
ご案内
第30回国際喘息学会日本・北アジア部会は新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、現地開催及び
WEB（ライブ）開催併用のハイブリッド方式での開催といたします。
座長・演者の方はご登壇形式を現地/リモート（Zoom）でご選択頂けます。

1．会　期  2021 年 12 月 3 日（金）・4日（土）
2．会　場  高知商工会館/WEB配信《ハイブリッド開催》

〒780-0870　高知県高知市本町 1丁目 6-24
3．会　長  横山　彰仁（高知大学医学部呼吸器・アレルギー内科学）
4．参加費

事前登録 当日登録
一般 10,000 円 12,000 円
コメディカル  3,000 円   5,000 円
前期研修医、学部学生：無料
懇親会　5,000 円 ※懇親会は中止となりました
　　　　日時：12 月 3 日（金）19：00～
　　　　会場：ザ クラウンパレス新阪急高知 3F　花の間

5．当日受付  高知商工会館 4F
12 月 3 日（金）8：30～17：30
12 月 4 日（土）8：30～14：30
クロークも 4Fにございます。

6．抄録集  1,000 円
7．役員会  役員会を下記の日程で行います。役員の先生方は、ご出席ください。

日時：2021 年 12 月 3 日（金）8：30～9：15
場所：高知商工会館　3F　梅

8．座長の先生方へのご案内
・ご担当セッション開始 10 分前までに会場内の「次座長席」にお越しください。
・ご担当セッションの進行は時間厳守でお願いします。

9．演者の先生方へのご案内
1）発表時間について
【招請講演、教育講演、シンポジウム、ランチョンセミナー、イブニングセミナー、モーニングセ
ミナー】
発表時間は事前に事務局よりお知らせをしております時間でお願いいたします。
【一般演題】
発表時間 10 分（発表 7分、質疑 3分）
※座長の指示のもと、口演時間を遵守してください。

2）発表形式
発表は PCプレゼンテーションに限定します。

3）発表データ
①言語について　発表スライド：英語　発表言語：英語/日本語どちらでも可
②発表は、全て PowerPoint による PC発表のみです。スクリーンは一面投影です。
③スライド枚数の指定はございません。
④  発表データは、現地でご登壇の方はUSBメモリにてご持参頂き、発表の 30 分前までに PC受付
にお越しください。登録および動作確認をしてください。
  リモートの方は、セッション開始の 30 分前までに Zoom環境（後日ご連絡）にご入室頂き、オ
ペレーターの指示に従ってください。
⑤  Macintosh にて発表をご希望の講演者はご自身のパソコン持参による発表のみとなりますので、

― 6 ―

kznp30-06_annnai.indd   6kznp30-06_annnai.indd   6 2021/11/02   12:58:152021/11/02   12:58:15



ご了承ください。接続は、miniD-Sub 15 ピン 3列コネクターとなります。
　  持込 PCが専用の外部出力ケーブルを必要とする場合は、必ずご自身で持参してください。
⑥対応アプリケーションソフトは PowerPoint2019（Office365）です。
　発表データは PowerPoint2010～2019 で作成してください。
⑦文字フォントは PowerPoint に設定されている標準的なフォントのみご用意いたします。
　（例）日本語の場合：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝など
　（例）英語の場合：Times New Roman、Century、Century Gothic、Arial、Symbol など
⑧動画・音声の使用は可能です。バックアップ用として、ご自身の PCをご持参ください。
⑨発表者ツールのご使用はご遠慮ください。
⑩発表データのファイル名は「（演題番号）（氏名）」としてください。
　例：【O-1　高知太郎】
⑪発表後のデータは、発表終了後、大会事務局にて責任をもって全て消去致します。

10．PC受付
PC 受付場所　高知商工会館　3F　松
PC受付時間　12 月 3 日（金）8：30～17：30

12 月 4 日（土）8：30～14：30
発表開始時間の 30 分前までに PCデータ受付にて動作の確認を行えるよう、受付をお願い致します。

11．注意事項
・発表の際は、演者ご本人により操作をお願い致します。
・次演者の方は、前演者が登壇されましたら必ず「次演者席」にご着席ください。
・  不測の事態に備えて、USBフラッシュメモリーにてバックアップデータをご持参されることをお勧
め致します。
利益相反（COI）について
すべての筆頭演者は、利益相反（COI）の有無に関わらず、過去 1年間におけるCOI 状態をスライ
ドの一枚目に開示してください。
＜スライド開示例＞
・  本会口頭発表時、申告すべきCOI 状態がな
い場合

・  本会口頭発表時、申告すべきCOI 状態があ
る場合
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COI Disclosure

There are no enterprises, etc. with which 
there is a COI relationship to be disclosed 
pertaining to the topic presentation.

When there is no financial rela�onship to be disclosed
(within the previous 1 years)

Name of all presenters：Ichiro Tokyo, Jiro Kyoto, ◎Sabro Osaka
(◎ Corresponding author)

Enterprises, etc. with which there is a COI relationship to be disclosed 
pertaining to the topic presentation:

(1) Employment/Leadership position/Advisory role ：
(2) Stock ownership or options ：
(3) Patent royalties/licensing fees：
(4) Honoraria (e.g. lecture fees) ：
(5) Fees for promotional materials (e.g. manuscript fee) ：
(6) Research funding (clinical trial, contract and collaborative researches)：
(7) Scholarship donation ： XYZ Pharmaceuticals 
(8) Donated fund laboratory ： Yes (XYZ Pharmaceuticals)
(9) Others (e.g. trips, travel, or gifts, which are not related to research) ： No

If “yes”,   leave the relevant 
item(s) and give the
name(s) of company / 
organization concerned. 
(No need to disclose the 
amounts. )

When there is financial rela�onship to be disclosed
(within the previous 1 years) 
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12．同時通訳
招請講演とGINAシンポジウムは同時通訳をご用意いたします。

13．日本アレルギー学会専門医取得単位について
上記専門医の申請、更新の際に、ネームカードの参加証明書をご利用ください。
出席 2単位（座長：2単位、筆頭者：2単位）が与えられます。

■第 30回国際喘息学会日本・北アジア部会　事務局
　高知大学医学部呼吸器・アレルギー内科学
　〒783-8505　南国市岡豊町小蓮
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