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Ⅰ．学会参加者の皆様へ
本学会は，新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み，会場数を縮小した大津の現地会場と LIVE配信，およびオ
ンデマンド配信を併用した【ハイブリッド開催】とさせていただくこととなりました。
WEBよりご参加いただく場合は，大会ホームページよりアクセスください。

現地開催・LIVE配信：2021年 10月 8日（金）～9日（土）
オンデマンド配信期間：2021年 10月 25日（月）～11月 8日（月）
※教育講演・ワークショップ・一般演題は，10月 8日（金）より開始いたします。

1．参加登録
オンライン参加登録期間：9月 1日（水）正午～11月 8日（月）
※現地で現金を伴う参加受付はございませんので，必ず，事前にホームページより参加登録をお願いいたします。

2．参加費
参加区分 参加登録費

会員（医師） 12,000円

非会員（医師および一般） 15,000円

メディカルスタッフ（会員・非会員とも） 6,000円

初期研修医
無料
「初期研修証明書」の提出をお願いします。

学生（医療系学部生・大学院生）
無料
「学生用参加登録用紙」の提出と学生証提示を
お願いします。

・オンライン参加登録はクレジット決済のみとさせていただきます。
※「初期研修医証明書」ならびに「学生用参加登録用紙」は大会ホームページよりダウンロードし，大会ホーム
ページの「証明書提出先専用フォルダ」までアップロードをお願いいたします。
※初期研修医ならびに学生は，参加費のみ免除となりますので，プログラム抄録集はご購入ください。

3．総合案内

日時
10月 8日（金）　8：00～17：40

10月 9日（土）　7：30～15：40

場所 びわ湖大津プリンスホテル 1F　コンベンションホール ホワイエ

・ネームカード（名前部分）は 10月 8日（金），10月 9日（土）現地にて発券をお願いいたします。
・参加証，領収書につきましては，学会ホームページ「オンライン参加登録ぺージ」内のサービスカウンター
よりダウンロードをお願いいたします。

 ダウンロード期間：10月 11日（月）～11月 30日（火）
・会期中はネームカードの着用をお願いいたします。セキュリティーの関係上，会場内では見えるところに必
ずご着用ください。ネームカードのない方のご入場はお断りいたします。

【新入会・年会費受付（両学会）】
受付場所：びわ湖大津プリンスホテル 1F　コンベンションホール ホワイエ
受付時間：10月 8日（金）　9：00～17：40

 10月 9日（土）　9：00～15：40



 16

お知らせ

【会員登録に関するお問い合わせ先】
日本糖尿病合併症学会事務局 日本糖尿病眼学会事務局
〒480–1195　愛知県長久手市岩作雁又 1–1 〒541–0056　大阪市中央区久太郎町 2–1–25　JTBビル 7階
愛知医科大学医学部内科学講座　糖尿病内科 （株）JTBコミュニケーションデザイン 事業共創部コンベンション第二事業局内
TEL：0561–63–1682／FAX：0561–63–1494 TEL：06–4964–8869／FAX：06–4964–8804

E-mail：jsdc@aichi-med-u.ac.jp E-mail：jsod@jtbcom.co.jp

3．単位取得
①　日本糖尿病学会糖尿病専門医の皆様へ（更新単位登録のご案内）
 〈参加による単位（8単位）について〉
 日本糖尿病学会専門医制度更新 8単位を取得できます。オンライン参加登録ならびに参加費のお支払いを

お済ませください。WEB参加の場合は，必ず配信プログラムをご視聴ください。
 ※WEB参加の場合，参加単位取得のための配信プログラムの指定はございません。
 ※単位登録のために参加証をご提出いただく必要はございません。
 ※糖尿病学会MyPageへの単位反映は，オンデマンド配信期間終了後，約 1か月程度を予定しております。

 〈指定講演の聴講による単位について〉
 指定講演はオンデマンド配信のみです。（オンデマンド配信期間：10月 8日～11月 8日）
 専門医更新規定に基づき，「指定講演」の聴講が必須となります。専門医認定および更新された先生で，黄
色い糖尿病専門医カードをお送りしている方が「指定講演」の単位取得対象者です。

 専門医更新のための指定講演は教育講演 1～8の 8講演です。各 1単位取得できます。本会期中の取得上限
単位は 8単位です。ただし，WEB参加での指定講演単位取得上限は［10単位 /年度］となりますのでご注
意ください。

 ※注意事項※
 ・ 単位取得のためには，セッションを最後まで視聴する必要がございます。途中で視聴をやめると単位を取

得できません。
 ・最後まで再生いただかないと「視聴終了ボタン」が表示されません。
 ・ 視聴終了後は必ずご自身にて，「WEB開催マイページ」の「視聴開始」と「視聴終了」欄に打刻があるか

ご確認ください。
 ・学会にて視聴履歴を確認し，視聴時間に満たない場合は単位取得不可となるため，ご注意ください。
 お問い合わせ先：一般社団法人　日本糖尿病学会
 〒112–0002　東京都文京区小石川 2丁目 22–2　和順ビル 2F

 TEL：03–3815–4364／FAX：03–3815–7985

②　学会のプログラムを日本眼科学会の専門医が聴講されますと，日本眼科学会更新単位が取得できます。詳
細につきましては、決定次第ホームページでご案内いたします。さらに眼学会全ての演題の筆頭演者は 3単
位が取得できます。

 お問い合わせ先：公益財団法人　日本眼科学会
 〒101–8346　東京都千代田区猿楽町 2–4–11–402

 TEL：03–3295–2360／FAX：03–3293–9384

 〈専門医参加単位登録受付〉　びわ湖大津プリンスホテル 1F　コンベンションホール ホワイエ
 　　10月 8日（金）　8：00～17：40

 　　10月 9日（土）　8：00～15：40

 ※なお，専門医単位取得は，日本糖尿病学会か日本眼科学会のいずれかのみとなりますので，ご注意ください。
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③　日本糖尿病療養指導士（CDEJ）
 日本糖尿病療養指導士は，参加証（ネームカード）を更新手続きの際ご提出ください。
 ※ご質問・お問い合わせは下記へお願いいたします。
  日本糖尿病療養指導士認定機構事務局（平日 10時～16時）
  〒113–0033　東京都文京区本郷 2–30–7　本郷 T & Sビル 3階
  TEL：03–3815–1481／FAX：03–3815–1487

 ※合同開催のため，取得できる単位数は 2単位のみとなります。

4．プログラム・抄録集
両学会会員の皆様は，事前に配布しております本誌を当日ご持参ください。会期中両学会に新規入会をされた方
には，当日会場にてお渡しいたします。
抄録集購入をご希望の方は，オンライン参加登録時に購入をお願い致します。（3,000 円／部数に限り有り）

5．日本糖尿病合併症学会総会・受賞講演
【総　　会】　日時：10月 8日（金）　13：30～14：00

【受賞講演】　日時：10月 8日（金）　14：00～15：50

6．日本糖尿病眼学会総会・受賞講演
【総　　会】　日程：10月 9日（土）　13：20～13：50

【受賞講演】　日程：10月 9日（土）　13：50～14：30

7．日本糖尿病合併症学会
会場：びわ湖大津プリンスホテル
日程：理　事　会：10月 7日（木）　16：00～17：00

　　　評 議 員 会：10月 7日（木）　17：00～18：00

　　　監　　　査：10月 7日（木）　15：00～16：00

　　　臨時理事会：10月 9日（土）　 8：15～ 8：45

※場所の詳細は別途ご案内いたします。

8．日本糖尿病眼学会
会場：びわ湖大津プリンスホテル
日程：常務理事会：10月 7日（木）　13：00～14：00

　　　理　事　会：10月 7日（木）　14：30～16：00

※場所の詳細は別途ご案内いたします。

9．合同情報交換会
新型コロナウイルス感染対策防止のため，本会での合同情報交換会はございません。

10．企業共催セミナー
共催セミナーはセミナーごとで開催方法が異なるため詳細はホームページにてご案内いたします。

11．呼び出し
会場内でのアナウンスによるお呼び出しは行いません。

12．駐車場
駐車場（有料）には限りがありますので，なるべく公共交通機関等をご利用ください。



 18

お知らせ

13．喫煙
施設内は所定の場所を除き全館禁煙です。ご協力お願いいたします。

※交通ならびに会場案内，日程表については学会ホームページをご確認ください。

Ⅱ．会場における感染症予防・拡散防止対策

会場での新型コロナウイルス等感染症予防および拡散防止対策について

日本国内における新型コロナウイルス感染症の発生に関しまして，本総会では，政府，自治体，関係諸機関等
から示される正確な情報の収集に努めるとともに，感染拡大防止に細心の注意を払い，実施して参ります。

ご来場される際のお願いと注意事項
会場へお越しいただく皆様におかれましては，以下の通り感染拡大防止策へのご理解とご協力を頂けますよう，
何卒よろしくお願い申し上げます。

・発熱症状や咳など体調がすぐれない方，本総会の開催日より 14 日以内に日本の入国規制国・地域への渡航歴
がある方，渡航歴をお持ちの方と接触された方，いずれかに該当する方のご来場はお控え願います。
・会場入口に検温器を設置いたしますので検温にご協力ください。
・感染防止の為，マスクのご着用・ご準備を必ずお願いいたします。
・手洗い，うがいの励行をお願いいたします。
・会場入場口に消毒用アルコールの設置をいたします。十分な感染対策にご協力ください。
・会場にて万が一体調が悪くなった場合は，速やかにお近くのスタッフにお声がけください。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ （COCOA） COVID-19 Contact-Confirming Application の事前の登録（接触
確認アプリ）を推奨しております。どうぞご協力のほどお願いいたします。
・万一感染者が発生した場合の感染拡大防止のため，政府・自治体からの情報提供を求められた場合は，必要
に応じて参加者の方の個人情報を提供いたしますことご了承のうえご参加ください。

  本会では，感染防止対策として，参加者の皆様が安心してご来場いただけますよう，以下の取り組みを実施
いたします。

受　　付
・総合案内前に検温器での検温を実施いたします。
・37.5度以上の方は別途非接触型の検温器で再度計測いたします。
・飛沫感染防止用のアクリル板を設置いたします。

講演会場内
・各講演会場内の座席は，最大収容人数の 50％ 未満に設定したレイアウトで配置しております。
・演台／座長席には飛沫感染防止用のアクリル板を設置いたします。
・講演時に利用したマイク等は，使用ごとに除菌シートで消毒いたします。
・各講演会場内の収容人数に制限があるため，入場をお断りさせていただく場合がございます。
共催セミナー
・お弁当は各自にてお取りくださいますようご協力をお願い申し上げます。
・なるべくお早めにお食事をお済ませの上，お食事後は速やかにマスクのご着用をお願い申し上げます。また，
お食事中は黙食にご協力いただきますようお願い申し上げます。
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・お食事中の会話はお控えくださいますようお願い申し上げます。

スタッフ
・出勤前に必ず体温チェックを行います。
・出勤後は手洗い，アルコール消毒を実施します。
・会場内ではマスクの着用を徹底いたします。

ご理解・ご協力の程，何卒よろしくお願い申し上げます。

Ⅲ．座長・演者の方へ
1．座長の先生へ
【現地登壇の場合】
担当セッション開始の 30分前までに各会場内の「次座長席」にご着席ください。各セッションの進行は座長に
一任いたしますが，終了時刻は厳守してください。
【オンライン会議システム（Zoom）での登壇の場合】
遠隔地よりオンライン会議システムにてご登壇いただきます。
接続確認を行いますので 30分前までに事前にご案内の Zoom URLへ入室をお願いいたします。
【ワークショップ・一般演題】
オンデマンド配信のみとなります。ご担当セッションの各演題へのコメント投稿をお願いいたします。
【日本糖尿病合併症学会に関するセッション（合同シンポジウム含む）ご担当の場合】
①　利益相反 （COI） の開示
日本糖尿病合併症学会では，日本糖尿病学会同様に座長においても担当セッションに関連する利益相反に
ついて，スライド開示することが義務付けられました。開示基準その他の詳細につきましては，一般社団
法人日本糖尿病合併症学会ホームページをご参照いただき開示用スライドをご用意ください。

②　利益相反開示例
全セッションの座長（企業共催セミナー等も含む）の先生方には，各セッションの冒頭にて，演者のご講演
に先立ちスライドを投影させていただきます。開示用スライドは，一般社団法人日本糖尿病合併症学会ホー
ムページよりダウンロードしてご使用ください。

2．演者の先生へ
【発表時間】

ワークショップ：日本糖尿病合併症学会 発表 10分

一般演題：日本糖尿病眼学会 発表 10分

その他のシンポジウム等 事前のご案内通り

※ ワークショップ，一般演題は事前にご登録いただいたプレレコードデータでのオンデマンド配信のみです。詳
細は別途，運営事務局よりご案内いたします。

【口演発表について】
①　発表形式
・Windows 版 Powerpoint （2013，2019）による PC 発表のみとなります。映写は 1面のみです。
・ご自身のノートパソコン（Windows・Macintosh）または，メディア（USBフラッシュメモリ／Windowsの
み）をご持参ください。
※ Macintoshは本体お持ち込みのみとさせていただきます。
※動画を用いる場合は，ご自身の PCをご持参ください。

お知らせ
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・発表時には発表データの 1 枚目をスライドショー状態でスクリーンに映写いたします。演台上に，モニ
ター・マウス・キーボードをご用意しておりますので，発表者ご自身で操作し，スライド送りを行って
ください。

②　発表データ受付
発表の 40分前までに，「PC・データ受付」にて受付をお済ませいただき，15分前までに各会場内の「次演
者席」にご着席ください。
■PC・データ受付■

場所
参加受付日時

10月 8日（金） 10月 9日（土）

コンベンションホール 2F　ホワイエ 8：00～17：40 7：30～15：40

③　発表データ作成について
■メディア（USBフラッシュメモリ／Windows のみ）を持参される方
・メディアでの受付は，Windows で作成されたデータのみとなります。
・Macintosh で発表される方は，ご自身の PC をお持ちください。
・お持ち込みいただけるメディアは，USB フラッシュメモリのみです。
・メディアはウイルス定義データを最新のものに更新されたセキュリティーソフトを用いて，ウイルスに感
染していないことを必ず確認した上でお持ち込みください。
・発表データ作成後，作成した PC以外の PCで正常に動作するかチェックしてください。
・お持ち込みになるメディアには，当日発表されるデータ以外は入れないようにしてください。
・ファイル名は「演題番号_演者名」としてください。（例：S11_発表太郎）
・会場にご用意する発表用の PC の OS とアプリケーションは，下記となります。
 〈OS〉 Windows7

 〈アプリケーション〉 Windows 版　PowerPoint 2013～2019

・発表に使用する PCは全てフル HD（1920×1080）に統一してありますので，ご使用の PCの解像度をフル
HDに合わせてからレイアウトの確認をしてください。
・フォントは，下記のものでお願いします。
　日本語： ／ ／ ／
　英語： Times New Roman／Arial／Arial Black／Arial Narrow／Century／Century Gothic／Courier／
Courier New／Georgia
・上記以外のフォントを使用した場合は，文字・段落のずれ，文字化け，表示されないなどのトラブルが発
生する可能性があります。
・動画や音声をご使用になる場合は，PCデータ受付に必ず申し出てください。
・発表者ツールはご使用できません。
・プレゼンテーションに静止画，動画，グラフ等外のデータをリンクさせている場合は，必ず，元データ
を一緒に保存いただき，事前に動作確認をお願い致します。動画は，Windows Media Player で再生可能
であるものに限定いたします。
・お預かりした発表データは学会終了後，事務局が責任を持って削除いたします。
■ご自身のPC を持参される方
・ご自身の PC の外部モニターの出力端子の形状を必ず確認し，必要な場合は接続用の外部出力変換アダプ
ターを必ずご持参ください。接続は HDMI, D-sub15 ピンです。
・画像の解像度はフル HD （1920×1080）推奨です。
・動画使用は可能ですが，本体液晶画面に動画を表示されても，PCの外部出力には接続した画面に表示さ
れない場合があります。実際にお持ちいただく PC の外部出力にモニターまたはプロジェクターを接続し
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てあらかじめご確認ください。
・発表データはデスクトップ画面に保存していただき，ファイル名は「演題番号_演者名」としてください。
・スクリーンセーバー，省電力設定，起動時のパスワード設定は事前に解除しておいてください。
・電源ケーブルを必ずお持ちください。バッテリーでの発表はトラブルの原因となります。
・念のため，バックアップデータを保存したメディアを必ずお持ちください。

④　利益相反（COI）の開示
【日本糖尿病合併症学会】
本学会会でのすべての発表（企業共催セミナーも含む）の筆頭発表者には，すべての発表者（共同演者含む）
について利益相反の開示をお願いしております。発表時にスライドの 2枚目（タイトルスライドの後）に掲
示してください。
演者開示用スライドのひな形は，日本糖尿病合併症学会ホームページの「演者開示スライド例」よりダウ
ンロードしてご使用ください。
【日本糖尿病眼学会】
本学会での発表者には，演題発表に関しまして利益相反の開示をお願いしております。すべての発表者に
ついて，講演時の 2ページ目のスライドに記載いただけますようよろしくお願いいたします。
内科の先生は日本内科学会の利益相反基準 （http://www.naika.or.jp/jigyo_top/coi/） に基づき，眼科の先生
に関しては日本眼科学会の利益相反基準 （http://www.nichigan.or.jp/about/conflict.pdf） に基づき公表して
ください。

⑤　ご発表に関して
【現地登壇の場合】
・発表開始 30分前までに，会場内左前方の次演者席へお着きください。
・ご発表は，演題に設置した液晶モニターをご覧いただきながら，マウスとキーパッドをご自身で操作し
てください。
・盗難防止につき，発表時には手荷物を壇上へお持ちください。
【オンライン会議システム（Zoom）での登壇の場合】
・ご発表は事前にご提出いただいた動画データ（MP4）を会場で映写いたします。
・オンライン会議システムで画面共有いたします。会場でご発表データを映写した後，オンライン会議シ
ステムで，座長・演者間で質疑応答をしていただきます。

Ⅳ．お願い
・講演会場は，いかなる場合でも携帯電話はマナーモードにてご使用いただき，会場内での通話はご遠慮
ください。
・各会場内での撮影（ビデオ含む），ならびに録音は主催者が許可した場合を除き，固くお断りいたします。
撮影を発見した場合，会場係が退場をお願いすることになりますので予めご了承ください。
・WEB視聴用サイトの配信動画・発表スライドの撮影，スクリーンショット，キャプチャ，録画，録音な
らびに無断転用，複製は一切禁止します。
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