
お知らせ

Ⅰ　参加者へのお知らせ
 1． 参加受付

6 月 8 日（火）～7 月 14 日（水）
HP で登録を受け付けます。

会期当日、会場での参加登録も可能です。
6 月 25 日（金）8：00～17：00
6 月 26 日（土）8：00～15：30
場　所：ホテルニューグランドタワー館 3F ロビー

 2． 参 加 費
医師・一般 15,000 円
研修医・メディカルスタッフ 7,000 円
　　　　（看護師、理学療法士、薬剤師等）

【オンラインでの参加登録】
必要事項を入力し、参加費をお支払いください。

【会場での参加登録】
本誌巻頭に綴じ込みの参加申込書に必要事項をご記入の上、参加受付にて参加費をお支
払いください。

 3． プログラム・抄録集（一部：1,000円）
会員の方には事前に送付しておりますが、別途購入希望の方は当日受付にてお求めくだ
さい。なお、数量には限りがありますので、予めご了承ください。

 4． 呼び出し
各会場内での放送による呼び出しは行いません。

 5． 掲示板、伝言板
受付付近に設置しますので、ご自由にご利用ください。

 6． 食　　事
両日ともにランチョンセミナーでご用意がございますので、ご利用ください。なお、整
理券方式は採用しません。

 7． 録音・撮影
会場内での録音および写真・ビデオ撮影、配信画面のスクリーンショット、著作物のダ
ウンロードは固くお断りいたします。

 8． 携帯電話・スマートフォンの使用について
携帯電話・スマートフォンは、あらかじめ電源をOFFにするか、マナーモードに設定し
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てください。会場内での通話はご遠慮ください。

 9． 年会費・新入会・住所変更
総合受付内の学会事務局受付にて行います。

10． 会議のご案内
理事会　　日時：6 月 24 日（木）18：00～19：00
評議員会　日時：6 月 24 日（木）19：00～20：00
　　　　　開催形式：Web 開催（Zoom 利用）
ビジネスミーティング・大正Award
　　　　　日時：6 月 25 日（金）13：15～14：05
　　　　　場所：ホテルニューグランド タワー館 3F「ペリー来航の間」

Ⅱ　発表者へのお知らせ
第 44 回日本骨・関節感染症学会は、ハイブリッド形式での開催です。聴講は現地・WEB 双方
で可能ですが、発表は下記の通りとなります。

【特別講演、シンポジウム、パネルディスカッション、主題、ICD 講習会】
現地またはリモートでの発表。あらかじめ登壇形式を伺いますので、ご選択ください。それぞ
れの形式での登壇案内を個別にお送りいたします。

【一般演題】
発表スライドを動画でご提出いただき、オンデマンド配信を行います。会期後、2 週間の配信
を予定しています。会期当日は、発表の内容を要約したショートプレゼンテーションを配信し
ます。

 1． 発表時間
シンポジウム、パネルディスカッション、主題：
事前にご案内した発表、質疑時間でお願いいたします。
一般演題：
オンデマンドでの発表です。プレゼンテーションのスライドの音声を録音し、5～10 分
で動画データをご作成ください（5～10 分以内であれば、何分でも構いません）。詳細
は、採択通知に記載した発表規程をご参照ください。

 2． 現地での発表
・・PC プレゼンテーション（1 面）となります。
・  データ、PC 本体の持ち込みのどちらでも可能です。ただし、動画が含まれる場合や

Macintosh をご利用の場合は、必ずご自身の PC をご持参ください。
・・演者は、担当セッションの開始 20 分前までに次演者席にお越しください。
・・発表は、演台にモニター、マウスを用意しますので、ご自身の操作で進めてください。
・・発表時間の終了 1 分前に黄色ランプが、終了時に赤ランプが点灯します。
・・お預かりしたデータは、学会終了後に責任をもって消去します。
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 3． リモートでの発表
・・Zoom を使用します。事前に最新版をダウンロードしてください。
・・セッション開始 30 分前に担当セッションの URL にアクセスしてください。
・・詳細のご案内は個別にお送りいたします。

 4． 口演発表データ作成方法（現地）
・・発表データは、Microsoft PowerPoint2016 以上で作成・保存ください。
・・出力解像度は、XGA（1920×1080）です。このサイズより大きい場合、スライド周辺

が切れてしまいますので、画面の設定をXGAに合わせてからレイアウトの確認を行っ
てください。

・・フォントは Windows 版 Microsoft PowerPoint に標準装備されているものをご使用く
ださい（MS・MSP ゴシック、MS・MSP 明朝、Arial、Times New Roman、Century
等）。

　  特殊なフォントを使用される場合は画像化し、オブジェクトとして貼り付けてくださ
い。

・・動画ファイルを内蔵しているデータの場合は、所定の動画フォルダに動画データが格
納されていることをご確認ください。また、他の PC での動作確認を必ず事前に行っ
てください。

・「発表者ツール」を使用したご発表はできませんので、ご留意ください。

 5． 一般演題データ作成方法（オンデマンド）
・・上記「口演発表データ作成方法（現地）」を遵守の上、PowerPointにプレゼンテーショ

ンの音声を録音してください。
・「MP4」形式で保存してください。必ず動画全体を見返し、音声が録音されているこ

と、映像に乱れがないことを確認してください。
・・スライド 1 枚目はタイトルスライド、2 枚目は略歴、3 枚目は COI スライドとしてく

ださい。

 6． PC受付について（現地）
受付時間：6 月 25 日（金）8：00～17：00
　　　　　6 月 26 日（土）8：00～16：00
場　　所：ホテルニューグランドタワー館 3F ロビー

【データをご持参の場合】
・・発表データは、USB にてご持参ください。なお、最新のウイルスソフトを使用して

ウイルスチェックを済ませたものをご持参ください。
・・データは、学会が用意するサーバーに一旦コピーしますが、学会終了後に責任をもっ

て消去します。

【PCを持ち込まれる場合】
・・持ち込み可能な機種は、Windows10が動作する機種またはMacintoshで、モニター

出力端子に D-Sub15 ピンが装備されているものに限ります（薄型 PC では出力端子
の規格が異なることがあります）。出力の規格が異なる場合は、接続用の端子を必ず
ご持参ください（例：MacBook USB Type-C から USB Type A 変換）。
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・・バッテリーでの発表はトラブルの原因になりますので、電源アダプターは必ずご持
参ください。

・・PCのスリープ機能、スクリーンセーバーや省電力機能など、発表の妨げとなる設定
はあらかじめ解除してください。また「発表者ツール」を使用したご発表はできま
せんので、ご留意ください。

・・万が一に備え、別途バックアップデータをご持参ください。
・・データは、最新のウイルスソフトを使用してウイルスチェックを済ませたものをご

持参ください。
・・PC本体は、PC受付で外部出力及び動作確認を行った後、発表の20分前までに次演

者席付近に設置してある PC オペレーター席へ、各自でご持参ください。PC 受付付
近ではお預かりしません。また、発表はご自身で PC を操作して進めてください。

 7． 原稿提出のお願い
口演内容は「日本骨・関節感染症学会雑誌」として発行いたしますので、投稿規定に基
づき、学会当日に PC 受付に提出してください。あるいは会期初日から 1 ヶ月以内に日
本骨・関節感染症学会へご郵送ください。
日本骨・関節感染症学会事務局
　〒181-8611　東京都三鷹市新川 6-20-2　杏林大学医学部整形外科学教室

 8． 一般演題発表（オンデマンド）
・・スケジュールについて

6 月 25 日（金）～26 日（土） 7月 1日（木）～15 日（木）
ショートプレゼンテーション

（発表の要旨を 2 分以内にまとめてくださ
い。会期中、ショートプレゼンテーション
の時間を設け、配信します）

オンデマンド配信
（10 分以内のプレゼンテーション動画を作
成してください。オンデマンド期間中に配
信します）

※動画作成の詳細は、採択通知をご確認ください。
※  演題への質問は運営事務局で集約します。各演者に報告しますので、回答をお願いし

ます。

Ⅲ　質問者へのお願い
【Live 配信での質問】
質疑は座長の指示に従い、所属・氏名を必ず述べてください。質問内容は要点をまとめて、簡
潔にお願いします。Web 視聴の場合は Zoom の Q&A 機能を利用してください。

【オンデマンドでの質問】
質問用のフォームを用意します。必要事項をご記入の上送信ボタンを押してください。運営事
務局で各演者にフィードバックします。

Ⅳ　座長へのお願い
・・ご担当セッション開始時間の 20 分前までに、次座長席にお越しください。
・・制限時間内で、十分な討論進行をお願いいたします。

― 5 ―



Ⅴ　利益相反（COI）の開示
・・利益相反の有無にかかわらず、必ず COI 状態を開示してください。
・・発表者は、過去 1 年における、発表内容と関連のある企業との COI 状態を開示してくださ

い。

Ⅵ　第 362回 ICD講習会について
定員となりましたので受付は終了いたしております。
ICD 講習会のみに参加される際は、学会参加費は無料です。
※ICD 講習会の当日申込受付は行いません。

ICD 講習会および各種申請等についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

ICD 制度協議会事務局
　〒113-0033　東京都文京区本郷 3 丁目 28-8 日内会館 2F
　一般社団法人 日本感染症学会事務局内
　TEL：03-5842-5845　FAX：03-5842-5846
　Email：icd@theia.ocn.ne.jp
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日本整形外科学会教育研修講演のご案内
　本学会のランチョンセミナー、イブニングセミナーを日本整形外科学会認定の教育研修講演
として開催いたします。

1．  聴講は自由ですが、研修単位を必要とする場合に限り、総合受付内の教育研修講演受付で
受講料（1 講演につき 1,000 円）をお支払いください。

2．申込方法
1）  教育研修講演受付にて、本誌巻頭綴じ込みの申込書に必要事項を記入の上、日整会 IC

カードと受講料（1 講演 1,000 円）を添えてお申し込みください。
2）  受講料は講演中止などの理由以外では払い戻しいたしません。また、受講取り消し・変

更の手続きや領収書の再発行はいたしません。
3）教育研修講演受講のために入場される方も、学会参加費が必要です。

ご 注 意
・・会場には、講演開始後 10 分までに入場ください。10 分後に入場されましても受講単位

とは認められません。また、途中退場される場合も受講単位は認められません。
・・受講申込は、該当セミナーの席および配布物（お弁当等）の保証となりません。

日本整形外科学会教育研修講演一覧

セッション 日時・会場 講演名・演者名 取得
単位

必須
分野 認定番号

ランチョン
セミナー 1

6 月 25 日（金）
12：10～13：10
講演会場

人工関節周囲感染難治例から学ぶ診
断・予防の重要性
稲葉 裕

R ［6］
［11］

21-0432-
001

イブニング
セミナー

6 月 25 日（金）
16：30～17：30
講演会場

人工関節周囲感染の診断・予防・治
療：抗菌薬のエビデンスを中心に
塚田 幸行

Re ［6］
［12］

21-0432-
002

ランチョン
セミナー 2

6 月 26 日（土）
11：30～12：30
講演会場

ロボティックアーム手術支援システム
を用いた、人工関節手術の実際 1、2
松原 正明、柳澤 克昭

Re ［11］
［12］

21-0432-
003
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交通案内図
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会場案内図
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