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会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
Osaka International Convention Center
〒 530–0005 大阪府大阪市北区中之島５丁目３番 51 号
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内

１．受付について
１）受付時間
日にち

参加受付時間

専門医証（ID カード）受付時間

10 月４日（木）

7：30 ～ 17：00

7：30 ～ 17：00

10 月５日（金）

7：30 ～ 17：00

7：30 ～ 17：00

10 月６日（土）

7：30 ～ 10：30

7：30 ～ 10：30

２）受付場所
大阪国際会議場 10F ホワイエ
３）参加費
18,000 円です。ネームカードに、所属・氏名をご記入の上、必ずご着用ください。
４）新入会費・年度会費
総合受付内の日本耳科学会事務局受付にてお支払いくだい。
５）日本耳鼻咽喉科学会専門医の単位登録
本学会は、日本耳鼻咽喉科学会認定専門医制度の認可学術集会です。
学術講演会に参加して、専門医証の受付をすることで、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（特別企画、海外招待講演 3・8、モーニング教育セミナー１〜 12）
の受講で１時間１単位（上限２単位）
、専門医共通講習（特別講演）の受講で 1 単位を取得でき
ます。
〈専門医証（ID カード）の受付について（学術業績・診療以外の活動実績）
〉
はじめに学術講演会の参加受付を行っていただき、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」で ID カードの受付をお願いいたします。
〈耳鼻咽喉科領域講習 / 専門医共通講習について〉
「専門医証（ID カード）受付」にて配付いたします「耳鼻咽喉科領域講習受講証明書引換券」
を耳鼻咽喉科領域講習会場退出時に、必要事項ご記入の上係員に渡してください。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。
※中継会場でも単位取得が可能です。
※「耳鼻咽喉科専門医証（ID カード）
」または、
「学術集会参加報告票」をお忘れの方は、「学術
集会参加報告票とネームカードのコピー」を学会終了後１週間以内に第 28 回日本耳科学会主
催事務局（近畿大学耳鼻咽喉科学講座）までご郵送ください。
６）新医師臨床研修中の初期臨床研修医および医学部学生の皆さまへ
※参加費は無料です。
※参加希望の方は、事前に大会 HP より申込用紙をダウンロードの上、必要事項を記入し、電子
メールで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し込
みください。
※当日、「総合受付」にて氏名と所属を申し出てください。
２．口演発表について
１）特別講演、海外招待講演、会長講演、特別企画、シンポジウム、パネルディスカッション、
日本耳科学会教育セッション、耳科手術指導医制度セッション、モーニング教育セミナー、
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日本耳科学会賞受賞者講演、日本耳科学会奨励賞受賞者講演、海外留学セッション、ランチョ
ンセミナー、イブニングセミナーの司会ならびに演者の先生方へ
①発表データの受付は、セッションの開始 30 分前までにお済ませください。
②該当セッションの開始 15 分前までに次演者、次座長席にご着席ください。
③セッション内の進行は司会の先生の指示に従ってください。
④シンポジウム４、パネルディスカッション１・２、の発表スライドは英語でご作成ください。
２）一般演題の座長ならびに演者の先生方へ
①発表データの受付は、セッション開始 30 分前までにお済ませください。
②該当セッションの開始 15 分前までに次演者、次座長席にご着席ください。
③発表時間は 10 分（発表７分、質疑応答３分）です。
④発表終了１分前（発表開始６分後）に黄色ランプ、発表終了時（発表開始７分）に赤色ラ
ンプで合図いたします。時間を厳守してください。
３）発表形式・発表データの受付
①データ受付場所 大阪国際会議場 10F ホワイエ
②データ受付時間
日にち

データ受付時間

10 月４日（木）

7：30 ～ 16：30

10 月５日（金）

7：30 ～ 15：30

10 月６日（土）

7：30 ～ 10：30

③発表形式
●発表方法はデジタルプレゼンテーション（パソコン）形式とします。
● 各 会 場 に は コ ン ピ ュ ー タ Windows10（PowerPoint2007、2010、2013、2016 解 像 度
XGA 1024×768）を準備いたします。
●発表データは、Windows 版 PowerPoint2007、2010、2013、2016 で作成し、媒体（USB
フラッシュメモリ等）に保存してご持参ください。
なお、発表データ以外のデータも同じ媒体に保存されている場合、ウイルスチェックの
際に時間がかかる場合がありますので、事前に整理頂き、ご持参ください。
●フォントは文字化けを防ぐため、下記フォントを推奨します。
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 NewRoman
●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」させることは、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もご持参ください。
※すべてのご発表について、音声の使用は可能です。
④発表データの受付
●発表の 30 分前までに、
「PC データ受付」へ発表データをご持参ください。
●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。
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●オペレーターがデータを受け取り、サーバーにコピーします。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 分前までに会場にお越しいただき、
次演者席でお待ちください。なお、コピーしたデータは会期終了後、事務局にて責任を
もって消去いたします。
OS

Windows 10

作成ソフト

データ預かり パソコン持込

PowerPoint 2007（Windows 版）

○（動画可）

○

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

×

○

○（動画可）

○

Macintosh

●ノートパソコンをお持ち込みの場合は、発表データ受付にて映像出力を確認し、発表の
15 分前までに発表者ご自身で会場内左手の PC 操作席にお持ちください。お持ち込み
頂いたノートパソコンは講演終了後、PC 操作席にて返却いたしますので、忘れずにお
持ち帰りください。
⑤ノートパソコンお持込みの注意点
●ノートパソコンお持込みの場合でもバックアップ用データとして媒体（USB フラッシュ
メモリ等）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。
●会場で用意する PC ケーブルコネクタの形状は Mini D-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
ドはあらかじめ解除してください。
●スムーズな進行のために、発表者ツールのご使用は
ご遠慮ください。
３．ポスター発表について
１）ポスター発表の座長の先生方へ
①ポスター会場（10F「1001 ～ 1003」
）前通路に設けま
す「ポスター座長受付」で座長用リボンをお受け取り
の上、定刻までに担当ポスターパネル前でお待ちくだ
さい。進行スタッフより指示棒をお渡ししますので定
刻になりましたらセッションを開始してください。
②発表時間の計時とマイク操作にスタッフがつきます。
③セッションが終了しましたら、進行スタッフに座長用
リボンと指示棒をご返却ください。
２）ポスター発表の演者の先生方へ
①ポスターパネルは右図の要領でご用意ください。演題
名、 演 者 名、 所 属 は 20cm×50cm、 演 者 顔 写 真 は
20cm×20cm の枠内、発表内容は 160cm×90cm の枠
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内でご準備ください。演題番号、掲示用のピン、演者用リボンは事務局にて用意いたしま
す。
②動画再生等をされたい場合は、ご自身でパソコン、iPad 等をお持ち込みいただいて、発
表時にご利用されても構いません。
③ポスター演者の受付はありません。発表者は指定された時間にポスター会場内に設置して
あるポスターパネルに直接ポスターを掲示してください。掲示用のピンを各パネル前にご
用意しております。
④発表者は発表開始時刻までに演者用リボンを付けて、ポスターパネルの前で待機してくだ
さい。
⑤発表時間は６分（発表４分、質疑応答２分）です。
⑥発表終了後、撤去時間を過ぎても撤去されないポスターは事務局で処分いたしますので、
あらかじめご了承ください。
３）ポスター貼付、発表・討論、撤去時間
貼付時間

10 月４日（木）

8：00 ～ 12：00

10 月４日（木）

9：00 ～ 17：00

10 月５日（金）

9：00 ～ 17：00

10 月６日（土）

9：00 ～ 10：40

発表・討論時間

10 月５日（金）

17：00 ～ 18：30

撤去時間

10 月５日（金）

18：30 ～

供覧時間

４）優秀ポスター賞
ポスター演題の中より優れた発表を行った方を表彰いたします。受賞者の表彰は会員懇親会
（10 月５日（金）18 時 40 分～）にて行います。また受賞者には記念品をお渡しいたします。
４．役員会
１）理事会
10 月３日（水）14 時 00 分〜 リーガロイヤルホテル大阪 ２F 「桂」
２）代議員総会
10 月３日（水）16 時 00 分〜 リーガロイヤルホテル大阪 ２F 「桐」
５．会員懇親会
10 月５日（金）18 時 40 分～ リーガロイヤルホテル大阪 ３F 「光琳」
＊参加費は無料です。
６．ハンズオンセミナー
大阪国際会議場 12F 特別会議場前ホワイエ
① 10 月４日（木） 8：45 ～ 10：15 ② 10 月４日（木）10：30 ～ 12：00
③ 10 月５日（金） 8：45 ～ 10：15 ④ 10 月５日（金）10：30 ～ 12：00
⑤ 10 月５日（金）15：00 ～ 16：30
※事前申込制となります。学会ホームページをご参照ください。
ハンズオンセミナーインストラクター：
伊藤
吏（山形大）
、稲垣
彰（名古屋市大）
、大石
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直樹（慶應義塾大）
、

小川
洋（福島県立医大会津医療センター）
、我那覇 章（宮崎大）
、小林 泰輔（高知大）、
須納瀬 弘（東京女子医大東医療センター）
、高橋 邦行（新潟大）
、羽藤 直人（愛媛大）、
平海 晴一（岩手医大）
、松本
希（九州大）
、山内 大輔（東北大）
、山本 典生（京都大）、
山本
裕（東京慈恵会医大）
、大島 伸介（新潟大）
、岡田 昌浩（愛媛大）
、岡野 高之（京
都大）
、窪田 俊憲（山形大）
、小泉 弘樹（東京女子医大東医療センター）
、小宗 徳孝（九
州大）
、小森 正博（高知大）
、高田 雄介（東京女子医大東医療センター）
、中島 崇博（宮
崎大）、本蔵 陽平（東北大）、増田 正次（杏林大）
、茂木 雅臣（東京慈恵会医大）、山岸
達矢（新潟大）
、山田 啓之（愛媛大）
、山本 和央（東京慈恵会医大）
、和佐野浩一郎（東京
医療センター）
、和田 忠彦（関西電力病院）
７．側頭骨削開デモンストレーション
大阪国際会議場 12F 特別会議場前ホワイエ
10 月４日（木）〜 10 月５日（金）
※自由参加となります。詳細は学会ホームページをご参照ください。
術式・インストラクター：
想定病態：弛緩部型真珠腫 stage I
１．経外耳道的上鼓室開放
大石 直樹（慶応義塾大）10 月４日（木）10：30 ～ 11：15
２．後壁保存型
我那覇 章（宮崎大）
10 月５日（金）15：45 ～ 16：30
３．TEES
小林 泰輔（高知大）
10 月４日（木）11：15 ～ 12：00
想定病態：弛緩部型真珠腫 stage Ⅱ TAM
４．後壁削除・乳突開放型
須納瀬 弘（東京女子医大東医療センター）
		
10 月５日（金）11：15 ～ 12：00
５．後壁削除・乳突非開放型
平海 晴一（岩手医大） 10 月５日（金）8：45 ～ 9：30
６．後壁保存型
羽藤 直人（愛媛大）
10 月４日（木）9：30 ～ 10：15
７．TEES
伊藤
吏（山形大）
10 月４日（木）8：45 ～ 9：30
想定病態：緊張部型真珠腫（鼓室洞進展）
８．後壁保存〜削除型
山本
裕（東京慈恵会医大）
		
10 月５日（金）15：00 ～ 15：45
その他の術式・アプローチ
９．顔面神経減荷術
稲垣
彰（名古屋市大）10 月５日（金）9：30 ～ 10：15
10．錐体部へのアプローチ
松本
希（九州大）
10 月５日（金）10：40 ～ 11：15
８．側頭骨組織標本供覧
大阪国際会議場
12F 特別会議場前ホワイエ
組織標本自由観察
① 10 月４日（木）10：00 ～ 12：00 ② 10 月４日（木）15：45 ～ 17：00
③ 10 月５日（金）15：00 ～ 16：30
側頭骨組織インタラクティブ・レクチャー
10 月４日（木）15：00 ～ 15：45
※各回、自由参加となります。詳細は学会ホームページをご参照ください。
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インストラクター：側頭骨組織病理研究教育ワーキンググループ
髙橋 晴雄（長崎みなとメディカルセンター）
、喜多村 健（茅ヶ崎中央病院）
、萩森 伸一
（大阪医大）、伊藤
健（帝京大）
、假谷
伸（岡山大）
、鈴木 聡明（だて耳鼻科パオパ
オ）、鎌倉 武史（大手前病院）
、遠藤周一郎（山梨大）
、山野 貴史（福岡歯大）
９．企業ハンズオンセミナー
大阪国際会議場 12F 特別会議場前ホワイエ
① 10 月４日（木）14：30 ～ 17：30 日本光電工業株式会社
② 10 月６日（土） 9：00 ～ 12：00 株式会社日本コクレア
10．ホスピタリティールーム
大阪国際会議場 11F 「1102」
株式会社日本コクレア
11．医療機器展示
大阪国際会議場 10F 「1001 ～ 1003」
12．書籍展示
大阪国際会議場 10F エスカレーター脇
13．ドリンクサービス
大阪国際会議場 10F 「1001 ～ 1003」
（医療機器展示会場内）
14．クローク
大阪国際会議場 10F 「1007」
日にち

ご利用時間

10 月４日（木）

7：30 ～ 18：30

10 月５日（金）

7：30 ～ 19：00

10 月６日（土）

7：30 ～ 12：30

15．インターネット（無線 LAN のご利用）
大阪国際会議場では会期中、無料館内 Wi-Fi が利用できます。
・アクセスポイント（SSID）
：FREE-OICC
・パスワード：grandcube
16．その他
１）抄録集は各自ご持参ください。なお、プログラム集は 10F「総合受付」にて配布いたします。
２）会場内での携帯電話・PHS のご使用及び講演スライドの撮影はご遠慮ください。
撮影希望の場合は事前に事務局へ申請の上、腕章を着用ください。
３）呼び出しの際には総合受付にお越しください。
17．事務局
近畿大学医学部耳鼻咽喉科学講座
〒 589–8511 大阪府大阪狭山市大野東 377–2
TEL：072–366–0221 FAX：072–368–2252
Email：jika28@gakkai.co.jp
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