学会参加者へのお知らせとお願い
A. 学会参加の方々へ
１． 学会登録： 11 月 17 日（水）午前 11 時から、11 月 18 日（木）および 11 月 19 日（金）
は午前 8 時から、国立京都国際会館・正面玄関ロビーにて行います。
２． 事前登録の方は事前登録受付票をご持参ください。受付で参加章と交換いたします。
３． 参加登録がお済みでない方は、参加受付で参加費をお支払いの上、参加章と領収証
をお受け取りください。当日参加費は一般参加 18,000 円です。医学部学生および研
修医は無料です。医学部学生は学生証を、研修医は施設長ご署名捺印のある在籍証
明書をご提示ください。
４． 第 6 回国際メニエール病学会に登録された方は、第 69 回日本めまい平衡医学会の登
録料は無料になります。受付にて、第 6 回国際メニエール病学会ネームカードに付い
ている「第 69 回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会の参加章引換券」をご提示の
上、参加章をお受け取りください。
５． 発表者（筆頭演者、共同演者とも）で会員でない方は、あらかじめ学会事務局に入会手
続きをとってください。
６． 日本耳鼻咽喉科学会専門医の方は、耳鼻咽喉科専門医証（ID カード）もしくは学術集
会参加報告票を日本耳鼻咽喉科学会専門医受付へご提出ください。
B. 一般演題の演者ならびに座長の方へ
１． 一般口演演題
１） 口演時間は 7 分、討論時間は 3 分、スクリーンは 1 面です。発表はすべてコンピュータ
(Windows XP 版 PowerPoint2003/2007) と液晶プロジェクタを用いた形式とします。
発表用コンピュータおよび液晶プロジェクタは学会事務局で用意します。プレゼンテー
ションソフトウエアは、Microsoft PowerPoint のみです。特殊なフォントを使用の場合、
文字化けの原因にもなりますので標準のフォントをお使いください。音声は利用できま
せん。
２） スライド原稿の枚数に制限はありませんが、時間内に収まるようご配慮ください。
３） 演者はスライド原稿ファイル(PowerPoint 形式)の入った媒体(CD-R または、USB フラ
ッシュメモリ)をご持参ください。データは最新のウイルス駆除ソフトにてチェックをお済
ませください。
４） Macintosh をご使用の方、発表に動画を使用される方は必ずご自身のパソコンをご持
参ください。パソコンとプロジェクタ（Dsub-15pin RGB 端子）を接続するためのアダプ
ターもご持参ください。また、会場に準備されたプロジェクタに接続できない場合やパソ
コンのトラブルに備え、必ずバックアップデータ（CD-R または、USB フラッシュメモリ）を
ご持参ください。
５） 演者は当該群開始 30 分前までに各会場前発表データ受付にて受付を済ませてくださ
い。演者および座長の方は当該群開始 10 分前までに次演者席，次座長席にご着席く
ださい。口演終了後、受付されたデータは学会事務局にて責任をもって消去いたしま
す。
６） ご自身のパソコンをご使用の場合は、各会場前発表データ受付にて動作確認の上、
会場内の映写デスクまでご自身でパソコンをお持ちください。発表終了後、パソコンは
映写デスクにて返却いたします。
７） 終了 1 分前にオレンジ色ランプ、終了時に赤ランプが点灯いたしますので、時間厳守
にご協力ください。

２． 一般ポスター演題
１） ポスター貼付
演者は 11 月 18 日(木)の 8 時 30 分から 10 時 00
分までに指定された演題番号のパネルにポスターを
貼り、11 月 19 日(金)15 時～17 時の間に撤去し
てください。撤去されないポスターに関しましては
情報管理上、即時裁断処理させていただきます
のでご了承ください。
２） ポスター規格
貼り付けるパネルの大きさは横 90cm 縦 150cm です。
これを超えない大きさのポスターをご用意ください。
演題番号は学会事務局で用意いたします。上端に
演題名、氏名、所属を必ず入れてください。貼り付け
のための画鋲は学会事務局で用意いたします。

演題番号は学会事務局にて用意します

20cm

演題名、
氏名、所属

150
cm

ポスターパネル

３） 発表
プログラムで指定された群毎に各自のポスター前で
発表してください。発表時間は 3 分、討論時間は 4
分です。
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C. 招待講演、特別講演、シンポジウム、パネルディスカッション、ランチョンセミナーの司会
ならびに演者の方へ
発表はすべてコンピュータ(Windows XP 版 PowerPoint2003/2007)と液晶プロジェクタ
1 台を用いた形式といたします。プレゼンテーションソフトウエアは Windows XP 版
Microsoft PowerPoint のみです。演者はスライド原稿ファイル(PowerPoint により作成)
の入った媒体(CD-R または、USB フラッシュメモリ)をご持参ください。データは最新のウ
イルス駆除ソフトにてチェックをお済ませください。
Macintosh をご使用の方、発表に動画を使用される方は必ずご自身のパソコンをご持参
ください。パソコンとプロジェクタ（Dsub-15pin RGB 端子）を接続するためのアダプターも
ご持参ください。また、会場に準備されたプロジェクタに接続できない場合やパソコンのト
ラブルに備え、必ずバックアップデータ（CD-R または、USB フラッシュメモリ）をご持参くだ
さい。
演者は当該演題開始 30 分前までに、各会場前の発表データ受付デスクにお越しくださ
い。講演終了後、受付されたデータは学会事務局にて責任をもって消去いたします。
D. 総会
総会は、11 月 19 日（金） 13 時 30 分～14 時 10 分、Room B-1 にて行います。学会賞
の発表と表彰は総会にて行います。
Ｅ．会員懇親会
会員懇親会は，11 月 18 日(木)19 時 00 分から国立京都国際会館・宴会場「さくら」にて
行います。

Ｆ．専門会員の会
11 月 17 日(水)17 時 00 分より、国立京都国際会館 1 階 Room C-2 にて新専門会員の
紹介を行います。
Ｇ．ランチョンセミナー
11 月 18 日(木)、11 月 19 日(金)に各 2 題、計 4 題のランチョンセミナーを企画しておりま
す。
Ｈ．医療機器展示・書籍展示
11 月 18 日(木)、11 月 19 日(金)に Room D 前にて行います。
I. 託児所
京都ホテルオークラ内の、ベビーシッター専門会社アルファコーポレーションが運営する
「キッズスクウェア」を事前にご予約の上ご利用ください。
キッズスクウェア京都ホテルオークラ
京都府京都市中京区河原町御池 京都ホテルオークラ 6F
TEL: 075-212-2080 （前営業日 16 時までにご予約ください）
営業日： 土日祝はご予約のみの営業です。
ビジター利用料金 （税別）： 9 時‐18 時： 2,500 円／H
7 時‐9 時、18‐22 時： 3,200 円／H
ホームページ： http://www.alpha-co.com/ks_kyotohotelokura_shosai.html
J. その他の注意事項
１．会場内の呼び出しはありません。総合受付の掲示板をご利用ください。
２．グリル横に常設クロークがございますのでご利用ください。
３．1 階ロビー付近では無線 LAN がご利用いただけます。
４．会期中の連絡先
国立京都国際会館
TEL: 075-705-1234 (代表)
５．会期前の連絡先
第 69 回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会事務局
京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頚部外科
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54
TEL: 075-751-3346 FAX: 075-751-7225
第 69 回日本めまい平衡医学会総会・学術講演会運営事務局
c/o ＡＣプランニング 〒612-8369 京都市伏見区村上町 406
TEL: 075-611-2008, FAX: 075-603-3816
E-mail: memai69@acplan.jp
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