月8日（金）・9日（土）分は2単位、7月10日（日）分は1単位取得できます。
（�コンタクトレンズ講習会は7月25日（月）～ 31日（日）の期間内のみ1単位取得可能です。8月1日（月）以降は
単位取得できませんので、ご注意ください。）
オンデマンド配信の各学会の各日程のプログラムを1つでも視聴すると、その日程分の単位が付与されます。
参加登録カテゴリーにより視聴できるプログラム、取得単位数が異なりますのでご注意ください。

※オンデマンド配信への参加は、Web出席の上限20単位となります。
※現地参加と重複しての単位取得は出来ませんので、予めご了承ください。
※共催セミナーのオンデマンド配信のみをご視聴いただいても、単位付与対象ではございません。
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7．	第58回日本眼感染症学会参加によるICD更新点数
日本眼感染症学会参加…5点、筆頭演者…2点
更新申請の際、学術集会参加証（ネームカードコピー）、発表資料（学術集会抄録表紙、および記載ページコピー）
が必要です。紛失しないようご注意ください。
※現地参加者のみ更新点数取得可能となります。オンデマンド配信参加では取得できませんのでご注意ください。

8．	会場での呼び出し
会場内での呼び出しは、行いません。受付周辺に伝言板を設置致しますので、ご利用ください。
緊急の場合は、本部（リーガロイヤルホテル広島　4F　梅）へお越しください。

9．	会場内でのご注意
会場内での録音、写真およびビデオ撮影は、公式プレスを除き固くお断りいたします。また、携帯電話は電源をお
切りいただくか、マナーモードに設定してください。

10.	クローク
リーガロイヤルホテル広島　4F　ロビー（7月8日～ 10日）
NTTクレドホール　11F　ロビー（7月9日・10日）

11.	駐車場
学会専用の駐車場はございません。なるべく公共交通機関をご利用ください。

12.	共催セミナーの整理券発行について
ランチョンセミナーは混雑緩和のため、セミナー当日の下記時間に整理券を配布します。
参加者�1�人�1�枚限りとし、なくなり次第終了となりますので、ネームカードご着用の上、お早めにお越しください。
なお、新型コロナウィルス感染症対策の一環としまして整理券は手渡しではなく、テイクフリーとさせていただき
ます。
日時：7月 8 日（金）　8：00～ 12：00�
　　　7月 9 日（土）　7：15～ 12：00
　　　7月10日（日）　7：15～ 11：50
場所：リーガロイヤルホテル広島　4F　ロビー

※モーニングセミナー、イブニングセミナーの整理券発行はありません。
※各ランチョンセミナーには、整理券をお持ちの方から優先的にご入場いただきます。
※定員になり次第、各セミナー会場のご入場を終了いたしますので、あらかじめご了承ください。
※セミナー開始と同時に、整理券は無効となります。
共催セミナーの詳細は、155ページ以降をご覧ください。
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13.	器械展示
第64回日本コンタクトレンズ学会総会器械展示
会場：リーガロイヤルホテル広島　3F　音戸、宮島
日時：7月 9 日（土）　8：50～ 17：45
　　　7月10日（日）　8：50～ 14：00

第10回日本涙道・涙液学会総会器械展示
会場：NTTクレドホール　11F　ロビー
日時：7月 9 日（土）　8：45～ 18：00
　　　7月10日（日）　8：50～ 11：30

14.	書籍展示
日時：7月 8 日（金）　8：30～ 18：15
　　　7月 9 日（土）　8：30～ 18：00
　　　7月10日（日）　8：40～ 13：30
場所：リーガロイヤルホテル広島　4F　ロビー

15.	託児所について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お子さまの安全を最優先に考慮し、本会での託児室の設置を見送
ることにいたしました。ご利用を検討されていた参加者の皆さまには、ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご
理解いただきますようお願いいたします。
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