
〈第 50回日本歯科麻酔学会総会・学術集会運営要綱〉

やむを得ない事情により以下の予定を変更することがあります．
最新情報は，下記 URLの大会ホームページをご覧ください．

（www.pcoworks.jp/jdsa50/）

学術集会に参加される皆様へ
1．参加資格
演者および共同演者は一般社団法人日本歯科麻酔学会の会員に限ります．未入会の方は入会手続きをお取
りください．
また専門医機構認定共通研修の受講のみを目的にされる他学会の先生には，学術集会終了後に実施する共
通研修オンデマンド配信の視聴登録をお勧めします．詳しくは下記 2‒4）専門医機構認定共通研修をご覧
ください．

2．参加登録
参加登録費には会場への入場，講演の聴講，専門医機構認定の共通研修の受講，展示の閲覧，学術集会終
了後のオンデマンド配信視聴等が含まれています．
認定講習会と懇親会は別途申込みと参加費が必要です．ハンズオンセミナー，バイタルサインセミナーは
無料ですが事前登録が必要です．
現地参加の場合は，会員証（ICカード）で参加登録しますので忘れずにご持参ください．現地に来られな
い場合は，学術集会終了後に配信されるオンデマンド教材を視聴すると参加単位が認められます．また専
門医機構認定の共通研修のみを受講希望の方は，学会終了後にオンデマンドにて受講することが可能で
す．詳細は学術集会ホームページをご確認ください．

　 1 ）参加登録期間
事前参加登録期間：8月 1日（月）～9月 30日（金）正午
直前・会期中参加登録期間：10月 1日（土）～10月 29日（土）

　 2 ）参加費

　　

参加区分 事前登録 直前・会期中
正会員　区分 1（歯科医師または医師） 12,000円 15,000円
正会員　区分 2（歯科医師，医師以外の研究者） 12,000円 15,000円
正会員　区分 3（歯科医師，医師以外の医療従事者）
※歯科衛生士，看護師等  4,000円  6,000円

学生会員（大学院生を除く．学生証の提示義務） 無料 無料
学生（非会員）  2,000円  3,000円
非会員 15,000円 18,000円
専門医機構認定共通研修のオンデマンド受講のみの
視聴登録（学会参加証は発行されません） 10,000円 10,000円
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　 3 ）認定講習会
受講は有料で事前申込みが必要です．
費用は 2講演で会員（正会員区分 1・2・3，学生会員）4,000円です．
入退室の確認ができた方には学術集会終了後，参加登録システムのマイページ内にて受講証を pdfでダ
ウンロードできます．料金設定は 2講演受講可能で 4,000円ですが，受講しなかった方あるいは 1講演
のみ受講した方にも受講料金の返金はありません．認定講習会の時間帯に他の会場に参加しなければな
らない場合は注意が必要です．予めプログラムの確認をしてください．

　 4 ）専門医機構認定共通研修
参加登録をされた方は無料で受講できます．
講習会場では会員証（ICカード）で入退室管理を行いますので忘れずにご持参ください．入退室の確認
が取れた場合に受講証が発行されます．参加登録システムのマイページ内にて受講証を pdfでダウン
ロードできます．
なお学術集会では 3つの共通講習が設定されていますが，当該年度に申請できる取得単位の上限は 2単
位（2講演）です．現在，共通研修の種別（医療安全，医療倫理等）ごとの単位取得義務はありません
が，将来的には個別の取得単位数が指定されます．異なる種類の共通研修を受講することをお勧めしま
す．
また学術集会終了後のオンデマンド配信では 2講演（医療安全，医療倫理等）を視聴することができま
す．視聴後，小テストに合格すると受講証が交付されます．このオンデマンド配信は参加登録をしない
他学会会員も視聴登録（10,000円）することで受講可能ですが，視聴登録のみでは学術集会の参加単位
は取得できません．

　 5 ）ハンズオンセミナー
paperChartワークショップとバイタルサインセミナーはそれぞれ登録サイトから受講をお申し込みく
ださい．

　 6 ）事前参加登録がお済みの皆様へ
事前参加登録者の皆様は，参加費お支払後に氏名記載済みの参加証がダウンロード可能となります．ご
自身で参加証を印刷し，学会当日ご持参ください．学会では当日参加登録分以外の参加証の印刷やお渡
しはできません．また氏名の書き換えはしないでください．一度登録し納入した参加費は，理由の如何
を問わず返金できませんのでご注意ください．
総合受付に参加証ホルダーとプログラム集をご用意しますので各自お受け取りください．当日の受付は
不要ですので，そのまま学会場へご入場ください．

　 7 ）当日参加登録される皆様へ
オンラインで参加申込・参加費支払のうえ，決済終了が確認できる画面をご提示ください．参加証をお
渡ししますので，所属・氏名を記入して会場内では必ずご着用ください．
［総合受付　開設時間］
10月 28日（金）　8：00～17：00
10月 29日（土）　8：00～15：30
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3．懇親会・各種表彰式
会　場：昭和大学上條記念館　地下 1階　冨士桜
日　時：2022年 10月 28日（金）18：30～（予定）
懇親会参加費：5,000円（早期登録：3,000円）
当日の参加申込みはオンラインで参加申込・参加費支払のうえ，決済終了が確認できる画面をご提示くだ
さい．参加証に懇親会参加登録済みの記載を行いますので，総合受付の開設時間内にお立ち寄りください．
（各種表彰式もありますが，参加登録費と別に懇親会参加費を支払った方のみ入場できます．）

4．プログラム集について
抄録集（日本歯科麻酔学会雑誌第 50巻抄録号）はオンラインでの発行となります．またプログラム集は学
会当日に総合受付にて配布致します．数に限りがございますので，お早めにお持ちください．

5．新入会費，年会費の納入
年会費（正会員区分 1・2：15,000円，正会員区分 3：5,000円，学生会員：1,000円）を未納入の方，入
会（正会員区分 1・2：入会金 3,000円，正会員区分 3：入会金 1,000円，学生会員：入会金 1,000円およ
び各種年会費）をご希望の方は，学会受付（（一財）口腔保健協会）にて所定の手続きをお取りください．

6．ランチョンセミナー
当日は 8：00からランチョンセミナー整理券を先着順で配布します．数に限りがありますので予めご了承
ください．整理券をお持ちでない場合，お弁当をお渡しできない場合があります．なお整理券なしの聴講
は当日会場にてご確認ください．
【ランチョンセミナー 1】（共催：マシモジャパン株式会社）
　10月 28日（金）12：10～13：10　A会場
　「インプラント手術時における静脈鎮静療法と呼吸モニタリング（RRa®）の有用性」
　演者：重原　　聡　先生（医療法人社団　悠星　湘南デンタルケアークリニック理事長）
　座長：鈴木　利保　先生（東海大学名誉教授）
【ランチョンセミナー 2】（共催：ムンディファーマ株式会社）
　10月 28日（金）12：10～13：10　C会場
　「新しい全身麻酔薬レミマゾラムを使ってみよう！」
　演者：増井　健一　先生（横浜市立大学医学部麻酔科学准教授）
　座長：一戸　達也　先生（東京歯科大学学長）
【ランチョンセミナー 3】（共催：日機装株式会社）
10月 29日（土）12：10～13：10　A会場
　「周術期の糖代謝管理～質の高い周術期管理を目指す麻酔科医のための糖代謝の基礎～」
　演者：横山　武志　先生（九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座歯科麻酔学分野教授）
　座長：岩坂日出男　先生（アルメイダ病院副院長）
【ランチョンセミナー 4】（ 共催：日本メディカルネクスト株式会社，インターサージカルジャパン株式会社）
10月 29日（土）12：10～13：10　C会場
　「歯科麻酔科医のための気道管理―up to date―」
　演者：川人　伸次　先生（徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科麻酔科学分野教授）
　座長：大江　克憲　先生（昭和大学医学部麻酔科学講座主任教授）
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7．企業展示
企業展示会場（4階ホワイエ）において，各メーカーによる商業の企画展示を行います．

8．クローク
当日 4階ラウンジにクロークをご用意致します．
なお，貴重品と傘はお預かりできませんので，各自で管理をお願い致します．

9．撮影について
発表者の許可なく写真撮影，ビデオ撮影，録音はできません．雑誌や広報などを目的とした取材に関して
は，事前に運営事務局の承諾を得たものに限り許可されます．詳しくは運営事務局までお問い合わせくだ
さい．

10．携帯電話について
会場内では必ずマナーモードにしてください．またその他の電子機器（PC，DVDなど）についても，会
場内では音声オフ，ディスプレイの明るさを落としてご使用ください．

11．駐車場
学会場専用の駐車場はございません．
近隣の一般有料駐車場には限りがありますので，できるだけ公共の交通機関をご利用くださいますようお
願い申し上げます．

■日本歯科医師会会員の皆様へ

　 日本歯科麻酔学会は，日本歯科医師会生涯研修事業として認定されております．日本歯科医師会会員の方は
ICカードを必ずご持参ください．

　 日歯生涯研修事業では，配布された ICカードをカードリーダーにタッチするだけで簡単に単位登録ができ
ます．大会参加の際には ICカードを必ずお持ちください．なお，ICカードをお忘れになった先生は，自分
で単位登録をしなければなりません．
　※カードリーダーにて登録しますのは「特別研修」となります．

■専門医・認定医・登録医・認定歯科衛生士および各種認定資格申請予定の方へ

　単位認定は学会発行の会員証（ICカード）で行います．当日は忘れずにご持参ください．

■登録医・認定歯科衛生士の方へ

　【学会企画教育講座について】
　 学会企画教育講座は，登録医・認定歯科衛生士資格者が受講される場合，更新の単位として認められます．
　 更新単位を希望される方は，当日に当該プログラム開始時のアナウンスに従い，受講証明書を取得して下さ
い．
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発表される皆様へ

■利益相反の申告について

　 演題発表をされる方は，口演発表・ポスター発表を問わず，発表スライドあるいはポスター等に利益相反状
態を表示する必要があります．
　「利益相反自己申告書（様式 2）」を参考に作成してください．

発表演題に際しての個人情報申告項目
　 学術集会の当日発表の際に，口演発表者はスライドの 2枚目（タイトルスライドの次）に，ポスター発表者
は，最後の部分に表示してください．

2 ）利益相反基準に該当する場合1 ）利益相反基準に該当しない場合

■口演発表の方へ

1．発表スライドの試写について
ご発表の 30分前までに，1階 PC受付でデータの登録と試写をお済ませください．PCをご持参になる場
合も動作確認のために必ずお立ち寄りください．
［PC受付日時］
10月 28日（金）　8：00～17：00
10月 29日（土）　8：00～15：30

2．発表について
　 1 ）ご発表 15分前までに会場内左手前方の次演者席にお着きください．
　 2 ） 演台上に液晶モニター，操作用キーボード，マウスが用意されています．発表者ご自身で操作を行って

ください．
　 3 ） 演台上に計時回線が設置してあります．発表終了 1分前に黄色，終了時に赤色の警告ランプが点灯しま

す．時間厳守にご協力ください．
　 4 ）発表時間
　　　指定演題：事前にご案内しました時間をご参照ください
　　　デンツプライシロナ賞：10分（発表 7分，質疑応答 3分）
　　　一般演題：10分（発表 7分，質疑応答 3分）
　 5 ）発表データ持込・PC持込いずれの場合も「発表者ツール」は使用できません．
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3．発表データについて
　3‒1　発表データ持ち込みの場合
　 1 ）会場にご用意する PCの仕様は以下の通りです．
　　　OS：Windows10　※MacOSには対応しておりません
　　　アプリケーション：PowerPoint2013，2021
　　　画面サイズ：16：9にてご用意ください
　　　解像度：FHD（1920×1080）に統一してあります
　 2 ） MacOS版 PowerPointで作成されたデータをメディアで持ち込まれる場合，互換性が損なわれる可能性

があります．事前にご確認ください．
　 3 ） フォントは OS標準のものをご使用ください．標準フォント以外で作成された場合，文字のズレや行間

が広くなるなど，正しく表示されませんのでご注意ください．下記のフォントを推奨します．
　　　日本語：MS明朝，MS P明朝，MSゴシック，MS Pゴシック
　　　英語：Arial，Century，Times New Roman
　 4 ）発表データは USBメモリーでお持ち込みください．
　 5 ）必ず事前に発表データのウィルスチェックを行ってください．
　 6 ）PC受付では原則として内容の修正・変更はできません．

　3‒2　PCをご持参になる場合
　 1 ）動画を使用する場合やMacOSの場合は必ずご自身の PCをご持参ください．
　 2 ）iPadや Surface，その他タブレット端末については動作の保証はできかねます．
　 3 ） PC受付での動作確認後，発表開始時刻の 20分前までに各会場内オペレーター席へご自身で PCをお持

ちください．発表後は各会場内オペレーター席にて PCをご返却いたします．
　 4 ）画面の解像度は FHD（1920×1080）でお願いします．
　 5 ） スクリーンセーバーや省電力設定は予め解除してください．解除されていない場合，PC受付にて設定

を変更させていただきます．
　 6 ） 会場のプロジェクターには一般的な外部出力端子（HDMI）での接続となります．MacOSや一部小型パ

ソコンでは変換コネクタを必要とする機種がありますので，変換コネクタを忘れずにご持参ください．
　 7 ）ACアダプターを必ずご持参ください．
　 8 ） 念のため USBメモリーなどでバックアップデータをご持参ください．
　 9 ） 動画はWindows Media Player（Windowsの場合）もしくは Quick Time Player（MacOSの場合）で

動作する形式で作成してください（mp4ファイルを推奨いたします）．また，発表スライドと埋め込み
用の動画ファイルは同じフォルダに保存してください．
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■ポスター発表の方へ

1．ポスター貼付・撤去
ポスター発表の方は，下記の時間に貼付・撤去を行ってくだ
さい．
10月 28日（金）　ポスター貼付　 9：00～10：00
　　　　　　　　　ポスター撤去　17：30～18：00
10月 29日（土）　ポスター貼付　 9：00～10：00
　　　　　　　　　ポスター撤去　16：20～17：00
※ 撤去時間を過ぎても撤去されていない場合は，事務局で処
分させていただきますのでご了承ください．保管，郵送に
よる返却はいたしません．

2．ポスター受付
ポスター受付は設置いたしません．ご自身のポスターの前に
発表 10分前に必ずお越しください．

3．発表時間
発表 6分，質疑応答 3分の合計 9分でお願いします．座長の
指示のもと円滑な進行にご協力ください．

4．パネルスペース
横 90 cm×縦 210 cmのパネルスペースを用意します．上方 20 cmを演題等のスペースとします．そのう
ち左上 20 cm×20 cmは演題番号欄として空欄として下さい．学術集会事務局で演題番号を掲示します．
下方 30 cmは余白としてください．

座長の皆様へ
1． 企画講演，口演座長の先生は，担当セッション開始 10分前までに，担当会場の「次座長席」にご着席いた
だきますようお願いいたします．

2． ポスター座長の先生は．担当セッション開始 10分前までに，ご担当ポスター前にお越しください．
3．セッション中の進行は座長に一任いたします．ただし時間厳守にご協力をお願いいたします．
4．セッション開始のアナウンスはいたしません．定刻になりましたらセッションを開始してください．
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