
学術講演会のお知らせ

Ⅰ 会場案内
現地参加の場合

会 場：神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場
総合受付１：神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田前ロビー
総合受付２：神戸国際会議場 3F ホワイエ
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．必ずマスクを着用してください。
４．３密を避ける行動をお願いいたします。
５．こまめな手洗い・消毒薬による消毒をお願いいたします。
６．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ただちに
スタッフに申し出てください。
７．現地開催日程の７日以内に日本の入国規制国・地域への渡航歴がある方、渡航歴をお持
ちの方と接触された方の入場はできません。

（２０２２年３月１５日 現在）

オンライン参加の場合
ライブ配信：２０２２年５月２６日（木）～２８日（土）

第１、２、３会場、ランチョンセミナー、イブニングセミナー、モーニングセミナーの講演
を配信します。

オンデマンド配信：２０２２年６月１５日（水）～７月３１日（日）
全会場の講演（一部を除きます）およびポスター発表を配信します。

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．ネームカード受付場所・時間

月日 時間 受付場所

５月２６日（木） ７：３０～１７：３０
総合受付１：神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田前ロビー
総合受付２：神戸国際会議場 3F ホワイエ

５月２７日（金） ７：３０～１７：００

５月２８日（土） ７：３０～１４：００

２．ネームカードのお渡し
総合受付にてネームカードをお渡しいたします。
当日、現地では参加登録を行いませんので、必ず事前にオンラインにて参加登録を完了してからお
越しください。
※ネームカードは事前発送いたしません。

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、総合受付の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」を忘れた場合
仮カードを発行（有料、デポジット制）いたしますので、総合受付までお越しください。
総合受付１：神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田前ロビー
総合受付２：神戸国際会議場 3F ホワイエ
※仮カード発行は総合受付１（神戸ポートピアホテル）のみで対応します。ご注意ください。
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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１２３回日本耳鼻咽喉科
頭頸部外科学会総会・

学術講演会
（日本耳鼻咽喉科頭頸部外科

学会会員カード
（ICカード）受付）

２単位

まず、参加登録受付を済ませ、参
加票（ネームカード）をご着用の
うえ、参加受付近くの「日本耳鼻
咽喉科頭頸部外科学会会員カード
（ICカード）受付」にて ICカー
ドの受付をお願いします。

５月２６日（木） ７：３０～１７：３０

５月２７日（金） ７：３０～１７：００

５月２８日（土） ７：３０～１４：００

※上記以外は受付できませんのであらかじめご了承ください。

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、
上限８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、入室な
らびに、退出時に、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会
員カード（ICカード）の受付を行ってください。講
習開始５分以降の入場はできません。

専門医共通講習
日程表・群別時間割表で

⃞共マークの付いたプログラム
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、入室な
らびに、退出時に、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会
員カード（ICカード）の受付を行ってください。講
習開始５分以降の入場はできません。

※「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）：

事前に参加登録をしていただきオンライン開催期間中に、Web視聴画面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：
＜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。
対象の講演は日程表・群別時間割表で⃞領マークの付いたプログラム（上限８単位）。

＜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。対象の講演は日程表・群別時間割表で⃞共マークの付いたプログラム。

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のご案内に

従ってオンラインにてお申し込みください。
今回は、医学生・臨床研修医のためのセミナーを開催いたしますので、是非ご参加ください。

医学生・臨床研修医プログラム
１．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」
日時：５月２６日（木）１６：４５～１８：１５
会場：第３会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）
司会：藤枝重治（卒前卒後教育委員会）
※なお、本プログラムはライブ配信され、参加者による投票も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。

Ⅴ 2022年耳鼻咽喉科頭頸部外科 男女共同キャリア支援懇談会
「日本医師会における女性医師支援の取り組みについて」
司会：松延 毅（日本医科大学准教授）
講師：猪狩和子（東京都医師会次世代医師・女性医師支援委員会アドバイザー）
日時：５月２７日（金）１２：０５～１２：５５
会場：第６会場（神戸国際会議場 4F ４０３）
（事前受付定員４０名）
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オンライン参加の場合
■すべての演者の先生方

ZOOMで画面共有しライブ口演を行っていただきます。
口演後、ZOOMで司会・座長、演者間で討論・質疑応答をしていただきます。
ZOOM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。

Ⅶ その他の会議
５月２５日（水）
８：３０～９：５０ 理事会
１０：００～１１：３０ 医育機関代表者・都道府県地方部会長合同会議
１１：００～１２：３０ 日本臨床耳鼻咽喉科医会代議員会
１３：００～１６：３０ 定時社員総会

５月２６日（木）＜学術講演会１日目＞
１０：３０～１１：３０ 学会・医会連携会議
１１：４０～１３：００ 日耳鼻・関連する学会会議

Ⅷ 開会式について
５月２６日（木）８：００より開催いたします。
＜式次第＞
① 会長挨拶と学術講演会概略などの紹介
② 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会研究奨励賞（令和３年度）授賞式
③ 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会研究奨励賞（令和２年度）受賞講演
武田 和也（近畿大学）

④ 輝く耳鼻咽喉科女性賞授賞式
⑤ 耳鼻咽喉科教育・育成功労賞授賞式
⑥ SPIO Award授賞式ならびに講演

Ⅸ 学会名改称・臨床医会設立記念式典・講演会（領域講習）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、従来の形式による会員懇親会に代えて、５月２７日（金）夕刻

より「学会名改称記念式典」を開催いたします。参加者の皆様にはお弁当をご用意いたしますので、夕食
をとりながら講演をお聞き頂けます。多数の会員の皆様のご参加をお待ちしております。

日 時：５月２７日（金）１８：００～１９：１０
会 場：第２会場（神戸国際会議場 1F メインホール）
司 会：森山 寛（東京慈恵会医科大学名誉教授）
演 者：Ken Yanagisawa（米国耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会長）

村上 信五（日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会理事長）
福與 和正（日本臨床耳鼻咽喉科医会会長）
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Ⅹ 手術手技セミナーについて
５月２７日（金）、２８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
下記日程で学術セミナー（共催セミナー）を行います。
５月２６日（木）～２８日（土）昼 ランチョンセミナー
５月２７日（金）、２８日（土）朝 モーニングセミナー
５月２６日（木） 夕 イブニングセミナー
※いずれも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・薬品展示会を神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田の間にて行います。

XIII クローク
下記場所にて設けております。
場所：神戸ポートピアホテル 既設クローク

神戸国際会議場 3F ラウンジ

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あげます。

XV インターネットサービス（Wi―Fi）
Wi―Fi接続サービスが利用できます。
SSIDは会場でご確認ください。

� 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２６日（木）・２７日（金）の２日間、神戸国際
会議場 4F ４０６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。
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� 日本臨床耳鼻咽喉科医会ラウンジ
５月２５日（水）・２６日（木）の２日間、神戸国際会議場 3F ３０２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「kobe123」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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