
第 37 回日本国際保健医療学会学術大会 

 

開催についてのご案内 

 

 

 

１．開催期間と会場 

当学術集会は、現地会場およびWeb上にて開催するハイブリッド形式です。 

 

【会場開催】 

会期：2022年 11月 19日（土）～20日（日） 

会場：愛知県立大学 長久手キャンパス（愛知県長久手市茨ケ廻間 1522-3） 

 

【オンライン開催】 

会期：ライブ配信 2022年 11月 19日（土）～20日（日） 

   オンデマンド配信 2022年 11月 19日（土）～12月 11日（日） 

会場：オンライン開催ページ（ https://jaih37.online.yupia.net/ ） 

 

参加に関する詳細は「参加者の方へ」のそれぞれの項をご参照ください。 

 

※オンデマンド配信とは 

開催期間内はいつでも好きな時にご覧いただける配信方式です。 

※ライブ配信とは 

定められた日時に配信する方式で、リアルタイムでのやり取りが可能です。 
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２．開催形式（ハイブリッド開催）について 

各プログラムと日程により、開催方法が異なります。以下ご参照ください。 

 

【現地開催日】 

プログラム 会場 Web・オンライン開催ページ 

メインプログラム 各講演を実施します。 
現地会場で実施している講演を

Zoom等でライブ配信します。 

一般演題（口演） 

右記１）のライブ配信視聴会場

を設けます。 

（発表者用登壇室あり） 

１）Zoom等による口演発表・意見

交換のライブ配信を行います。 

２）発表ファイル（動画）をオンデ

マンド配信します。 

一般演題（示説） （現地発表はありません） 
発表ファイル（PDF）をオンデマ

ンド配信します。 

 

 

 

【11月 19日（月）～12月 11日（日） オンデマンド配信期間】 

プログラム オンライン開催ページ 

メインプログラム 

「WHO神戸センター・第 37回日本国際保健医療学会学術大会共同

企画」「学生部会」以外のプログラムについて、準備が整い次第、記

録動画をオンデマンド配信します。 

一般演題（口演） 
発表ファイルをオンデマンド配信します。 

質疑応答・意見交換は、演題別の掲示板で実施できます。 

一般演題（示説） 

（現地発表はありません） 

発表ファイル（PDF）をオンデマンド配信します。 

質疑応答・意見交換は、演題別の掲示板で実施できます。 
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参加者の方へ 

 

 

 
 

現地会場参加・オンライン参加 共通事項 
 

 

１．プログラム・抄録集 

プログラム・抄録集は PDF 発行です。印刷冊子の配布はありません。 

オンライン開催ページにログインして、ダウンロードしてください。 

ログイン方法等については「オンラインでのご参加について」の項をご参照ください。 

 

 

２．参加証・領収書 

参加証・領収書は PDF発行です。紙面での交付はいたしません。 

オンライン開催ページにログインして、ダウンロードしてください。 

どうしても紙面での交付や別様式が必要な場合はご相談ください。 

 

 

３．撮影・記録の禁止（権利侵害についてのご注意） 

発表については、発表者に著作権や肖像権等の権利があります。発表者に許可なく撮影や録音

をしたり、画面のスクリーンショットを撮ったりすることは権利侵害にあたりますのですべて禁

止いたします。十分にご留意ください。 

なお、配布資料はダウンロードが可能です。ダウンロードした資料の内容を引用・参照する場

合は必ず引用・参照元を明記してください。 
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現地会場へのご参加について 
 

 

１．会場へのアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 公共交通機関について 

・ 会場最寄り駅は、東部丘陵線（リニモ）「愛・地球博記念公園」駅で

す。「愛・地球博記念公園」駅から会場までは徒歩約３分です。 

・ 会場最寄り駅へは、ＪＲ中央線「高蔵寺」駅下車し愛知環状鉄道へ

乗り換え、「八草」駅下車、東部丘陵線（リニモ）へ乗り換え、「愛・

地球博記念公園」駅下車で行くルートもございます。 

・ 「名鉄バスセンター(名古屋駅)」、「中部国際空港」、「瀬戸駅前

(名鉄尾張瀬戸駅)」から、「愛・地球博記念公園（ジブリパーク）」ま

での直行バスが出ております。詳しくは、名鉄バスのホームページ

（ http://www.meitetsu-bus.co.jp/express/aichikyuhaku/ ）

をご覧ください。 ＊下車後、徒歩約 7分 

２） 自家用車のご利用について 

・ 可能な限り、公共交通機関のご利用をお願い致します。愛知県立

大学長久手キャンパス内には駐車場がございますが、数に限りがございます。また、近隣には駐車

場はございません。 

・ ジブリパーク開園の影響により、会場周辺は渋滞が予想されます。時間に余裕をもってお越しくださ

い。 

・ お車でお越しの際は、正門前の守衛室で受付が必要となります。ご理解・ご協力をお願い致しま

す。 



第 37 回日本国際保健医療学会学術大会 

２．会場内配置図 
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３．受付開始時間 

11月 19日(土) 9時 30分開始 

11月 20日(日) 8時 30分開始 

場所：愛知県立大学長久手キャンパス Ｂ棟 1階  

 

４．受付方法 

※ 会場での当日参加受付は行っておりません。必ず、事前に学術大会ホームページより、参加登録の

手続きおよび会場参加の申し込みをしてからご来場ください。 

・ 下記の該当する案内表示の机までお越しください。 

・ 学術大会の開催が近づきましたら、学術大会ホームページにオンライン開催ページが掲載されま

す。オンライン開催ページに表示される「参加証・領収書」を各自ダウンロード・印刷しご持参くださ

い。受付にて、「参加証・領収書」を確認させていただき、名札および名札ケースをお渡ししますの

で、各自でご記名ください。 

・ 名札ケースは、こちらでご用意しております。学術大会終了時、名札ケースは受付へご返却をお願

い致します。 

・ 抄録集はお渡ししていません。各自で学術大会ホームページから抄録集をダウンロード・印刷しご

持参いただくか、スマートフォンやタブレットなどをご参照ください。なお、会場内の wi-fiはご使用

できませんが、お手持ちの wi-fiルーターはご使用可能です。 

・ Ｂ棟 1階の受付にて、両日とも全参加者の検温をさせて頂いております。必ず検温後に、各会場へ

ご移動をお願いします。ご理解・ご協力をお願い致します。 

  

＜受付案内表示＞ 

参加登録をされた方(一般・学生) 受付 

招待者、座長、講師、シンポジスト 座長・講師・シンポジスト・招待者 受付 

展示ブース，ランチョンセミナー関係者展示ブース・ランチョンセミナー関係者受付 

 

※ 当日、名札のない方の入場をお断りしております。 

 

５．昼食・飲み物等について 

・ 本会場には、売店・コンビニエンスストアや食堂がございません。あらかじめ、昼食をご持参いただく

か、昼食(お弁当)をご予約(学術大会ホームページより 11月 11日まで予約可)されますようお願い

致します。飲み物は、Ｂ棟とＳ棟の間およびラウンジに自動販売機がございます。 

・ 学術大会ホームページよりご予約くださったお弁当につきましては、各日 11時 30分～13時の間

に、Ｂ棟 2階のＢ201企業展示室に事前にメールでお送りする昼食券と引き換えでお渡しします。 
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・ 昼食をご予約・入金済みの方には、11月 15日(火)～16日(水)にメールをお送りしますので、メー

ル内の昼食券を印刷しご持参ください。11月 17日(木)になりましてもメールが届かない場合は、恐

れ入りますが事務局までメールでご連絡ください。 

・ 昼食会場として、IL棟 2階のラウンジ、Ｂ棟Ｂ202 - 204を昼食会場兼パブリックビュー会場とし

て、ご用意しています。黙食にご協力をお願い致します。 

・ 会場には飲料の自動販売機がＢ棟 1階外の横に 1台と、ラウンジ(IL棟)にございます。 

 

６．休憩場所について 

 飲食中は黙食にご協力をお願い致します。 

 11月 19日(土)  9時 30分～17時 40分 

・ IL棟 2階のラウンジ 

・ Ｂ棟Ｂ202 – 204 昼食会場兼パブリックビュー会場 

・ Ｂ棟Ｂ102 – 104 談話室 食事不可 

11月 20日(日)  9時～16時 20分 

・ IL棟 2階のラウンジ 

・ Ｂ棟Ｂ202 - 204を昼食会場兼パブリックビュー会場 

・ Ｂ棟Ｂ102 – 104 談話室 食事不可 

 

７．クロークについて 

・ お荷物をお預けの際は、クロークをご利用ください。貴重品はお手元にお持ちください。 

  開設場所：Ｂ棟 1階 B111 

  開設時間：11月 19日(土) 9時 30分～18時 

         11月 20日(日) 8時 30分～17時 

 

８．フライヤー(チラシ)などの配布について 

・ 事前に事務局に連絡・受理された資料のみ、会場内での指定された場所での配置を受け付けます

(展示ブースの団体以外)。 

・ 各団体Ａ４サイズ内のものを２種類までとさせていただきます。大会参加者が持参し、指定場所

(B201企業展示室)に配置してください。終了時に残ったフライヤーは全て回収してください。 

 

９．呼び出しについて 

・ 会場内での呼び出しはいたしません。  
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１０．ランチョンセミナーにご参加の方へ 

・ 学術大会ホームページより事前参加申込をしている方のみが、昼食(お弁当)付きで参加できます。 

・ 事前参加申込をされた方は、オンライン開催ページからランチョンセミナー参加チケットを 

・ ダウンロード、印刷して当日ご持参ください。ランチョンセミナー参加チケットと引き換えにお弁当を

お渡しします。 

・ お弁当の引き換えは、ランチョンセミナー参加チケットに記載した場所、引き換え時間にお願いしま

す。引き換え時間外にお越しになられてもお渡しできかねますので、ご注意ください。 

・ 昼食後は配布したウェットティッシュで、使用した机を拭くようお願い致します。 

・ 昼食後のお弁当箱は、指定の場所にお戻しください。 

 

１１．注意事項 

１） 新型コロナウイルス感染症予防対策について   

感染予防対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。   

(1) 大会 1週間前までに、発熱、咳、咽頭痛、強い倦怠感など新型コロナ感染症が疑われる症状

がある場合は来場せず、オンラインでご参加ください。 

(2) 濃厚接触者については、政府のガイドラインに従い、外出を控える期間に該当する場合は来場

せず、オンラインでご参加ください。 

(3) ご来場日ごとに、必ず受付で検温後、各会場への移動をお願い致します。 

(4) 会場では特別な事情がない限り常時マスクを着用し、手洗い・消毒、3密の防止にご協力くださ

い。 

(5) 昼食時は黙食とし、会話は談話室でマスク着用の上お願いいたします。 

(6) 来場後に新型コロナウイルス感染症の症状が疑われた場合は、ご帰宅をお願いする場合があ

ります。 

(7) 愛知県で発出されている宣言や対策については、愛知県公式Webサイトの「新型コロナウイル

ス感染症(COVID-19)に関する情報（特設サイト）」をご確認ください。 

(8) 感染防止のため換気に努めてまいりますので、会場が寒い可能性があります。暖かい服装でお

越しください。 

２） 質疑応答  

・ 講演、シンポジウムでご質問される場合、発言者は予めマイクの前に立ち、座長の指示に従い、ご

所属・お名前を必ず述べてください。  

・ 口演でご質問される場合は、挙手をお願い致します。 

・ パブリックビューイング会場（Ｓ棟Ｓ101）でご参加の方で、ご質問される場合は質問用紙に記入し、

会場内のスタッフにお渡しください。 

・ Ｂ棟２階Ｂ202―Ｂ204会場でもパブリックビューを行っていますが、こちらの会場では質問をお受け

できません。 

・ 時間の都合上、途中で質問を打ち切らせていただくこともありますのでご了承ください。  
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３） その他 

・ 会場内では携帯電話の電源はお切りになるか、マナーモードにしてください。  

・ 会場内での写真・ビデオ撮影は固くお断りいたします。遵守いただけない場合は、退席いただくこと

になりますのでご注意ください。  

・ 会場敷地内は全面禁煙となっております。 

 

１２．講演・シンポジウム座長の皆様へ  

・ 座長は 30分前までに受付をお済ませください。  

・ 各講演、シンポジウムのセッション時間は、それぞれ異なります。 

ご担当のセッションが時間内に終わりますよう、ご調整をお願い致します。  

・ オンライン参加者からの質問が確認できるように、お手元に端末機器をご準備します。 

  

１３．シンポジストの皆様へ  

・ シンポジウムにつきましては、各企画委員からのご指定のお時間・場所に集合ください。 

・ ディスカッション時に、会場前方に全演者の座席を用意致しますので、着席の上、座長の進行の

下、ディスカッションをお願いします。 

・ ご自身でお持ちのパソコンについては、発表時にはご使用できません。発表スライドは事前にお送

りいただくか、当日ＵＳＢメモリーに保存してお持ちください。 
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オンラインでのご参加について 
 

 

１．オンライン開催ページ 

 

第 37回 日本国際保健医療学会学術大会 

オンライン開催ページ  

https://jaih37.online.yupia.net/ 

 

 

 

・ オンライン開催ページは Google Chrome, Microsoft Edgeの最新版（2022年 11月時点）で

動作確認をしています。スマートフォンでもご覧いただけます。 

なお、Internet Explorerでは正しく動作しない場合があります。 

・ オンライン開催ページに、ライブ配信の URL やオンデマンド配信の動画を掲載します。抄

録集や参加証・領収書も、上記にログインしてダウンロードしてください。 

・ 操作せずに 6 時間が経過するとログアウト状態になります。お手数ですが、再度ログインを

お願いいたします。 

・ オンライン開催ページは現地開催の数日前にプレオープンします。プレオープンしましたら

メールでご連絡しますので、現地開催・ライブ配信の前にログインをお試しください。 

 

２．ログイン情報 

・ オンライン開催ページにログインするためには、ID（参加登録番号）とパスワードが必要で

す。 

IDとパスワードは参加登録時の「参加登録を完了しました」というメールに記載されていま

す。 

・ 入金確認ができていない場合はログインできません。 

・ IDとパスワードはご本人専用です。複数名でのご利用は避けてください。視聴する方は全員

参加登録及びお支払いの上、個別にログインをお願いいたします。 

・ 同じ PCから別の方が参加される場合は、一度ログアウトをして頂き、改めてご自身の IDと

パスワードでログインしてください。 

・ 参加にあたっての留意事項についてご確認いただき、遵守する旨のチェックを入れてログイ

ンしてください。 

 

 

  

ログイン可能期間：12月 11日（日）まで 
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３．ライブ配信（11 月 19、20 日）ご視聴の方へ 

・ 現地開催日には Zoom でのライブ配信を行います。メイン会場は Zoom ウェビナー、その他

は Zoomミーティングを利用します。 

・ ZoomURLは、オンライン開催ページの「ライブ配信」のページに掲載します。 

・ 質問は全員宛のチャットをご利用ください。なお、質問の際はお名前とご所属を添えてくだ

さい。なお、すべての質問に対応できない場合もございます。予めご了承ください。 

 

【Zoom利用についてのお願い】 

・ Zoomは必ず最新版に更新してください。 

https://zoom.us/download 

・ Zoomアプリケーションをインストールしてご利用いただくことをおすすめします。ブラ

ウザで利用することもできますが、映像や音声がスムーズに送受信できない場合があっ

たり、一部の機能が利用できなくなりますことをご了承ください。 

・ Zoom利用にご不安がある場合は以下の手引きをご参照ください。接続テストができるリ

ンク先も文書の最後に記載しています。 

 

＜Zoom参加の手引き＞ ※手引き作成時から機能が更新されている場合があります 

スマホ版 https://www.yupia.net/tips/ZOOM_forMobile.pdf 

PC版 https://www.yupia.net/tips/ZOOM_forPC.pdf 

 

 

４．オンデマンド配信 

・ オンライン開催ページにログインして頂くと、「メインプログラムオンデマンド配信」「一般

演題（口演）」「一般演題（示説）」のページで、講演・発表ファイルが視聴できます。 

視聴方法はページ内の説明をご参照ください。 

・ 会場開催の記録動画は、開催後 1 週間以内に掲載します。掲載後、メールおよびホームペー

ジでお知らせいたしますので、少々お待ちください。 

 

５．メッセージボックス 

・ オンライン開催ページの中には「メッセージボックス」というページがあります。 

・ このページでは一般演題の掲示板においてやりとりされた質問・感想（後述）の履歴を表示

します。この表示内容は、ログインした方に個別の内容となります。 

・ 質問・感想があった場合、投稿者・発表者にメールが送信されます。メール不要の場合はメー

ルを受け取らない旨のチェックボックスにチェックを入れてください。 
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６．オンデマンド配信へのリアクション 

・ 各プログラムのページには、コメント欄や質問・感想掲示板を設置しており、一般演題は「い

いね」を押すことができます。ぜひ積極的にご活用ください。 

・ コメント欄や質問・感想掲示板への投稿内容について、事務局が不適切と判断した内容につ

いては削除させていただく場合がありますのでご了承ください。 

不適切な書き込みを発見した方は、速やかにお知らせください。 

 

１）メインプログラム 

各プログラムにコメント欄を設置しています。 

投稿すると、ご自身の氏名と投稿時刻が自動的に表示され、公開されます。 

質問の書き込みも可能ですが、基本的には回答できませんことをご了承ください。 

 

 

２）一般演題 

それぞれに「いいね」「質問・感想」のボタンを用意しています。ブラウザによっては正し

く動作しませんので、推奨ブラウザ（Google Chrome, Microsoft Edge）をご利用ください。 

 

（１）いいね 

1演題につき 1度押すことができます。もう一度押すと「いいね」が取り消されます。「い

いね」は匿名であり、誰が押したかはわかりません。 

 

 

 

 

（２）質問・感想 

クリックすると該当演題の質問・感想掲示板が開き、質問・感想を書き込むことができま

す。 

（国際太郎：11/23-11:10） 

（保健花子：11/22-12:30） 
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投稿すると、ご自身の氏名と投稿時刻が自動的に表示され、公開されます。発表者からの

返信に対してさらに返信を書き込むことも可能です。 

質問・感想の書き込みがある演題では、質問・感想ボタン上に丸印が表示されます。 

 

投稿履歴は各自のメッセージボックスのページで確認できます。質問への回答があると、

メールでお知らせします。メール配信不要の方はメッセージボックスのページで配信不要

のチェックを入れてください。 

 

発表者が回答する時間が必要ですので、ご質問はできるだけ 12月 8日（木）までにお願

いします。なお、回答がない場合もありますことをご了承ください。 

投稿内容は全ての参加者が閲覧できます。個人情報や公開不可の内容は記載しないよう

ご注意ください。 

 

 

  

（保健 



第 37 回日本国際保健医療学会学術大会 

 

一般演題 発表者の方へ 

 

 

口演・示説ともに、11月 19日～12月 11日まで、発表ファイルのオンデマンド配信をいたします。一

般演題発表者の方はホームページ「ご発表の方へ」のページをご参照いただき、発表ファイルを事前に

提出してください。 

口演はオンデマンド配信のほかに、現地開催日に発表セッションがあります。 

 

 

１．11 月 19 日、20 日の口演発表セッションについて 

現地開催日の発表セッションでは各演題の動画を事務局が続けて上映します。各演題毎の質疑応答

時間は設定いたしません。すべての動画上映終了後に、全体でのディスカッションを行います。 

 

＜現地参加の場合＞ 

・ セッション開始の 10分前（前のセッション終了後）に、口演会場前方のスタッフに声をかけていただ

き、受付をしてください。 

・ 開始時間となりましたら、座長の進行により各演題の動画を事務局が上映します。 

・ セッション内の全ての動画上映終了後に、全体でのディスカッション時間を 15分程度設けます。会

場前方に発表者席を用意しますので、そちらに着席の上、ディスカッションをお願いします。 

（お願い：入室前後の手指消毒など、感染拡大の防止にも十分ご留意ください。） 

 

＜オンライン参加の場合＞ 

・ 「オンライン開催ページ」に ZoomのURLや ID、パスコードを掲載します。セッション開始の 10分

前に、一般参加の方と同じURLから入室してください。 

・ 入室の際は、氏名を「演題番号と氏名（例：O14-1_学会花子）」としてください。 

・ 氏名の変更は、「参加者」をクリック→一番上のご自身の名前にカーソルを乗せる→青い「詳細」ボタ

ンをクリック→「名前の変更」から変更できます。 

（ご自身での氏名変更が難しい場合は遠慮なくスタッフにお声かけください） 

・ 開始時間となりましたら、座長の進行により各演題の動画を事務局が上映します。 

・ セッション内の全ての動画上映終了後に、全体でのディスカッション時間を 15分程度設けます。カ

メラとマイクをオンにしていただき、ご対応ください。 
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２．オンデマンド配信について 

各演題に「いいね」「質問・感想」のボタンを用意し、参加者がリアクションできるようにして

います。不適切な内容を受け取ったり、対応に困ったりすることがあれば事務局へご連絡くださ

い。内容を確認し、対応いたします。 

 

１）いいね 

参加者はそれぞれの演題に 1度ずつ「いいね」を押すことができます。もう一度押すと取り

消されます。 

「いいね」は匿名であり、誰が押したかはわかりません。 

 

２）質問・感想 

発表演題に新しい質問・感想（または自分以外の返信）があると、発表者（申込者）へメー

ルでお知らせするとともに、メッセージボックスページにお知らせを表示します。メール配信

が不要の方はメッセージボックスページで配信不要のチェックを入れてください。 

開催期間内に発表演題の「質問・感想」をクリックし、該当する投稿に返信してください。

それぞれの質問・感想の投稿に対して返信ボタンがついています。発表者の都合によっては回

答がない場合もあることを参加者には伝えていますが、原則としてご対応をお願いします。 

また、質問・感想欄にご自身で投稿することも可能です。必要であれば、発表の補足などを

投稿できます。発表者であることや発表の補足であることを添えて書き込んでください。投稿

には氏名と時刻が自動的に記載されます。 

なお、投稿内容は全ての参加者が閲覧できます。個人情報や公開不可の内容は記載しないよ

うご注意ください。 
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一般演題 座長の方へ 

 

 

１．口演の座長の皆様へ 

１）座長役割の概要 

一般演題の口演発表は 11月 19日・20日に現地会場にて発表セッションがあります（オンラインでも

ご参加頂けます）。ご担当いただくセッションの進行をお願いいたします。 

セッションの流れは以下の通りです。 

 

＜セッションの流れ＞ 

・ 時間となりましたら、セッション開始の宣言をお願いします。 

・ 演題のご紹介をお願い致します。その後、事前録画された動画を上映致します。 

・ 一般口演の発表時間は 7分です。上映終了後、次の演題のご紹介をお願いします。 

・ 全ての発表動画の終了後、セッションの終了時間まで質疑応答の対応をお願いします(１演題ご

との質疑は行いません)。 質疑対応につきましては、会場参加者からの質問とオンライン参加者

からの質問がございます。オンラインでの質問はチャットで受け付けます。 

・ セッションが終了いたします 5分前と 2分前にベルを鳴らします。オンラインでご参加の方には

チャットでお知らせ致します。 

・ セッション終了時には終了の宣言をお願いします。 

 

（補足） 12月 11日まで、発表ファイルのオンデマンド配信をいたします。そちらに「質問・感想掲

示板」がありますので、セッション時間中に対応ができかったものについては、参加者・発

表者は上記掲示板でも対応が可能です。必要時はその旨をお伝えください。 

 

２）現地会場でご参加の場合 

・ 会場でのご参加時は、受付で座長受付をお済ませください。 

・ 次座長席に 10分前までにご着席ください。  

・ オンライン参加者からのチャットでの質問が確認できるように、お手元に端末機器をご準備します。 

・ ご担当のセッションが時間内に終わりますよう、ご調整をお願い致します。  

 

３）オンラインでご参加の場合 

・ 10分前までに該当セッションの Zoom ミーティングに入室してください（一般参加者と同様に「オン

ライン開催ページ」のライブ配信のページからご参加ください）。 

・ Zoom上のお名前を「○群座長：○○○○」（例：18群座長：国際太郎）とご変更ください。 
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・ 時間となりましたらビデオ・マイクをオンにしていただき、セッション開始の宣言をお願いします。その

後は上記「セッションの流れ」をご参照ください。 

・ 動画上映中はマイクをオフにしてください。ビデオもオフにしていただいて結構ですが、次の演題の

紹介の際にはビデオをオンにしてお話しくださいますようお願いいたします。 

・ Zoom内で、会場の様子もご確認いただけます。オンライン・会場いずれの参加者からも質問が出

る可能性がありますので、ご対応をお願いいたします。 

・ セッション終了の宣言の後、次のセッションが続く場合には、お手数ですがお名前の「○群座長」を

ご変更いただくか、Zoomからご退出ください。 

 

 

２．示説（ポスター）の座長の皆様へ 

示説（ポスター）発表は、PDFのオンデマンド配信による発表となります。現地でのセッションはありま

せん。オンデマンド配信期間は 11月 19日～12月 11日までの予定です。 

 

座長の皆様には、ご担当演題群のそれぞれの演題にある質問・感想掲示板にて、質問やコメントを投

稿していただきたく存じます。 

お手数ですが、投稿の際はできるだけ座長であることをお書き添えください。 

 

＜質問・感想掲示板について＞ 

「質問・感想」のボタンをクリックすると該当演題の質問・感想掲示板が開き、書き込む

ことができます。 

 

 

投稿すると、ご自身の氏名と投稿時刻が自動的に表示され、公開されます。発表者からの

（保健 
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返信に対してさらに返信を書き込むことも可能です。 

質問・感想の書き込みがある演題では、質問・感想ボタン上に丸印が表示されます。 

 

投稿履歴は各自のメッセージボックスのページで確認できます。質問への回答があると、

メールでお知らせします。メール配信不要の方はメッセージボックスのページで配信不要

のチェックを入れてください。 

 

質問・コメントの投稿はできるだけ 11月中にお願いいたします。発表者にはできるだけ

回答するように伝えておりますが、場合によっては回答がない場合もありますことをご了

承ください。 

投稿内容は全ての参加者が閲覧できます。個人情報や公開不可の内容は記載しないよう

ご注意ください。 

 

 

 

 




