
日にち 参加登録受付時間 専門医証（IDカード）受付時間

１１月２８日（水） １３：２０～１７：３０
※かめ福２階の講演会場前に設置いたします なし

１１月２９日（木） ８：００～１８：００ ８：００～１８：００
１１月３０日（金） ７：３０～１５：３０ ７：３０～１５：３０

参加者へのご案内

１．受付について
１）受付時間

２）受付場所
ホテルニュータナカ１階・エントランスロビー
※１１月２８日（水）のみ，ホテルかめ福２階の講演会場前に設置いたします。
※１１月２９日（木）以降，受付はホテルニュータナカのみとなります。

３）参加費
１８，０００円です。会期当日，受付にて現金でのお支払いとなります。
ネームカード（参加証）は，所属・氏名をご記入の上，会期中必ずご着用ください。
※事前参加登録はございません。

４）学会へのご入会
一般演題の筆頭演者，共同演者とも，日本めまい平衡医学会の会員に限ります。
会員でない方は，予め日本めまい平衡医学会の HPをご覧の上，入会手続きをお済ま
せください。
日本めまい平衡医学会 事務局
〒６０６―８３９５ 京都市左京区丸太町通川端東３９
TEL/FAX：０７５―７５１―００６８ Ｅ―mail：office@memai.jp

入会金：３，０００円，年会費：１０，０００円
発表会員費（学会発表や論文投稿の為，当該年度のみ）は８，０００円です。

５）単位登録
◆ 日本耳鼻咽喉科学会専門医について
本学会は，日本耳鼻咽喉科学会認定専門医制度の認可を受けた学会です。
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単位を取得できます。
専門医証（IDカード）の受付は，（学術講演会の参加登録受付後）参加証をご着用
の上，参加登録受付横の「専門医証（IDカード）受付」で，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ご用意の上，登録手続きを行ってくだ
さい。
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※上記２点ともお忘れの方は，「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７７回日本めまい平衡医学会総会学術講演会事務局（山
口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学教室）までご郵送ください。
〒７５５―８５０５ 山口県宇部市南小串１―１―１
山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学教室内
第７７回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会事務局

◆ 耳鼻咽喉科領域講習について
対象セッションの受講で１時間１単位（上限２単位）を取得できます。単位をご希
望の方は，「専門医証（IDカード）受付」でお渡しする「耳鼻咽喉科領域講習受講
証明書引換券」を対象セッション終了時に係員に渡してください。引換券と交換で
受講証明書を配布いたします。
なお，開始５分以降の入退場はできません。
対象：教育セミナー１，２ １１月２９日（木）１０：５０～１１：５０

教育セミナー３，４ １１月３０日（金）１５：００～１６：００
※日程表で□講マークが付いているプログラム

◆ 日本医師会生涯教育制度について
対象セッションの受講で日本医師会生涯教育制度の単位を取得できます。
単位をご希望の方は，対象セッション終了後に総合受付（ホテルニュータナカ１
階・エントランスロビー）までお越しください。
山口県内の方には，参加者名簿で受講者を管理します。山口県外の方は，参加証
（受付でお渡しする生涯教育用）を所属医師会にご提出をお願いします。
対象：教育セミナー１

１１月２９日（木）１０：５０～１１：５０ CC38（聴覚障害）：１単位
教育セミナー２

１１月２９日（木）１０：５０～１１：５０ CC38（聴覚障害）：１単位
教育セミナー３

１１月３０日（金）１５：００～１６：００ CC31（めまい）：１単位
教育セミナー４

１１月３０日（金）１５：００～１６：００ CC31（めまい）：１単位
６）めまい相談医の方へ
めまい相談医の方は，更新時の確認の為，会期中に日本めまい平衡医学会事務局デス
クにて，めまい相談医記名簿に記名をしてください。

７）医学生・初期臨床研修医の方へ
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し，必要事項を記入の
上，当日総合受付にご提出ください。
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日にち データ受付時間
１１月２８日（水） なし（講演会場技師席にて直接受付）

１１月２９日（木） ８：００～１５：３０
※上記時間内であれば翌日のデータも受付いたします

１１月３０日（金） ７：３０～１５：００

※当日，ご本人確認ができる物（学生証，身分証明書等）のご呈示もお願いいたしま
す。

２．口演発表について
１）全ての講演会場の司会ならびに演者の先生方へ
① 発表データ受付は，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分前までに次座長，次演者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。

２）一般演題（口演）の座長ならびに演者の先生方へ
① 発表データ受付は，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分前までに次座長，次演者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・PCデータ受付
① PCデータ受付場所 それぞれの講演会場前（ホテルニュータナカ２階／ホテル
かめ福２階）

② PCデータ受付時間

③ 発表形式
◆ 発表はすべてコンピュータを用いた形式とします。
◆ 各会場にはコンピュータWindows 10（PowerPoint 2010，2013，2016／解像度

XGA1024×768）を準備いたします。
◆ 発表データは，Windows版 PowerPoint2010～２０１６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。
◆ フォントは文字化けを防ぐため，下記フォントに限定します。
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 New Roman
◆ 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。
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※事前に必ず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をお持込みください。
※すべてのご発表について，音声の使用は可能です。

OS 作成ソフト データ預かり パソコン持込

Windows 10

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 × ○
Macintosh × ○

④ PCデータ受付
発表の３０分前までに，PCデータ受付へ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。

◆ PC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。

◆ コピーしたデータは会期終了後，主催者事務局にて責任をもって消去いたしま
す。

◆ ノートパソコンをお持ち込みの場合は，データ受付にて映像出力を確認し，発
表者ご自身で会場内左前方の PC操作席に発表の１５分前までにご持参くださ
い。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になってください。

◆ 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。
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190c

50cm

90cm

20cm

20cm

160c

20cm

30cm

貼付時間 １１月２９日（木） ９：００～１１：００

供覧時間 １１月２９日（木）
１１月３０日（金）

１１：００～１６：００
９：００～１４：００

発表・討論時間 １１月２９日（木） １６：１０～１８：３０
撤去時間 １１月３０日（金） １４：００～１５：００

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 ポスター会場前（ホテルかめ福２階）のポ
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。

② 座長受付は１１月２９日（木）１５：３０より受付
いたします。

③ 指示棒はパネル前で進行係よりお渡しいた
します。定刻になりましたらセッションを
開始してください。

④ セッション終了後，ポスター座長受付に座
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 発表時間は７分（発表４分，質疑応答３分）

です。
ただし，P1～2群の特別ポスターセッションのみ８分（発表４分，質疑応答４分）
です。

② 演題番号は，事務局にてポスターパネルに貼付表示いたします。
演題名・所属・演者名（横 50cm×縦 20cm），演者顔写真（横 20cm×縦 20cm）
は各自でご用意ください。

③ 掲示用のピンや演者用リボンなど掲示，発表に必要な備品は事務局で用意いたし
ます。

④ ポスター演者の受付はございません。セッション開始５分前までには発表者は演
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 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）貼付，発表・討論，撤去時間
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４．関連会議のご案内
１）理事会

１１月２８日（水）１２：３０～１４：００
ホテルニュータナカ３階・「孔雀」

２）代議員総会
１１月２８日（水）１４：２０～１５：５０
ホテルかめ福２階・「ロイヤルホール（西）」（第２会場）

３）専門会員の会
１１月２８日（水）１５：５０～１６：５０
ホテルかめ福２階・「ロイヤルホール（西）」（第２会場）

４）会員総会／学会賞受賞講演
１１月３０日（金）１２：５０～１３：５０
ホテルニュータナカ２階・「平安の間」（第１会場）
この後，同会場内で１３：５０～１４：５０にて学会創立６０周年記念式典を開催いたします。
引き続きご参加ください。

５．会員懇親会
１１月２９日（木）１９：００～
ホテルかめ福中３階・「長州の間（西京の間）」
※参加費は無料です。

６．イブニングセミナー
１１月２８日（水）１７：００～１８：００
ホテルかめ福２階・「ロイヤルホール（西）」（第２会場）
どなたでも参加いただけますので，多数のご参加をお待ちしております。

７．ランチョンセミナー
１）１１月２９日（木）１２：１０～１３：００

１１月３０日（金）１１：５０～１２：４０
第１，２会場においてランチョンセミナーを開催いたします。

２）セミナー整理券の配布時間・場所
日時：１１月２９日（木）８：００～１０：００／１１月３０日（金）７：３０～１０：００

※なくなり次第終了いたします。
※整理券は共催セミナー開始時点で無効となり，その後は整理券をお持ちでな
い方も入場いただけます。

場所：総合受付（ホテルニュータナカ１階・エントランスロビー）
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３）その他，下記レストランもございますのでご利用ください。
ホテルニュータナカ１階「カフェレストラン セーヌ・ド・パリ」
ホテルニュータナカ地下１階「和食処 大内家（おおうちや）」
ホテルかめ福１階「お食事処 梅鉢」

８．医療機器展示
ホテルかめ福２階・「紅梅の間」
休憩コーナーもご用意しておりますので，ご利用ください。

９．書籍展示
ホテルかめ福２階ロビー

１０．クローク
ホテルニュータナカ１階・エントランスロビー（仮設）
ホテルかめ福１階・「雪舟の間」（仮設）
※会員懇親会中はホテルニュータナカのクロークは終了いたしますのでご注意くださ

い。

１１．インターネット環境（Wi―Fi）
１）ホテルニュータナカ（１階ロビーおよび６～１２階フロアのみ）

ID：new―tanaka_○F_0△ （○は階数，△は１～７から電波の強いナンバーを選択く
ださい）
パスワード：なし

２）ホテルかめ福（全フロア共通）
ID：KAMEFUKU_○F_01 （○は階数）
パスワード：kame7000

１２．託児室
お子様を同伴される参加者向けに，学会期間中に託児室を設けます。事前予約制です。
ご希望の方は１１月２０日（火）１７：００までに学会 HP（http://www.gakkai.co.jp/memai77/）
よりお申し込みください。

１３．その他
１）プログラム・抄録集は日本めまい平衡医学会会員には事前送付をしておりますので，
各自ご持参ください。別途ご希望の場合の方は，日本めまい平衡医学会事務局デスク
にて購入ください。なお，プログラム集は当日に総合受付にて配布いたします。

( 312 )（ 8 ）



２）会場内での携帯電話のご使用はご遠慮ください。また，会場内における許可なき録
音・録画・撮影は固く禁止いたします。

３）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。内容に
よって，サイドスライドにて対応いたします。

４）会期中の連絡先
・ホテルニュータナカ
（総合受付，第１会場，学会本部）
〒７５３―００５６ 山口県山口市湯田温泉２―６―２４
TEL：０８３―９２３―１３１３（代表）

・ホテルかめ福
（第２会場，ポスター・展示会場）
〒７５３―００５６ 山口県山口市湯田温泉４―５
TEL：０８３―９２２―７０００（代表）

１４．事務局
山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学教室
〒７５５―８５０５ 山口県宇部市南小串１―１―１
TEL：０８３６―２２―２２８１ FAX：０８３６―２２―２２８０
E―mail：memai77@gakkai.co.jp
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