座長・演者の皆様へ
【ご登壇者全員へのご案内】
■はじめに
•本大会は Zoom ウェビナーシステムを使用し、ライブ配信いたします。
•カメラ付き PC をご準備ください。
•外部の音を防いだり、音質トラブルを避ける為に、マイク付きイヤホンやヘッドセットを推奨いたします。
•使用する PC の Zoom は最新版に更新されているかご確認ください（定期的にアップデートされます）。
•ライブ配信の模様は録画し、後日オンデマンド配信を 2022 年 1 月 11 日（火）までいたします。

■リハーサルについて
•会期前（11 月 26 日予定）に接続確認を行い、操作方法や流れを確認いたします。
詳細は別途ご案内いたします。可能な限り当日参加される環境からの入室をお願いいたします。
当日の発表環境と異なる場合は、その旨運営進行スタッフにお申し出ください。

■当日について
• Zoom ウェビナーシステムを使用し、リアルタイムで配信いたします。
• Zoom ウェビナーの URL 等、
詳細につきましては、個別にメールにてご案内いたします。※オンライン学術集会ペー
ジの視聴ボタンは聴講専用になりますので、ご登壇の際は必ず個別にお送りした URL よりアクセスしてください。
•カメラ、マイク、イヤホンをご準備いただき、PC に接続した状態でご入室ください。
•当日はご担当セッション開始 30 分前には専用ウェビナー URL よりアクセスし、待機してください。30 分前に待
機が確認できない場合は、運営事務局から緊急連絡先に電話をさせて頂きますので、ご了承ください。

【シンポジウム座長・演者へのご案内】
•セッションによって、発表方法、討議の方法は異なります。詳細は座長の先生とご相談ください。
•参加者からの質問は、Zoom 内の Q ＆ A 機能を使用しチャットにて寄せられます。ご対応は座長に一任致します。
手上げによる質疑応答をご希望の座長は、そのつどご指示頂くと運営事務局にて、質問者のミュートを解除して質
問ができる状況に致します。
•事前の打ち合わせの機会は、座長とご相談の上ご案内いたします。

【一般演題 Q ＆ A セッション座長・演者へのご案内】
• 11 月 27 日（土）
17 時 50 分～ 18 時 30 分：専門性に関するテーマ
18 時 40 分～ 19 時 20 分：地域づくりに関するテーマ
•オンデマンドでポスター発表をご覧の上、ご参加ください。
•各演者のポスターを一題ずつ発表して質疑する時間ではありません。
•演者と参加者がセッションで共通する話題やテーマについて意見交換を行う時間です。
•進行は座長が行います。
•一般演題 Q ＆ A 運用マニュアルでご確認ください。

• Late Breaker Session ②は抄録の掲載はありません。デジタルポスターの展示のみになります。

【Meet the Expert のご案内】
Meet the Expert は交流・懇親の時間です。大会参加者は誰でも参加が可能です。プログラムは企画者別でいくつか
ご用意しており、出入りは自由です。興味のあるところに参加して頂き、WEB ならではの交流・懇親の時間を体験で
きます。企画の詳細については、大会 HP の「Meet the Expert（交流・懇親の時間）」をご覧下さい。

総合案内

•インターネット環境は、無線 Wifi ではなく有線 LAN 環境を推奨いたします。

2021.10.27
一般演題 Q＆A セッション運営について
Late-Breaker session Q＆A 運営について
1．趣旨
通常のポスター発表の形式のように、各演者のポスターを一題ずつ発表する時間で
はありません。通常の形式の演者の発表が終わったあと、「質疑応答が始まるとこ
ろ」から始めるイメージです。座長を中心とした、演者間の交流とディスカッショ
ンを目的としています。1 セッションに座長 2 名、演者 10～20 名程度集まり、40 分
間行います。大会参加者はチャット質問のみでの参加となります。
【11 月 27 日（土）17：50～18：30】専門性に関するテーマ
演題カテゴリー

チャンネル

座長（敬称略）

第 1ch

在宅医療の質の評価

中島 孝

北西 史直

第 2ch

ケアの実践①

五島 朋幸

安部能成

第 3ch

ケアの実践②

茅根義和

上田まゆら

第 4ch

ケアの実践③

堤

井口 真紀子

第 5ch

疾患別①

紅谷 浩之

荒金 英樹

第 6ch

疾患別②

谷亀 光則

横山 和正

第 7ch

職種別

小倉和也

堀越 由紀子

第 8ch

Late-Breaker session①

中村 幸伸

浅田 美子

直也

【11 月 27 日（土）18：40～19：20】地域づくりに関するテーマ
演題カテゴリー

チャンネル

座長（敬称略）

第 1ch

連携①

雨森 正記

小林 輝信

第 2ch

連携②

北澤 彰浩

矢崎一雄

第 3ch

連携③

一戸 由美

中山美由紀

第 4ch

制度

田城 孝雄

山岸暁美

第 5ch

多問題／危機管理／啓発

太田 秀樹

馬見塚 統子

第 6ch

新型コロナウィルス感染症の対応

三浦 邦久

五味 一英

第 7ch

Late-Breaker session②

木下 朋雄

木棚 究

2．方法
①デジタルポスターは 11 月 22 日からオンデマンドで視聴できます。座長と演者は、同
じカテゴリーのポスターを事前に確認してください(抄録集は大会開催日 2 週間前に郵
送予定です)。
※Late-Breaker session①②のカテゴリーは 1 つで、様々な演題が含まれています。
なお、Late-Breaker session②は抄録集への掲載はなくデジタルポスターのみです。
②11 月 22 日から 27 日までにデジタルポスターを視聴してよせられた質問は、事前に
運営事務局から座長と演者にメールでお送り致します。
③11 月 27 日当日、各自、参加するセッションの開始時刻 30 分前から ZOOM に参加し
ます。
④定刻になりましたら座長の仕切りで開始します。進行方法は座長にお任せいたしま
す。※各演者のポスターを一題ずつ発表する時間ではありません。
例）事前に寄せられた質問の中から、いくつかを選んで回答
座長からの質問、ディスカッションのテーマの提供
演者間の意見交換
チャットで寄せられた大会参加者からの質問への回答
⑤ZOOM ウェビナーを使用しますので、座長と演者は画面に登場して双方向のやり取
りが可能ですが、大会参加者の方はチャットのみでの質問となります。
3．留意事項
①演者が少ないセッションの終了時刻は座長の判断に一任致します。
②通常のポスター発表の形式ではないので、演者によっては、一言も話さずに終わる
方もでる可能性があります。ご了承ください。
4．座長同士の事前打ち合わせ
①大会前日に接続テスト（前日リハーサル）を行う時間があります。その時に座長の
先生同士で打ち合わせをして頂くことが可能です。接続テストのご案内は別途ご案
内いたします。
②上記が難しい場合は、当日のセッション開始前 30 分で行って頂けますようお願い
致します。
5．演者の接続テスト（前日リハーサル）
前日に接続テストを行う時間があります。以下を参考にご参加ください。
なるべく所定の時間に参加するようにお願い致します。もし、難しい場合は、当日の
セッション開始前 30 分で接続テストを行います。

