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第38回 日本眼循環学会

ご　案　内
本学会は、現地開催および会期後のオンデマンド配信によるハイブリット開催です。 

　現地開催：2022 年 7 月 16 日（土）～17 日（日） 

　オンデマンド配信期間：2022 年 8 月 1 日（月）正午～8 月 31 日（水）23:59 

1．服　　装 
　ノーネクタイでカジュアルな服装でお越しください。 

2．後期参加登録 
注意 
後期参加登録（6月 10 日（金）正午～8月 31 日（水）もオンライン参加登録のみの受付です。 
現地参加を予定の方も必ずオンライン参加登録をお済ませのうえ、会場にお越しください。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご協力をお願いいたします。 

 
　受付場所：富山国際会議場　1 階　エントランスホール 
　受付時間：7 月 16 日（土）　8:15～18:30／7 月 17 日（日）　8:10～15:50 
　後期参加費： 
 
 
 
 
 
 
 
 
　※1 会員（日本眼循環学会会員）の方は参加登録の際、会員番号の入力が必要になります。 
　※2 「コ・メディカル、研修医（専攻医含む）、大学院生、その他」「コ・メディカルのための教育セミナー

のみ」の区分を選んだ方は、所属長の証明が必要です。 
参加登録時に登録区分証明書【PDF】をダウンロードし、必要事項を記入、所属長の署名・捺印後、ア
ップロードしてください。 

　※3 7 月 17 日（日）に開催します「コ・メディカルのための教育セミナー」のみご参加いただけます。 
ネームカードは本セミナー開催当日に総合受付にてお渡しいたします。 
なお、この参加区分の非会員の方は、参加登録費に講演抄録集代は含まれておりません。 

　※4 学部学生の区分は、学生証の証明が必要です。受付にて学生証をご提示ください。 
 
　・事前登録をされた方は、受付の必要はございません。 
　・予め送付したネームカードをご着用の上、そのまま会場へお入りください。 
　　（ネームカードケースは、受付付近にて準備しております） 
　・懇親会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催はございません。 

．ネームカード（領収書なし） 
　＜事前参加登録（5 月 25 日（水）まで）された方＞ 
　　会期までに、登録済みの住所にネームカードを郵送いたします。 

　　現地参加をされる場合は、必ずご持参ください。

会員※1 13,000 円

非会員、企業 15,000 円

コ・メディカル、研修医（専攻医含む）、大学院生、その他※2 3,000 円

コ・メディカルのための教育セミナーのみ参加※2※3 2,000 円

学部学生※4

参加区分 後期参加費

無料
（現地参加のみ）
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　＜後期参加登録（6 月 10 日（金）正午～8 月 31 日（水）をされた方＞ 
　　ネームカードは郵送いたしません。現地参加をされる場合は、お支払い完了メールもしくはプリントアウト 

　　した書類を受付でご提示ください。会場にてネームカードをお渡しいたします。 

4．領 収 書 
　参加費の領収書は、参加登録オンラインシステム上より、ダウンロードが可能です。お支払い完了後に、ボタ 

　ンが表示されますので、各自ダウンロードしてください。紙での発行はいたしません。 

　ダウンロード可能期間：7 月 16 日（土）～会期終了後 1 ヶ月以内 

5．講演抄録集 
　＜事前参加登録（5 月 25 日（水）まで）された方＞ 
　　会期までに、登録済みの住所に講演抄録集を郵送いたします。 

　＜後期参加登録（6 月 10 日（金）正午～8 月 31 日（水）をされた方＞ 
　　会期終了後に、登録済みの住所に講演抄録集を郵送いたします。現地で参加の場合は、会場にて配布いたし 

　　ます。 

　＜講演抄録集（PDF）> 
　　参加登録オンラインシステム内に、PDF 版（PW 付）の講演抄録集を掲載いたします。（PW：toyama38） 

　　※なお、本学会は参加登録の有無にかかわらず、会員には講演抄録集を郵送いたします。 

　　　会員の方の発送先は、日本眼循環学会にご登録いただいている住所ですのでご注意ください 

6．専門医制度単位取得受付 
　（日本眼科学会専門医制度生涯教育認定事業　No.61320） 

　現地参加の方は、専門医制度登録証（カード）をお持ちになって、当日、専門医制度単位受付にお越しください。 

　受付場所：富山国際会議場　1 階　エントランスホール 
　受付時間：7 月 16 日（土）　8:15～18:30　3 単位（現地参加）／2 単位（オンデマンド視聴） 

7 月 17 日（日）　8:10～15:50　3 単位（現地参加）／2 単位（オンデマンド視聴） 

　※オンデマンド視聴は各日で視聴確認を行い、単位を付与します。 

　※共催セミナーを視聴されても単位付与対象となりません。 

　※現地参加とオンデマンド視聴を重複しての単位取得はできません。 

　※オンデマンド視聴はWeb 出席の上限 20 単位となります。 

7．クローク 
　場　　　所：富山国際会議場　1 階　交流ギャラリー 
　時　　　間：7 月 16 日（土）　8:15～19:00／7 月 17 日（日）　8:10～16:20 

8．駐 車 場 
　参加者用の駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 

9．食　　事 
　モーニングセミナーにて朝食、ランチョンセミナーにて昼食、またアフタヌーンセミナーではお菓子をご用意

しておりますが、数に限りがございますので、ご了承ください。
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10．ランチョンセミナー整理券 
　ランチョンセミナーのみ整理券を発券いたします。 

　富山国際会議場 1 階エントランスホールにて、毎日、受付開始時間より配布し、なくなり次第終了となります。 

　また、整理券は、ランチョンセミナー開始 5 分以降は無効となりますので、予めご了承ください。 

　場　　　所：富山国際会議場　1 階　交流ギャラリー 
　時　　　間：7 月 16 日（土）　8:15～11:30／7 月 17 日（日）　8:10～12:00 

11．インターネットサービス 
　富山国際会議場内では、無線 LAN がご利用いただけます。一斉に利用されると通信速度が落ちることもござ

いますので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

12．器械展示・書籍展示・ドリンクコーナー 
　会　　　場：富山国際会議場　3 階　ホワイエ 
　日　　　時：7 月 16 日（土）　8:50～17:40／7 月 17 日（日）　9:00～13:55 

13．越中おわら節の公演 
　会期中、以下の日時で全国にも知られる「越中おわら節」の公演を実施いたします。 

　是非、富山の伝統芸能をご堪能ください。 

　日　　　時：7 月 16 日（土）　16:10～16:25（15 分公演） 
　会　　　場：富山国際会議場　3F　メインホール（第 1 会場） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14．会場内での注意 
　会場内での録音、写真撮影及びビデオ撮影はご遠慮ください。 

　また、スマート本や携帯電話はマナーモードに切り替えるか、電源をお切りください。

階数

1Fホワイエ

2Fホワイエ

3Fホワイエ

205・206（休憩コーナー）

ID

TOYAMA Free Wi-Fi

I.C.Hwireless

I.C.Hwireless

TICC205-206

PW

利用規約に同意後、接続可

kokusai2f

kokusai3f

ticc2207
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15．日本眼循環学会　入会申込 
　会期中、富山国際会議場　1 階　エントランスホール総合受付付近にて新入会・年会費受付を設けており 

ます。筆頭演者は日本眼循環学会会員に限ります。 

　筆頭演者で非会員の方は、必ず発表前に入会手続きを行ってください。 

【日本眼循環学会事務局】 
　株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部　コンベンション第二事業局内 
　〒541-0056　大阪市中央区久太郎町 2-1-25　JTB ビル 8 階 
　TEL: 06-4964-8869　FAX: 06-4964-8804　E-mail: jsoc@jtbcom.co.jp 

16．関連会議 
　日本眼循環学会　常務理事会 
　　7 月 15 日（金）　15:00～16:00　ANA クラウンプラザホテル 富山　4 階　千鳥の間 

　日本眼循環学会　理事会 
　　7 月 15 日（金）　16:30～17:30　ANA クラウンプラザホテル 富山　3 階　ASUKA の間 

　日本眼循環学会　総会 
　　7 月 16 日（土）　13:25～13:40　富山国際会議場　3 階　メインホール（第 1 会場） 

17．感染対策のご協力のお願い 
　現地参加予定の参加者の皆さま、演者・座長・協賛企業の皆さまにおかれましては、以下の感染対策をご確認い 

　ただくとともに、安全・安心な学会の開催成功に向け、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

　＜健康状態申告書の提出＞ 
　　来場前はご自身で検温など体調の異常がないか確認し、事前にネームカードと併せてお送りしている「健康状 

　　態申告書」を予めご記入いただき、来場日毎に入口にて提出してください。後期参加登録の方には、会場で申 

　　告書をお渡しいたします。 

　　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 14 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 14 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 

　＜感染対策について＞ 
　・会場内ではマスクを必ず着用してください。 
　・施設入口付近での検温実施にご協力ください。 
　・施設入口や各講演会場入り口では、消毒液を設置しておりますので、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 
　　手指消毒をしてください。 
　・三密回避のため講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。 
　　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。 
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Google Play 
Android をご利用の方

App Store 
iPhone/iPad をご利用の方




