
【司会】 東京都耳鼻咽喉科医会 学術担当理事 平山 方俊 先生

【製品説明】 16：50～17：00  「アレサガテープ」 久光製薬株式会社

【領域講習】 17：00～18：00

「嗅覚障害 Allergy & Infection」

東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室 講師 森 恵莉 先生

抄録：
2020年度は、新型コロナウイルス感染症一色に染まり、耳鼻咽喉科診療、ことに嗅覚

障害診療へも大きな衝撃を与えた。これほどまで嗅覚障害が世に取り上げられることに
なろうとは誰もが予想していなかったであろう。耳鼻咽喉科診療において、嗅覚障害はご
く一般的な症状であり、その原因疾患はアレルギー性鼻炎などの鼻副鼻腔炎から、アル
ツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患まで、多岐に渡る。感冒後嗅覚障害
も外来でよく遭遇する疾患の一つであるが、新型コロナウイルス感染症に伴う嗅覚障害の
特徴として、感冒後のみならず、鼻閉感など他の鼻症状なく感冒初期に出現する点であ
る。まだ未知の部分が多いが、新型コロナウイルス感染症も含め、嗅覚障害の最新知見
や経験も踏まえて紹介したい。

謹啓
時下、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。
このたび下記要領にてWEB形式で学術講演会を開催いたします。
ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご視聴賜りますよう
お願い申しあげます。

謹白

受講日時：2021年2月6日(土) 16：50～18:00

お申込み方法は裏面をご確認ください。

共催 東京都耳鼻咽喉科医会 ・ 久光製薬株式会社

東京都耳鼻咽喉科医会学術講演会・講習会

WEB-LIVE配信



受講希望の方は、申込期間中に下記URLから必須項目を入力して申し込んでください。

申込期間2021年1月15日(金)～2021年1月30日(土) 18:00厳守
申込URL：http://www.tojibi.jp/koshumoshikomi/

都耳鼻への講習申込入力後に表示されるウェビナー登録用URLから、引き続きウェビナー
登録をしてください。ウェビナー登録の入力内容(お名前・メールアドレス)は講習申込時と
同じ内容で入力してください。登録が終了しますと、ご登録のメールアドレス宛に視聴用
URLが記載されたメールが自動送信されます。ウェビナー登録後、数日以内に視聴用
メールが届かない場合は、下記『お問い合わせ先』にご連絡ください。
※迷惑メール設定等により受信不可にならないよう【@zoom.us】【@hisamitsu.co.jp】
からのE-mailが受信できるようご設定ください。

受講申込（都耳鼻HPからもアクセス可能です。）

◆申込後に届いたメールに記載の視聴用URLからご視聴ください。
◆本講習会は『Zoomウェビナー』で開催いたします。
◆本講習会はブラウザでの視聴はできません。視聴には視聴端末への『Zoomアプリ』の
事前インストールが必要です。インストールや視聴方法の詳細は別紙をご確認ください。

◆2月6日（土）16時30分よりサイトにアクセス可能です。
◆開始直前は回線が混みあって接続しにくいことがありますので、お早めにアクセスしてください。

受講(視聴)方法

付記
・本講習は、東京都耳鼻咽喉科医会会員以外は受講できません。
・日本専門医機構の耳鼻咽喉科領域講習１単位を取得できます。
・講習は１時間以上必ず受講してください。(受講時間は自動的に記録されますので、受講後の報告は不要です。）
・講演開始５分以上経過してから視聴を開始した場合、単位を申請できないことがあります。
・受講後、2月26日(金)までに下記口座まで3,000円をお振込みください。
・専門医単位申請の必要のない方も受講料の振り込みをお願いします。
・単位申請に必要な１時間以上の視聴記録と受講費の振込を確認後、都耳鼻医会から日耳鼻学会に単位申請
いたします。2月27日以降に振り込まれましても単位申請はできません。

・取得単位は1か月以内に日耳鼻会員マイページに反映されますので、各自ご確認ください。

振込先
みずほ銀行京橋支店普通3065402（口座名東京都耳鼻咽喉科医会学術）
振込人名義には7桁の会員番号(必須)と会員名(カタカナ)を必ず入力してください。
例）0988776トジビタロウ

また銀行の振込票をもって領収書とさせていただきます。

本講演会にご参加された方々の当日の個人情報は、本講習会の運営ならびに都耳鼻の事務作業のため
のみに利用させていただきます。
なお、個人情報につきましては、安全管理のために必要な措置を講じ、適切に保管・管理を行います。

受講申し込みやWEB受講などに関するお問い合わせ先

久光製薬株式会社　田頭悠希 

Yuki_Tagashira@hisamitsu.co.jp
※お問い合わせはメールのみとさせていただきます

http://www.tojibi.jp/koshumoshikomi/


受講申込及び当日受講（視聴）に関する注意点 

令和 3 年 2 月 6 日（土）１７：００ に開催される 

都耳鼻医会学術講演会・講習会（WEB）を受講される先生方へ 

 

― 受講申込（登録）に関して － 
〇 受講申込の期間は１月１５日（金）～１月３０日（土）です。 

〇 申し込みには都耳鼻医会のホームページを利用されると便利です。 

医会ホームページ➡ 会員の方はこちら➡ ご案内➡ 医師向け学術講演会➡ 今回講習会へ進みます。 

講演会の案内状の画面から、受講申込欄の申込 URL を開き、会員情報入力画面に日耳鼻会員番号、

名前などを入力してください。日耳鼻会員番号は０から始まる７桁の番号です。専門医 No.ではあり

ませんのでご注意ください。氏名欄の全角カタカナの姓と名の間に空白を必ず入れてください。 

〇 今回は都耳鼻への講習申込後に、引き続き Zoom ウェビナー登録が必要となります。講習申込の入

力後に表示されるウェビナー登録用 URLから氏名・メールアドレス・施設名・ID（日耳鼻会員番号）

を入力し登録してください。 

〇 ウェビナー登録が終了しますと、数日以内に登録されたメールアドレス宛に視聴用 URL が送信され

ます。この URL から視聴しますので大切に保存してください。講習会１週間前と講習会前日にリマ

インドメールが送信されます。どちらのメールからでもアクセスできます。 

（メールアドレスなどの個人情報などにつきましては、安全のため適切に管理いたします。） 

 

― 当日の視聴に関して － 
〇 講習会当日は メールで届いた視聴用 URLからご視聴ください。 

〇 視聴には視聴端末への『Zoomアプリ』の事前インストールが必要です。 

〇 16時 30分から視聴用ＵＲＬにアクセスできます。アクセスすると自動的にログイン（入室）時刻と

して記録されます。講習会終了後はそのまま切断してくださればログアウト（退出）時刻として記

録されます。 

〇 受講中のご質問は画面の Q&A からご入力ください。 

〇 講習開始後５分以上経過してからの入室、あるいは終了前５分以上早く退室されると未履修扱いに

なることがあります。 

〇 Live配信のため、視聴は当日 17時からの 1時間のみで、後日、再視聴はできません。 

〇 当日の視聴不具合に関しては、都耳鼻医会事務所では対応できませんのでご了承ください。 



【初めて Zoomをご利用になる方】 
① Zoomアプリケーションインストール後、下記の URLからテストを行うことが可能です。 

 

Zoomミーティングテストサイト 

https://zoom.us/test 

※PCのみ対応 

（スマホやタブレットの場合はスピーカーの 

テストができません） 

 

 

② 参加ボタンをクリックすると、下記のような画面が表示されますので、記載内容に従って操作を  

行ってください。しばらくすると Zoomアプリが自動的に起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ その後、カメラ・マイク・スピーカーのテストが可能となりますので、スピーカーから音が聞こえ

ればテスト完了です。 

（カメラ・マイクは今回は使用しませんので、カメラ・マイクのテストは任意で行ってください） 

 

【視聴中のトラブル時】 
〇 視聴が出来なくなってしまったり、映像や音声に不具合が生じる場合は、視聴環境による可能性が

あります。 

  接続回線の速度の低下や、ご視聴になっている機材のトラブルなどが想定されます。 

  不具合が生じた場合は、回線のチェックやご視聴機材の再起動などを試した後、再度、視聴 URL を

クリックして入室してください。 

  視聴トラブル防止のため、有線 LAN環境でのご視聴を推奨いたします。 

■PC の場合 

左のような画面が表示されます。 

「Zoom Meetings を開く」、「Zoom.us を開く」を選択すると、 

Zoomアプリが起動して視聴ルームに入れます。 

（設定によっては選択肢の表示はされずに Zoomアプリが起動します） 

■スマホ・タブレットの場合 

自動的にアプリが起動しますが、どのアプリで開くか？という画面が表

示される場合は「Zoomアプリ」を選択してください。 



Zoomウェビナー視聴の準備
（必ずご一読ください）

【ご案内】

本講習会は、Zoomウェビナーで開催いたします。
※視聴にはZoomアプリケーションのインストールが必要です
※ブラウザでのご視聴はできません（ブラウザで視聴された場合は単位認定ができません）

【視聴環境】

①下記の表から、視聴端末、OS、必要となるアプリケーションをご確認ください

②アプリケーションがインストールされていない場合は事前にインストールをお願いします

③当日は有線LANでの接続を推奨します
※Wifiや携帯電話回線のご利用の場合、回線速度によっては動画や音声が途切れる場合があります

④スピーカーは、端末内蔵・外部接続スピーカー・イヤホンなどをご準備ください
※カメラおよびマイクは使用しませんので準備は不要です

視聴端末 必要なOS等 必要なアプリケーション アプリケーションダウンロード先

Windows Windows10
ミーティング用Zoomクライアント https://zoom.us/download

Mac macOS10.14以降

ipad iOS13以降

ZOOM Cloud Meetings
App Store

iphone iPadOS13以降

Android Android9以降 Google Play

【Zoomアプリケーションインストール方法】

①視聴に使用するPCを準備します。

②下記のサイトにアクセスします。
https://zoom.us/download

③「ミーティング用クライアント」を
ダウンロードします。

ここをクリックして任意の場所に
ダウンロードしてください

④任意の場所にダウンロードされた
「Zoominstaller.exe」を実行して
インストールします。

⑤「このアプリがデバイスに変更を加える
ことを許可しますか？」が表示されたら、
「はい」をクリックします。

⑥しばらく待って下記画面が表示されると
インストール作業は完了です。

Windowsの場合

このアプリケーションです

①～③はWindowsの場合と同様です。

④任意の場所にダウンロードされた
「Zoom.pkg」を実行します。

⑤下の画面が表示されたら「続ける」を
クリックします。

MACの場合

※既にアプリケーションをインストール済の場合は、定期的に新しいバージョンが提供されていますので最新版へアップデートを行っておいてください

⑥下の画面が表示されたら「インストール」
をクリックします。

⑦インストールが完了しましたと表示され
ればインストールは終了です。

⑧しばらく待って、Windowsの場合の⑥
と同じ画面が表示されることを
確認してください。

①iphone、ipadの場合は「App Store」、
Androidの場合は「Google Play」から
「Zoom」を検索します。
（下のQRコードからもアクセス可）

スマホ・タブレットの場合

iphone
ipad

Android

②「Zoom Cloud Meetings」という
アプリが見つかるのでインストール
してください。

iphone
ipad

Android

※端末の設定によっては下図とは異なる表示がされる場合もあります

https://zoom.us/download


【視聴の流れ】

①講習申込後に表示されるウェビナー登録用URLをクリックして、引き続きウェビナー登録を行ってください。

■PCの場合
左のような画面が表示されます。
「Zoom Meetingsを開く」、「Zoom.usを開く」を選択すると、
Zoomアプリが起動して視聴ルームに入れます。
（設定によっては選択肢の表示はされずにZoomアプリが起動します）

■スマホ・タブレットの場合
自動的にアプリが起動しますが、どのアプリで開くか？という画面が表示される
場合は「Zoomアプリ」を選択してください。

Zoomウェビナー視聴方法
（必ずご一読ください）

②上記の登録を終えると、ブラウザ上に視聴URLが表示されると同時に、入力したメールアドレス宛に、
Zoom社（no-reply@zoom.us）より、視聴ルームの記載されたE-ｍailがすぐに自動送信されますので、
当日はこのE-ｍailに記載された視聴リンクから入室してください。
※視聴リンクが記載されたE-ｍailは当日まで大切に保管してください
※開催1週間前、1日前にZoom社よりリマインドメールが送信されます（上記同様に視聴URLが記載してあります）

ここをクリックしてください（キャンセルは選択しないでください）

※必要事項を入力し、登録ボタンを押してください

※お名前、メールアドレス、日耳鼻会員番号は
講習申込時に入力頂いた内容と同じ内容を
ご入力ください

※お名前の入力は漢字表示でお願いします

※ZOOMの仕様上、名と姓の入力欄が逆になっておりますのでご注意ください

東京（この欄に苗字）太郎（この欄にお名前）

●●●●

←こちらをクリックすると入室できます（URLが表示される場合はURLをクリックしてください）

※お使いになっているメーラーによって
見え方は異なります

※お申込み後のキャンセルはできません

●●●●＠●●●.●●●

③メールの視聴リンクをクリックすると、次のような画面が表示されますので、Zoomアプリを起動してください。


