参加者・演者・座長へのご案内

参加者へのご案内
1．開催について
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響が先行き不透明な中，
「参加者の安全」と「感染防止」を最優先に
考え，本学術講演会は現地会場である国立京都国際会館と WEB 配信を併用したハイブリッド形式にて開催いたし
ます．
なお，今後の感染拡大状況に応じて，変更が生じる可能性がありますので，あらかじめご了承ください．最新の情
報につきましてはホームページをご覧ください．
2．参加受付について
事前参加登録
学術講演会ウェブサイト（https://www.jrs.or.jp/jrs62/）よりオンライン参加登録を行ってください．当日会場に
お越しの際は，事前参加登録システムのマイページより「登録確認書 兼 健康状態申告書」を出力し，当日の健康
状態を記入の上，ご持参ください．なお，健康状態を理由に当日入場をお断りする場合がありますのでご了承くだ
さい．
当日参加登録
総合受付にて参加費をお支払いの上，参加証（ネームカード）をお受け取りください．所属，氏名をご記入いただ
き，会場内では必ずご着用ください．健康状態申告書のご記入をお願いいたします．参加証明書，領収証の再発行
はできませんので，紛失にご注意ください．

事前参加登録

受付場所

受付日時

学術講演会ウェブサイト

3 月 10 日（木）12：00〜4 月 19 日（火）18：00
クレジットカードのみ

学術講演会ウェブサイト

4 月 22 日（金）8：00〜4 月 24 日（日）15：00 まで
クレジットカードのみ

国立京都国際会館
New Hall 内

4 月 22 日（金）8：00〜18：00
4 月 23 日（土）8：00〜18：00
4 月 24 日（日）8：00〜15：00
現金のみ

当日参加登録

参加費
事前参加登録
（3 月 10 日（木）
〜
4 月 19 日（火）まで）

当日参加登録
4 月 22 日（金）
〜
4 月 24 日（日）

会員

17,000 円

18,000 円

非会員

17,000 円

18,000 円

5,000 円

10,000 円

区分

メディカルスタッフ
学生（大学院生は含まない）

無料

無料

研修医（医師国家試験取得後 3 年目まで）

無料

無料

＊呼吸ケアカンファレンスは，オンラインのみでの開催です（現地開催は行いません）．詳細は呼吸ケアカンファ
レンスのご案内をご確認ください．
＊メディカルスタッフは看護師，理学療法士，薬剤師，PhD 研究者等，医師以外の医療従事者を指します．製薬企
業など医療関係会社の社員は含まれません．
＊学生・研修医は身分証明書の提示が必要です．
＊新入会ならびに年会費の受付は本会場ではいたしませんので，予めご了承ください．
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3．セッションについて
下記表の通りライブ配信およびオンデマンド配信を行います．
一部のライブ配信セッションを除いて，当日は現地会場でのみ聴講が可能です．聴講を希望されるセッションは予
めご確認ください．
オンデマンド配信は，編集等の都合上，原則セッション翌日から配信を行います．
（例：4 月 22 日のセッション→ 4 月 23 日よりオンデマンド配信）
セッション名

会場開催

ライブ配信

オンデマンド配信

基調講演・招請講演・会長講演・特別講演・特別プログラム

○

○

○

会長企画シンポジウム・シンポジウム・
若手シンポジウム

○

×

○

共同企画

○

×

○

症例検討会

○

×

○

特別企画・特別報告・特別教育講演

○

×

○

教育講演

×

×

○

President Lecture・Special Educational Lecture・
International Symposium

○

×

○

ICD 講習会

○

×

○＊1

Year Review in Assembly

○

×

○

学術部会集会

○

×

×

学術講演会演題賞（学術部会賞）選考講演会

○

×

×

一般演題ミニシンポジウム・ポスター発表・
English Oral Presentation

○

×

×

呼吸器病学ことはじめ

○

×

△＊2

△＊3

△＊3

△＊3

共催セミナー
（ランチョン・コーヒーブレイクセミナー）

※演者の希望によりオンデマンド配信は行わないケースもあります．
オンデマンド配信の有無は，学術講演会開始時の WEB 開催サイトにてご確認ください．
『オンデマンド配信のみ』のセッション
学術講演会の会期初日からオンデマンド配信期間終了まで，WEB 開催サイトで視聴が可能です．
（P24 のオンデマ
ンド配信セッション一覧を参照ください）
オンデマンド配信期間は，学術講演会の会期後，約 1 か月を予定しております．
＊1

オンデマンド配信視聴では ICD 講習会単位の取得はできません．必ず会場にお越しください．

＊2

学術講演会演題賞（学術部会賞）選考講演会・ミニシンポジウム・ポスター発表・English Oral Presentation
のオンデマンド配信はございません．

＊3

共催セミナーについては，セミナーごとに開催形式が異なります．

＊4「会場開催」のセッションでも，会場で録画講演を放映する場合があります．
4．呼吸器専門医更新研修単位の登録について
参加登録および参加費のお支払いが完了した日本呼吸器学会員で，オンラインのみの参加者には，Web 配信の視聴
記録を確認した上で，事務局にて「日本呼吸器学会専門医更新単位（参加 10 単位）」を登録いたします．参加証明
書は日本呼吸器学会ウェブサイトのマイページ（会員専用）からオンデマンド配信期間終了後に出力ください．当
日現地会場で参加した方も，日本呼吸器学会ウェブサイトのマイページ（会員専用）から参加証明書のダウンロー
ドが可能です．なお，単位登録，参加証明書出力はオンデマンド配信期間の終了後となります．
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5．参加にあたっての注意事項
・抄録集ならびに Web 配信で掲載されるスライド，画像，動画等に関して，ビデオ撮影・録音・写真撮影（スク
リーンショットを含む）は禁止します．
・参加登録後の取り消しは，お受けいたしかねます．お支払いいただいた参加登録費は理由の如何に関わらず返金
いたしませんので，二重登録にご注意ください．
・クロークは国立京都国際会館 New Hall，Event Hall に設置しておりますが，感染予防の観点からなるべく当日
会場へ荷物を持ち込まないようにご協力ください．
・接触確認アプリの登録・利用
感染者発生時の追跡対策として下記接触確認アプリの登録・利用にご協力ください．
■厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」

iPhone

Android

厚労省ウェブサイト

■京都市新型コロナあんしん追跡サービス

6．抄録集について
日本呼吸器学会員には，会期前に「プログラム集」を郵送いたします．
抄録が掲載された「プログラム・抄録集」の事前発送は行いません．プログラム・抄録集をご希望の場合は，学会
場にて配付いたします．※1 冊目は無料，2 冊目以降は 3,300 円（税込）です．
「プログラム・抄録集」配付・販売：国立京都国際会館 New Hall（総合受付）
7．演題検索システム

学術講演会用 Web 演題検索システム（Kcon-navi）を採用しております．
PC やスマートフォン等で閲覧が可能ですので，演題検索やスケジュール管理にご利用ください．詳細は学術講
演会ウェブサイト（下記 QR コード）をご参照ください．(作成中 2022.3.11現在)
■学術講演会用 Web 演題検索システムウェブサイト
https://www.jrs.or.jp/jrs62/kcon̲navi.html
＊ご利用にはパスワードの入力が必要です．
パスワード：jrs
8．ランチョンセミナー，コーヒーブレイクセミナー
整理券の配布は行いません．各会場とも席数に限りがございますので，ご希望のセミナーにはなるべくお早めに会
場にお越しください．
9．学術講演会での発言について
全て座長の指示に従ってください．
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10．掲示・展示・印刷物の配布，ビデオ撮影等
会長の許可のない場合は禁止します．
11．オンライン視聴に関するお問合せ先
第 62 回日本呼吸器学会学術講演会運営事務局
株式会社コンベンションアカデミア
〒113-0033

東京都文京区本郷 3-35-3

TEL：03-5805-5261

本郷 UC ビル 5F

FAX：03-3868-2113

12．会期中のお問合せ先
4 月 22 日（金）
・4 月 23 日（土）・4 月 24 日（日）
窓口時間：9：00〜17：00
TEL ：075-705-2001/070-4290-5775
FAX：075-705-2002
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演者・座長へのご案内
基調講演，招請講演，会長講演，特別講演，シンポジウム，若手シンポジウム，会長シンポジウム，特別プログラ
ム，International Symposium，関連学会との共同企画，ICD 講習会，Year Review in Assembly，特別企画，特別
報告，特別教育講演，症例検討会，共催セミナー 他

各演者へ
1．発表は PC プレゼンテーションに限ります．詳細は，後述の「発表データ・PC 受付のご案内」をご参照ください．
2．進行方法，討論に関しては，座長の指示に従ってください．
3．当日の来場が難しい場合は，オンラインにてご発表いただきます．
各座長へ
1．セッションの開始 30 分前までに各会場内前方の次座長席にお着きください．
2．進行方法，討論に関しては一任いたしますが，時間厳守にご留意ください．
3．必要に応じて時間の計測を行います．ご希望の場合は，会場運営担当者までご指示ください．
4．当日の来場が難しい場合は，オンラインにて座長を行っていただきます．
学術講演会演題賞（学術部会賞）選考講演会
会場
第 6 会場（国立京都国際会館 Room E）
演者へ
1．発表は PC プレゼンテーションに限ります．詳細は，後述の「発表データ・PC 受付のご案内」をご参照くださ
い．
2．1 題あたりの発表時間は，質疑応答を含めて 10 分です．発表開始後は緑ランプの点灯，終了 1 分前には黄ランプ
の点灯，終了時には赤ランプの点灯で，檀上の装置よりお知らせいたします．時間厳守にご留意ください．
3．発表者は，前演者の登壇後，ただちに次演者席にお着きください．
4．発表は審査委員により採点され，最優秀賞，優秀賞が選ばれます．また，その発表は後日ウェブサイト上にて掲
載いたします．
座長へ
1．ご担当のセッション開始 30 分前までに各会場内前方の次座長席にお着きください．
2．1 題あたりの発表時間は，質疑応答を含めて 10 分です．発表開始後は緑ランプの点灯，終了 1 分前には黄ランプ
の点灯，終了時には赤ランプの点灯で，壇上の装置よりお知らせいたします．進行は一任いたしますが，時間厳
守にご留意ください．
ミニシンポジウム
会場
第 10 会場（国立京都国際会館 Room C-1），第 11 会場（国立京都国際会館 Room C-2）
演者へ
1．発表は PC プレゼンテーションに限ります．詳細は，後述の「発表データ・PC 受付のご案内」をご参照ください．
2．1 題あたりの発表時間は 12 分です．発表 8 分，質疑 4 分を目安にご準備ください．発表開始後は緑ランプの点
灯，終了 1 分前には黄ランプの点灯，終了時には赤ランプの点灯で，壇上の装置よりお知らせいたします．時間
厳守にご留意ください．
3．発表者は，前演者の登壇後，ただちに次演者席にお着きください．
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座長へ
1．ご担当のセッション開始 30 分前までに各会場内前方の次座長席にお着きください．
2．1 題あたりの発表時間は，質疑応答を含めて 12 分です．発表開始後は緑ランプの点灯，終了 1 分前には黄ランプ
の点灯，終了時には赤ランプの点灯で，壇上の装置よりお知らせいたします．進行は一任いたしますが，時間厳
守にご留意ください．
ポスター発表
スケジュール
日
4 月 22 日（金）
4 月 23 日（土）
4 月 24 日（日）

午前
午後
午前
午後
午前
午後

掲示・閲覧
8：00〜10：40
13：00〜16：50
8：00〜10：40
13：00〜16：50
8：00〜10：40
13：00〜15：20

発表
10：40〜11：40
16：50〜17：50
10：40〜11：40
16：50〜17：50
10：40〜11：40
15：20〜16：20

撤去
11：40〜12：10
17：50〜18：30
11：40〜12：10
17：50〜18：30
11：40〜12：10
16：20〜17：00

会場
展示・ポスター会場（国立京都国際会館 Event Hall）
演者へ
1．ポスター掲示板の大きさは，横 120cm×縦 180cm です．演題名，演
者，所属は，横 100cm×縦 20cm でご準備ください．演題番号は事務
局で用意いたします．また，参加者への配布用に，発表内容を A4 また
は A3 用紙 1 枚に縮小したものを 30 部ほどご用意ください．
2．発表当日は，ポスター受付にて貼付用の押しピンをお受け取りいただ
き，指定の時間帯に掲示してください．配布用に発表内容を縮小した
ものは，掲示板下部の封筒にセットしてください．
3．1 題あたりの発表時間は 5 分です．発表 3 分，質疑 2 分を目安にご準備
ください．進行は座長に一任しますので，指示に従い，発表，質疑応
答に参加してください．セッションの開始 10 分前までには会場にお集
まりください．
座長へ
1．ご担当のセッション開始 30 分前までに，ポスター受付にお越しくださ
い．座長用リボンをお渡ししますので，左胸にご着用をお願いいたします．
2．1 題あたりの発表時間は，質疑応答を含めて 5 分です．進行は一任いたしますが，時間厳守をお願いいたします．
English Oral Presentation
スケジュール
日
4 月 22 日（金）

4 月 23 日（土）

4 月 24 日（日）

講演時間
14：20〜15：10
16：50〜17：40
9：30〜10：20
14：20〜15：10
16：50〜17：50
10：40〜11：30
13：10〜14：00

1
2
3
4
5
6
7

セッション
COVID-19
Bronchial artery embolization
Chemotherapy for lung cancer
Interstitial lung disease 1
Obstructive lung disease
Various issues in lung diseases
Interstitial lung disease 2
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会場
第 9 会場（国立京都国際会館 Room B-2）
演者へ
1．発表は PC プレゼンテーションに限ります．詳細は，後述の「発表データ・PC 受付のご案内」をご参照ください．
2．1 題あたりの発表時間は 10 分です．発表 8 分，質疑 2 分を目安にご準備ください．発表開始後は緑ランプの点
灯，終了 1 分前には黄ランプの点灯，終了時には赤ランプの点灯で，壇上の装置よりお知らせいたします．時間
厳守にご留意ください．
3．発表者は，前演者の登壇後，ただちに次演者席にお着きください．
座長へ
1．ご担当のセッション開始 30 分前までに各会場内前方の次座長席にお着きください．
2．1 題あたりの発表時間は，質疑応答を含めて 10 分です．発表開始後は緑ランプの点灯，終了 1 分前には黄ランプ
の点灯，終了時には赤ランプの点灯で，壇上の装置よりお知らせいたします．進行は一任いたしますが，時間厳
守にご留意ください．
3．質疑応答を含め，すべて英語での進行をお願いいたします．
呼吸器病学ことはじめ
スケジュール
2022 年 4 月 23 日（土）
9：00〜10：40
一般演題（ポスターセッション）
10：50〜11：38
プレナリーセッション
13：10〜15：10
アナライザーセッション
15：10〜15：30
特別講演
15：30〜16：00
ポスター閲覧
16：00〜16：30
表彰式
会場
国立京都国際会館

宴会場スワン

発表演題に関する利益相反（COI）の開示について
筆頭演者は共同演者も含めて，利益相反の有無に関わらず，過去 3 年間における利益相反（COI）状態の有無をスライ
ドの 2 枚目に開示してください（口演発表，ポスター発表共）
．
開示の際の様式は学術講演会ウェブサイトよりダウンロードしてください．

発表データ・PC 受付のご案内
国立京都国際会館

4 月 21 日（木）

4 月 22 日（金）

4 月 23 日（土）

4 月 24 日（日）

Room H

17：00〜19：00

8：00〜17：30

8：00〜17：30

8：00〜15：00

＊発表の 1 時間前までに PC 受付に提出してください．
（午前 10 時までに発表がある方は，前日までにお願いいたします．
）
Windows

ノート PC の持ち込み，または USB メモリによる受付が可能です．

Mac OS

ノート PC の持ち込みのみ．USB メモリによる受付はできません．

USB メモリによるデータ受付について
・発表用の PC は，Windows10 をご用意しております．
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・アプリケーションは，Microsoft Office 365（PowerPoint）をご利用可能です．
・Windows 標準フォントを使用してください．
・動画データは PowerPoint データと同じフォルダに保存してください．万が一，会場の PC で動画が正常に動作し
ない場合を想定し，念のためご自身の PC もご持参ください．
・PowerPoint の発表者ツールは使用できません．
ノート PC の持ち込みについて
・D-sub 15pin 3 列タイプのコネクタまたは HDMI で接続いたします．変換コネクタが必要な方は，必ずご自身でご
用意ください．また，念のため AC アダプタもご持参をお願いいたします．
・受付にて外部出力のチェック，発表データの試写，動作確認を行った後で，ご発表いただく会場左前方の PC オペ
レータ席まで，ご自身で PC をお持ちください．
・PC は，オペレータ席で接続いたします．演台上に設置のキーボード，マウスで操作してください．受付の際に，
演台上の機材についてご説明します．
・PowerPoint の発表者ツールは使用できません．

第 19 回呼吸ケアカンファレンス
テ ー マ：基礎から学ぶ呼吸ケア
日

程：2022 年 4 月 23 日（土）
・24 日（日）

会

場：WEB 開催

企画運営：呼吸ケアカンファレンス実行委員会
詳細は「第 19 回呼吸ケアカンファレンス」ウェブサイト（http://care19.umin.jp/）をご覧ください．

その他のご案内
1．展示会場：New Hall，Event Hall
2．書籍販売：New Hall，Event Hall，メインホール前ロビー
3．ドリンクサービス：Event Hall
4．クローク：New Hall，Event Hall
5．落とし物は総合案内にてお取り扱いいたします．
6．会場内でのお呼び出しはいたしません．
7．全館にて，Wi-Fi インターネットアクセスのご利用が可能です．

学会本部
国立京都国際会館

Room157

TEL ：075-705-2001
FAX：075-705-2002
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