第76回 手術手技研究会

参加者へのご案内
76 回研究会は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、ハイブリッド形式（現地と WEB を併用）
にて開催いたします。

■会場内での取組み
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大防止のため、ご来場の際は必ず以下のご協力をお願い申し
上げます。
・会場内の席数を通常より減らして実施させていただきます。また、立見はご遠慮ください。
・会場内ではマスクの着用をお願いいたします。
・マスクは会場内ゴミ箱には捨てず、お持ち帰りくださいますようお願いいたします。
・会場内の換気にご協力ください。
・受付や会場前、休憩会場などソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。
・各所に消毒液を配置しますので、ご利用ください。
・会場入口で検温を行いますのでご了承ください。
・37 度 5 分以上の発熱、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方は参加を制限させていた
だく場合がございます。
・ご参加にあたり健康状態等の申告を行っていただきます。参加受付の際にご提出をお願いいたします。

1.

参加費お支払い方法・受付
参加登録はオンライン上（第 76 回手術手技研究会サイト）からのお申込みとなります。
参加登録受付期間：4 月 20 日（水）～ 5 月 11 日（水）17：00 まで
お支払い方法：クレジットカード

※銀行振込をご希望の場合は運営事務局までご連絡ください。

参加費：5,000 円
※決済完了後の取消・返金はできませんのでご注意ください。
※参加証・領収証は事前に郵送にてお送りいたします。会場にお越しの際は忘れずにお持ちください。
抄録集販売（当日販売現金のみ）
プログラム・抄録集：1,000 円
※できる限りお釣りのいらないよう予めご用意ください。
※施設会員 1 部、個人会員 1 部、全ての司会・演者にはプログラム・抄録集を事前にお送りいたします
ので、忘れずご持参ください。
〈現地参加の方〉
受付場所：ホテル グランデはがくれ 1 階ロビー
受付時間：5 月 20 日（金）8：15 ～ 18：00
5 月 21 日（土）7：30 ～ 15：30
・当日は総合受付にお越しいただき、参加証（兼領収証）に同封しております「健康状態申告書」を会
場にお越しになる前にご記入いただき、ご提出ください。
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・会場内では必ず参加証（兼領収書）に所属・氏名を記入のうえ、身に着けてください。
・参加証（兼領収書）の再発行はできませんので大切に保管してください。
〈WEB 参加の方〉
会期近くになりましたらご登録いただいたメールへ視聴 URL をご案内いたします。
※現地参加の方へもお送りいたします。

２.

共催セミナー
整理券の配布はございません。
ランチョンセミナー：お弁当は各自でお取りください。
イブニングセミナー、サテライト特別セミナー：軽食は各自でお取りください。
※お食事後は速やかにマスクの着用をお願いいたします。

３.

企業展示
場所：ホテル グランデはがくれ 2 階ロビー
※出展品等には極力触れないよう、また触れた場合にはこまめな消毒をお願いいたします。

４.

クローク
場所：ホテル グランデはがくれ 1 階「黒髪の間」
受付時間：5 月 20 日（金）8：15 ～ 18：15
5 月 21 日（土）7：30 ～ 16：45

５.

その他
・会場内では、携帯電話をマナーモードに設定してください。
・喫煙をする際は、指定喫煙場所でお願いいたします。
・許可の無い掲示・展示・印刷物の配布・録音・写真撮影・ビデオ撮影は固くお断りいたします。

６.

WEB 参加・視聴にあたって
WEB 視聴サイトへのアクセスは会期近くなりましたらメールにてご案内いたします。

〈推奨ブラウザについて〉
Google Chrome

最新版

Microsoft Edge

最新版

Mozilla Firefox

最新版

Safari

最新版

・いずれもブラウザ設定で CSS と Javascript 及び Cookie が有効な状態になっているものとします。
・本ウェブサイトでは、Javascript 及び Cookie を使用しているコンテンツが一部あります。
 お使いのブラウザで Javascript 及び Cookie の設定を無効にされている場合、正しく機能しない、もし
くは正しく表示されないことがあります。
・全てのコンテンツをご利用いただくには、ブラウザ設定で Javascript 及び Cookie の設定を有効にして
いただくことをお奨めいたします。
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〈視聴前に必ずご確認ください〉
・配信には Zoom を使用いたします。
※事前に Zoom ダウンロードセンターより「ミーティング用 Zoom クライアント」のダウンロードをお
願いいたします。
・各個人で、インターネット環境が安定した場所からご参加ください。
・Zoom 入室の際は、都度お名前とメールアドレスの入力が必要となりますので、参加登録で入力した
お名前とメールアドレスで入室してください。
〈注意事項〉
・ひとつの視聴用 URL にて複数の端末から同時に WEB 視聴サイトにアクセスすることはできません。
・ひとつの端末にて複数人による視聴も固く禁止しております。
・視聴用 URL を他人への譲渡・共有は行わないでください。
・講演の撮影、録音、録画等は固く禁止されております。また詳細内容の SNS への投稿等も固くお断
りいたします。これら発覚次第、著作権・肖像権侵害として対処させていただくことがございます。
・講演内容は、倫理規定、個人情報保護、プライバシー等に配慮したものではありますが医療関係者として
の守秘義務に従い、その他の視聴者におかれましても知りえた情報の取り扱いには十分ご留意ください。

司会・発表者へのご案内
発表時間
担当セッションは、必ず時間内に終了できるようご配慮ください。
セッション

発表

質疑

20 分

5分

20 分

5分

エキスパートビデオ

20 分

10 分

奨励研究賞・指定研究賞

12 分

3分

ビデオ賞

8分

3分

サージカルフォーラム

6分

2分

デジタルポスター

5分

主題Ⅰ

組織との会話１

～ “ 膜 ” の由来を見極める～

主題Ⅱ

組織との会話２ ～微細解剖を見極める～

※現地での発表はございません

司会の皆様へ
・担当セッション開始予定時刻の 20 分前までに、会場内前方の「次座長席」にご着席ください。
・進行は司会に一任いたしますが、時間厳守でお願いいたします。
・WEB からのご参加方法は別途ご案内いたします。

発表者の皆様へ
１．発表時間、質疑時間は上記の表をご確認ください。
２．発表に際して、利益相反の開示をお願いいたします。
３．発表時の注意
・いずれのセッションも、発表データは 2022 年 5 月 5 日（木）までに事前登録を必須といたします。原
則として、事前登録終了後はデータの差替えや修正はできません。
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・発表データの登録方法等の詳細は、対象の発表者にご連絡いたします。
・登録された発表データに関しては、会場にて映写いたしますし、質疑を行います。
・会場にお越しの発表者は、発表セッションの 20 分前までに会場内左前方の次演者席で待機してくだ
さい。
・WEB にて発表の場合は、運営事務局よりご案内いたします。
４．ご登録された発表データは研究会終了後、事務局によって適切に消去いたします。
※会期後のオンデマンド配信はございません。

質疑応答について
〈現地参加の場合〉
・質問、発言を希望される方はあらかじめマイクの前で待機してください。
・座長の指示に従い、所属・氏名を述べてからご発言ください。
・発言は簡潔にお願いいたします。
〈WEB 参加の場合〉
・一部のライブ配信のみ Zoom のチャット機能を使用して質問ができます。
・所属・氏名を記載の上、質問を簡潔にご入力ください。
・質疑応答の時間が限られておりますので、予めの質問の送信を推奨いたします。
・座長の判断で採用された質問が演者に伝えられます。

会議のご案内
常任世話人会
日時：5 月 20 日（金）17：00 ～ 18：00
場所：ホテル グランデはがくれ 2 階「シンフォニーホール A」

世話人幹事会
日時：5 月 21 日（土）11：40 ～ 12：10
場所：ホテル グランデはがくれ 2 階「シンフォニーホール A」
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