
参加者へのご案内

第59回日本網膜硝子体学会総会

【LIVE配信・会期後のオンデマンド配信とオンライン参加登録につきまして】

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、口頭発表を下記要領
にてLIVE（ストリーミング）配信およびオンデマンド配信させていただく運びとなりました。
学術展示は、オンデマンド形式にて会期中およびオンデマンド配信期間いずれも閲覧いただけます。
合わせて、追加でオンライン参加登録も行います。

■LIVE（ストリーミング）配信期間：11 月 27 日（金）～29 日（日）の日程表の通り
配信方式：当日、会場で収録したセッション動画をLIVE（ストリーミング）にて配信いたします。
閲覧方法：第 59 回日本網膜硝子体学会総会ホームページよりWEB閲覧システムへリンクいたします。

閲覧には参加登録の際に利用したログイン IDと PWが必要になります。

■オ ン デ マ ン ド 配 信 期 間：12 月 14 日（月）～12 月 28 日（月）
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。

学術展示については会期中に閲覧できるものと同様のものを、上記期間、再度掲載いたします。
閲覧方法：第 59 回日本網膜硝子体学会総会ホームページより WEB 閲覧システムへリンクいたします。閲覧に

は IDと PWが必要になります。
閲覧用 ID、PW：①事前参加登録を済まされた方

→参加登録を行った ID、PWにて閲覧可能です。メールでもお知らせいたします。
②当日会場にて参加登録された方
→後日閲覧用 ID、PWをメールにて配布します。

③11 月 26 日以降、オンライン参加登録された方
→参加登録を行った、IDと PWで閲覧可能です。

【下記期間、追加でオンライン参加登録を受け付けます。】
※LIVE（ストリーミング）配信（11/27～29）とオンデマンド配信（12/14～28）の視聴が可能です。

■オ ン ラ イ ン 参 加 登 録：11 月 26 日（木）～12 月 28 日（月）
申し込み方法：HPより参加登録システムにて登録をお願いいたします。
※オンライン参加費の支払いについては、クレジットカードのみといたします。

1. 参加登録について
【当日参加登録をされる方】
①参加費

※１　会員については、日本網膜硝子体学会会員に限ります。
※２　会員医師以外（コ・メディカル／その他）」「非会員医師以外（コ・メディカル／その他）」

「コ・メディカルサンデーパス」は、主任教授または所属長等の証明書が必要です。なお、そ
の他には、後期研修医・大学院生を含みます。

※3　11 月 29 日（日）のみ参加可能です。（当日現地登録のみ）

参加区分 参加費
会員医師※1 ¥ 18,000
会員医師以外 （コ・メディカル／その他）※2 ¥ 9,000
非会員医師・企業 ¥ 22,000
非会員医師以外 （コ・メディカル／その他）※2 ¥ 11,000
コ・メディカルサンデーパス※2・※3 ¥ 2,000
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②新型コロナウイルス感染症対策の一環として参加者の把握をするため、当日参加登録される方は、本抄録集
巻頭ページの当日参加登録申込書の記入を予めお願いします。当日会場には、記名用ペンをご用意しており
ませんので、必ず予め必要事項をご記入の上、記入済の用紙をご持参ください。受付後、ネームカードとネ
ームカードケースをお渡しします。ご協力の程よろしくお願いいたします。オンデマンド配信を視聴いただ
けますよう、メールアドレスの記載を必ずお願いします。また、出来る限り、クレジットカードでのお支払
いをお願いします。総合案内でのみ現金でも受付ます。

③受付場所・日時
【場所】福岡国際会議場　1F ロビー　総合受付
【日時】11 月 27 日（金）�8：00〜18：20
【日時】11 月 28 日（土）�7：30〜18：30
【日時】11 月 29 日（日）�7：30〜12：00

【事前参加登録済みの方】
・参加登録受付の必要はございません。
・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、ネームカードと付帯して送付しております「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ご提出をお願いいたします。

・予め送付され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。
・プログラム・講演抄録集を忘れずにご持参ください。また、追加のプログラム・講演抄録集をご購入希望の
場合は、総合案内にて 1冊 2,000 円で販売いたします。

2. 専門医制度単位受付（生涯教育認定事業：No.59004）
【会場参加者】
日本眼科学会専門医制度登録証（カード）をご持参ください。
【場所】福岡国際会議場　1F ロビー　総合受付
【日時】11 月 27 日（金）�8：00〜18：20　3単位
【日時】11 月 28 日（土）�7：30〜18：30　3単位
【日時】11 月 29 日（日）�7：30〜12：00　2単位

【LIVE 配信視聴者】
プログラム日程表に基づいて、各日以下の通り取得出来ます。各日程のプログラムを視聴する事がログにて確
認出来た時点で、単位が付与されます。

11 月 27 日（金）　3単位
11 月 28 日（土）　3単位
11 月 29 日（日）　2単位

【オンデマンド配信視聴者】
プログラム日程表に基づいて、各日以下の通り取得出来ます。各日程のプログラムを視聴する事がログにて確
認出来た時点で、単位が付与されます。

11 月 27 日（金）　2単位
11 月 28 日（土）　2単位
11 月 29 日（日）　1単位

※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。
※学術展示のみを視聴されても、単位の付与はありませんので、ご注意ください。

3. 口演会場と中継会場について
新型コロナウイルス感染症対策の一環としまして、ガイドラインに沿って通常より席数を減らし、ソーシャル
ディスタンスを設けております。口演会場は第一会場のみとなり、第二、第三会場を中継会場としてご案内し
ます。各会場の混雑状況により、移動をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
また、会場内での録音、写真およびビデオ撮影は、著作権法に触れますので、固くお断りいたします。また、
携帯電話は、マナーモードに設定してください。
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4. 学術展示について
新型コロナウイルス感染症防止の為、会場内での学術展示の掲示および発表を取りやめ、本学会総会ホームペ
ージにて音声付き発表スライド（パワーポイント）を掲載する「WEB閲覧形式」とさせていただきます。
【閲覧期間】
11 月 27 日（金）9：00〜11 月 29 日（日）13：00 まで

5. 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。参加ご希望の方は整理券をお取りください。
なお、新型コロナウイ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。各自、１人１枚お取りください。
【場所】福岡国際会議場　1F ロビー
【日時】11 月 27 日（金）�8：00〜11：30
【日時】11 月 28 日（土）�7：30〜11：30
※チケット数には限りがあります。先着順で無くなり次第配布終了となります。
※お弁当は、セミナー終了後に配布いたしますので、第 1会場、第 2会場、第 3会場内もしくは、4F 410
〜414 の休憩室などで 3密をさけお召し上がりください。

※モーニングセミナー、イブニングセミナーは整理券制ではございません。（先着順）。直接会場へお越しく
ださい。

6. クローク
【場所】福岡国際会議場　1F ロビー
【日時】11 月 27 日（金）�8：00〜19：10
【日時】11 月 28 日（土）�7：15〜19：25
【日時】11 月 29 日（日）�7：15〜12：30

7. 当日連絡先
092-262-4111（代表）より運営本部（福岡国際会議場　4F 401・402）呼び出しにてご連絡ください。

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。

9. 駐車場
学会専用の駐車場はございません。環境に配慮いただき、なるべく公共の交通機関でお越しください。

10. インターネットサービス
福岡国際会議場内では、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。
（SSID：FCC_Free_WiFi、Password：なし）

11. ドリンクサービス
福岡国際会議場　2F多目的ホール（器械展示会場）に準備しておりますのでご利用ください。
新型コロナウイルス感染症防止策を十分に講じてご提供いたします。
数に限りがございますので、予めご了承ください。
（提供：（一社）日本眼科医療機器協会）



The 59th Annual Meeting of Japanese Retina and Vitreous Society

12. 託児室
会期中、託児室を開設しております。
開設日時：11 月 27 日（金）�9：00〜18：30

11 月 28 日（土）�9：00〜18：30
11 月 29 日（日）�9：00〜12：15

場　　所：お申込者のみにご案内いたします。
対象年齢：6ヵ月から小学校 6年生まで

※学会参加者のお子様に限ります。
申込方法：11 月 16 日（月）までに株式会社ポピンズまで直接メールでお申し込みください。
詳しくは学会HPから直接お問い合わせください。
https://convention.jtbcom.co.jp/59moumaku/

13. 関連会議
日本網膜硝子体学会　理事会
日　時：11 月 26 日（木）�17：00〜18：30
会　場：ホテル日航福岡　5F 志賀の間

日本網膜硝子体学会　総会
日　時：11 月 28 日（土）�13：40〜13：55
会　場：福岡国際会館　3F 第 1会場（メインホール）

14. 学会入会申込み
日本網膜硝子体学会の会則により、本学会での発表の筆頭演者は日本網膜硝子体学会会員に限ります。入会
の申込みについては、下記にお問い合わせください。また、会期中、新入会・年会費受付デスクを設けており
ます。

日本網膜硝子体学会　事務局補佐
〒541-0056　大阪市中央区久太郎町2-1-25　JTBビル7階
株式会社JTBコミュニケーションデザイン
ミーティング＆コンベンション事業部内
TEL:�06-4964-8869 FAX:�06-4964-8804
E-mail:�vitreoretina@jtbcom.co.jp URL:�http://www.jrvs.jp/

15. 宿泊・交通手配
宿泊・交通に関するお問合せは、下記にて賜ります。

株式会社JTB�西日本MICE事業部
「第59回日本網膜硝子体学会総会」係
E-mail:�k_tsurukame017@jtb.com
営業時間:�9:30〜17:30（土・日・祝日は休業）


