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座長の方へ

当日会場までお越しいただくことでお願いいたします．
１． 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ４階まであがっていただくと「来賓・講師・座長受付」を設けております．

参加受付の後，ご担当セッション当日に「来賓・講師・座長受付」にお越しください．
２． 口述発表，スペシャルポスターセッションの座長はご担当セッションの開始10分前までには次座長席にご着席くだ

さい．
３．ポスター発表の座長はご担当セッションの開始10分前までには指定のブースにお越しください．

演者の方へ

現地での発表を行っていただきます．

発　表　時　間

セッション ライブ配信 発表 質疑応答 発表者が来場できない場合

特別講演1,2 あり 60分 zoomシステムを用いたオンラインでの発表

教育講演1,2,3,4 あり 60分 zoomシステムを用いたオンラインでの発表

シンポジウム1,2 あり 1人　15分 30分 zoomシステムを用いたオンラインでの発表

スペシャルオーラル
セッション

あり ７分 ３分 zoomシステムを用いたオンラインでの発表

スペシャルポスター
セッション

あり ７分 ３分 zoomシステムを用いたオンラインでの発表

口述発表 なし ７分 ３分
オンデマンド配信用のデータを当日会場で
放映

ポスター発表 なし
フリーディスカッション
奇数番号　９月４日発表
偶数番号　９月５日発表

オンデマンド配信用のポスターデータを当
日会場で掲示

Ⅰ．企画講演の演者の方
　１．ライブ配信を行います．
　２．発表者は会場にて通常通りパワーポイントでご発表いただきます．
　　　（オンデマンド用配信データは，会場で発表いただいたデータを録画し配信いたします．）
　３． 新型コロナウイルス感染症の影響により発表者が来場できない場合は，zoom システムを用いたオンラインでのご

発表をお願いします．オンラインで会場と結び，ライブで討論していただきます．
　４．会場内では通常通りの質疑応答時間をとります．
　　　WEB 参加者は Zoom チャット機能（チャット形式）にて討論に参加していただけます．
　５．オンデマンド配信期間中は質問を大会ホームページの質問投稿機能を用いて募集します．
　　　発表者はそれに回答していただきます．

座長・司会・演者へのお知らせとお願い
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■現地会場にてご発表の場合

１．発表形式

　１） 会場にはwindows10のPCをご用意してあります．
　２）  発表形式は全てPCによる発表（１個）のみになります．対応するアプリケーションソフトはwindows版PowerPoint 

2013以降のバージョンです．
　３） 発表データはメディア（USBメモリー，CD−R）でお持ち込みください．
　４）  MacintoshのデータはWindows上でのズレや文字化けなどの不具合が生じることが多いため事前にWindows用の

データ変換とWindows用での動作確認を行ってください．
　５） 発表の際は演台に設置してあるマウスを使用して演者ご本人による操作をお願いいたします．

２．発表データについて

　１） 会場にはWindows 10 搭載のPC をご用意しております．
　２） 対応するアプリケーションソフトはWindows 版PowerPoint 2013以降のバージョンです．
　３） 文字化けを防ぐため下記のフォントにて作成してください．
 【日本語】MS ゴシック，MS P ゴシック，MS 明朝，MS P 明朝
 【英　語】Arial， Times New Roman， Century， Century Gothic
　４） スライドのサイズはワイド画面（16：９）を推奨します．
　５） 発表データのファイル名は，「セッション名【演題番号】【氏名】」としてください．
　６） 発表データはUSB メモリでお持ちください．
 USB メモリに保存した発表データを別のPC にコピーし，正常に再生されることをご確認ください．
　７） 発表者ツールは使用できませんのでご注意ください．また，スクリーンは１面投影です．
　８） Macintosh をご使用の場合は，必ずご自身の PC をご持参ください．

３．動画，音声を使用される方へ

　１） 動画，音声を発表で使用される場合は，必ずPC 受付にてお申し出ください．
　２） Windows Media Player（標準コーディック）で再生可能なデータのみ受け付け可能です．
  動画ファイルは WMV 形式を推奨いたします．PowerPoint とのリンク状態を保つため，使用動画のデータも同じ

フォルダに一緒に保存してください．
　３）  動画を含む発表データをUSB メモリでお持ちいただく場合は，バックアップ用として必ずご自身のPCもご持参く

ださい．
　４）  容量の大きい動画データの場合，会場への配信の際に不具合を生じる可能性がございます．できるかぎりご自身の 

PC 持込みでご発表ください．
　５） 動画に不具合が生じた場合，学会側は責任を負いかねますので予めご了承ください．

４．PC を持ち込まれる方へ

　１） 会場のプロジェクターへは一般的な外部出力端子（HDMI）での接続となります．
 Macintosh や一部のWindows マシンでは変換コネクターが必要となりますので，必ずご持参ください．
　２） バッテリーのみでの駆動はトラブルの原因となる可能性がございますので，AC アダプターを必ずご持参ください．
　３）  スクリーンセーバー，ウイルスチェック，並びに省電力設定（Macintoshの場合はホットコーナー）は予め解除して

ください．
　４） PC 受付にて動作確認後，PC を発表会場の左手前方のオペレーター席へお持ちください．
　５） 発表終了後，オペレーター席にてPC を返却いたします．
　６） PCのトラブルにより映像の投影が不可能となっても，事務局では責任を負いかねます．
 必ずバックアップデータをUSB メモリにてご持参ください．
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５．当日のデータ受付

PCセンター（データ受付） ９月４日（土） ９月５日（日）

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター４F ホワイエ ９：00〜17：00 ８：30〜16：00

　１）  ご発表される当日の発表開始時間30分前までにPCセンターにてデータ登録，動作確認をしてください．受付され
たデータはサーバーに登録させていただき，メディアはその場で返却いたします．コピーしたデータは発表後に主
催者が責任をもって消去いたします．

　２） 受付でのデータ修正や編集はご遠慮ください．
　３）  ２日目（９月５日）の演者は１日目（９月４日）の15時より受付を致します．２日目の早い時間帯の演者の方は，出来

る限り前日に受付を済ませるようお願いいたします．
　４） PC お持込みの場合
 PC は，PC 受付で確認後，ご自身にて発表会場内の PC オペレータ席（演台横）にお持ちください．
 発表終了後，PC は発表会場内の PC オペレータ席にてご返却いたします．

■リモートでのご発表の場合（オンラインでのご発表）
　■当日の進行■
　１） 学会前日までに発表者のメールアドレスにお送りする発言者用Zoom招待メール本文内のURLまたは「ここをクリッ

クして参加」をクリックしてZoomの会場に入室してください．
　　　入室前に，ご自分のPCのスピーカーから音声が聞こえるよう，設定をお願い致します．
　２）運営事務局より音声・映像の操作，接続確認をさせていただきます．
　３）セッション開始時，アナウンスにて座長とセッション名をご紹介いたします．
　４） 座長から演者の紹介後，発表をお願いします．
　５）発表終了後に質問者と演者の質疑応答を行います．
　■発表について■
　・ご自身のPCの画面を共有してご発表いただきます．
　・座長の進行に従って，発表をお願い致します．
　・ 質問やコメントは発表終了後に座長の先生から質問者を選んでいただき，質疑応答を行っていただきます．
　・ セッション中はWebカメラでご自身の映像を視聴者に配信いたします．参加者や発表者等のマイク音声，ミュート

のオン・オフを必要に応じて主催者（ホスト）側から操作させていただく場合がございます．
　　 また，接続不安定などの場合には，主催者（ホスト）側から強制的に一旦切断をさせていただく場合もございますの

で，あらかじめご了承ください．
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Ⅱ．スペシャルオーラルセッション　演者の方へ
　《スペシャルオーラルセッション》発表７分　質疑応答３分
　１．ライブ配信を行います．
　２．…「現地会場での発表」を行っていただきます．通常通りパワーポイントでご発表いただきます（オンデマンド用配信

データは会場で発表いただいたデータを録画し配信いたします）．
　３．…新型コロナウィルス感染症の影響により発表者が来場できない場合はzoomシステムを用いたオンラインでのご発

表をお願いします．オンラインで会場と結び，ライブで討論していただきます．
　４．…「現地会場での発表」の場合は，会場内で通常通りの質疑応答時間をとります．WEB参加者はzoomチャット機能

にて討論に参加していただけます．
　５．オンデマンド配信期間中（９月８日〜20日）は質問を大会HPの質問投稿機能を用いて募集します．
　　　質問が届きましたら，メールでお知らせしますので，質問掲示板に回答をお願いします．

■現地会場での発表を予定されている方
　１．発表形式　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　２．発表データについて　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　３．動画，音声を使用される方へ　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　４．PC…を持ち込まれる方へ　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　５．当日のデータ受付方法　… 13ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください

■リモートでのご発表の場合（オンラインでのご発表）
　13ページ　リモートでのご発表の場合（オンラインでのご発表）をご確認ください

Ⅲ．口述発表　演者の方へ（発表７分　質疑応答３分）
　発表は「当日会場での発表」と「データ発表」の２パターンとなります．

■現地会場での発表を予定されている方
　・当日は総合受付（４階）にて演者受付をし，PCセンターで発表データの登録をお願いいたします．
　・当日のライブ配信はございません．現地にて発表，質疑応答をお願いいたします．
　・オンデマンド配信期間（９月８日〜20日）に質問を大会ＨＰの質問投稿機能を用いて募集いたします．
　　質問が届きましたら，メールでお知らせしますので，質問掲示板に回答をお願いします．

　１．発表形式　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　２．発表データについて　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　３．動画，音声を使用される方へ　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　４．PC…を持ち込まれる方へ　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　５．当日のデータ受付方法　… 13ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください

■データ発表を予定されている方
　・当日は提出して頂いたデータを会場で動画配信をもって口述発表とします．会場での質疑応答はございません．
　・質問はオンデマンド配信期間（９月８日〜20日）に大会ＨＰの質問投稿機能を用いて募集いたします．
　　質問が届きましたら，メールでお知らせしますので，質問掲示板に回答をお願いします．
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Ⅳ．スペシャルポスターセッション　演者の方へ（発表７分　質疑応答３分）
　１．ライブ配信を行います．
　２．「現地会場での発表」を行っていただきます．
　　　…９月４・５日はポスター会場でポスターを掲示いたします．９月５日11：40〜12：40はB会場（中会議室302）にて

ポスターとして掲載していただくデータを投影して発表していただきます．
　３．…新型コロナウィルス感染症の影響により発表者が来場できない場合は，現地会場へのポスター掲示については必須

とせず，発表者の任意とさせていただきます．（要申し込み，出力・掲示料金がかかります．大会HPをご確認くだ
さい）．

　４．…発表はzoomシステムを用いたオンラインでのご発表をお願いします．オンラインで会場と結び，ライブで討論し
ていただきます．

　５．…会場内では通常通りの質疑応答時間をとります．WEB参加者はzoomチャット機能にて討論に参加していただけ
ます．

　６．オンデマンド用配信データは，口述発表会場内での発表を録画し配信いたします．
　７．…オンデマンド配信期間中（９月８日〜20日）は質問を大会HPの質問投稿機能を用いて募集します．発表者はそれに

回答していただきます．
　　質問が届きましたら，メールでお知らせしますので，質問掲示板に回答をお願いします．

■現地会場での発表を予定されている方
　１．発表形式　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　２．発表データについて　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　３．PC…を持ち込まれる方へ　… 12ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください
　４．当日のデータ受付方法　… 13ページ　現地にてご発表の場合をご確認ください

■リモートでのご発表の場合（オンラインでのご発表）
　13ページ　リモートでのご発表の場合（オンラインでのご発表）をご確認ください

Ⅴ．ポスター発表　演者の方へ
　発表は「当日会場に来場される方は現地でのフリーディスカッション」，「来場されない方はポスターの掲示のみ」の２
パターンとなります．

■現地会場に来場される方
　・…当日の受付は行いません．指定時間内にポスターを貼付してください．
　・…パネル演題名横に参加確認用紙が備え付けてあります．参加の確認となりますので，来場されたら確認用紙をはがし

てください．
　・…来場不可能の連絡がなく，ポスター貼付指定時間までに参加確認用紙がはがされていない場合は演題取り下げとなり

ますので注意してください．
　・…オンデマンド配信期間（９月８日〜20日）に質問を大会ＨＰの質問投稿機能を用いて募集いたします．
　　質問が届きましたら，メールでお知らせしますので，質問掲示板に回答をお願いします．

　１）…ポスターの貼り付け，撤去
… ９月４日（土）９：30より貼り付け可能です．ご自身の発表演題番号をご確認の上貼り付けを行ってください．
… …９月５日（日）15：30以降で順次撤去作業を開始いたします．指定時間を過ぎても撤去されないポスターは処分いた

しますのであらかじめご了承ください．
　２）…フリーディスカッション形式となります．
　３）… …該当するポスターパネルに画びょうと演者リボンを用意いたします．演者リボンを胸のあたりの見えるところに付
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け，開始時刻10分前に各自のポスター前で待機してください．なお，該当セッション時間中はその場を離れないよ
うにお願いいたします．

■現地会場に来場されない方
　・…ポスター発表では，原則現地会場へのポスター掲示をお願いしているところですが，関東甲信越ブロック内の１都３

県に緊急事態宣言（〜８月31日）が発出されたことを鑑みて，会場へお越しになれない場合は，現地会場へのポスター
掲示については必須とせず，発表者の任意とさせていただきます．

　　…来場せずに会場へのポスター掲示を希望される場合は，ポスター印刷代行（出力・掲示料がかかります．要申込）等を
ご利用ください．その際申し込みが必要で別途料金がかかります．詳しくは大会HP演題採択ページをご確認くだ
さい．

　・オンデマンド配信期間（９月８日〜20日）に質問を大会ＨＰの質問投稿機能を用いて募集いたします．
　　質問が届きましたら，メールでお知らせしますので，質問掲示板に回答をお願いします．

Ⅵ．演題公表の取り扱いについて
　抄録の掲載ならびに９月４日・５日（オンデマンド配信期間での発表を含む）両方をもって公表とします．

Ⅶ．著作権
　ハイブリッド開催に際しまして，著作物の引用には十分にご留意ください．図などオリジナルでないものを引用する際
には，必ず出典を明示してください．

Ⅷ．利益相反の開示
　本学会では，すべての発表者に対して，利益相反の開示を必ず提示いただきます．
　口演発表：スライドの２枚目に利益相反の有無，及び利益相反がある場合には企業名を提示してください．
　ポスター発表：ポスターの最後の部分に利益相反の有無，及び利益相反がある場合には企業名を提示してください．

利益相反なしの場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益相反ありの場合




