
第17回日本血栓止血学会学術標準化委員会シンポジウム

シンポジウム演者へのご案内



はじめに

1

概要
第17回日本血栓止血学会学術標準化委員会シンポジウムでのご発表手順を本資料にてご説明いたします。
当日はZOOMを使用したオンライン発表となります。ご発表は、事務局でご用意いたします配信会場でのご発表、もしくは各施設等か
らの遠隔発表をご選択いただけます。
以下に、各ご発表手順をご説明いたしますので、ご確認いただきご準備お願いいたします。

-アンケートのお願い-
当日、配信会場にご来場の先生へは昼食をご用意いたします。
以下のアンケートフォームにてご来場の有無をご登録お願いいたします。
※既にご回答いただいてる方は不要です。

アンケートフォーム→https://pro.form-mailer.jp/fms/86b60f1a273166
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開催概要

名 称：第17回日本血栓止血学会学術標準化委員会シンポジウム

会 長：保田 知生（JCHO 星ヶ丘医療センター 循環器外科・超音波センター）

副会長：杉村 基 （浜松医科大学 産婦人科家庭医療学講座）

会 期：2023年2月18日（土）LIVE配信

2023年3月1日（水）～4月18日（火）オンデマンド配信

ホームページ（プログラム掲載）：http://www.jsth.org/ssc-symposium/

シンポジウム開催部会：

DIC 部会、HIT 部会、血友病部会、抗リン脂質抗体部会、血栓溶解部会、凝固系 / 抗凝固療法部会、VWD / TMA 部会、

血栓性素因部会＆凝固線溶検査部会（合同）、血小板部会、静脈血栓症 / 肺塞栓症部会

共催セミナー：

KM バイオロジクス（株）/（一社）日本血液製剤機構、CSL ベーリング（株）、藤本製薬（株）、シスメックス（株）、

武田薬品工業（株）、中外製薬（株）、ノボ ノルディスク ファーマ（株）、積水メディカル（株）、サノフィ（株）、

アレクシオンファーマ（同）、（株）ＬＳＩメディエンス

開催形式について：

ZOOMを使用した完全オンライン開催となります。

ただし、ご登壇者の先生方は事務局がご用意する配信会場にてご登壇いただく事も可能です。

※一般参加者はオンラインでの参加のみとなり、配信会場へのご来場はございません。
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現地配信会場でのご発表を希望の場合



１）配信会場のご案内

現地配信会場でのご発表を希望の場合

配信会場：AP品川（港区 品川駅 港南口）
〒108-0075 東京都港区港南1-6-31品川東急ビル 8F
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２）当日のご案内

現地配信会場でのご発表を希望の場合

配信会場

受付場所：8階「ROOM A」 内

受付時間：8:50～17:00

• 各セッション開始１時間前より配信会場にてセッティング
を行います。受付をお済ませの上、お時間までに各配信
ブースにご集合ください。

• セッティング時間前にご来場の場合は、受付後、「ROOM
A」内フリースペースにて待機してください。

<新型コロナウイルス感染症対策へのご協力のお願い>

• 別紙「健康チェックシート」に必要事項を記載の上、ご持参
ください。

• ご発表時以外のマスク着用をお願いいたします。
※配信ブースには飛沫防止のアクリルをご用意いたします。

• 当日、以下に該当する場合はご来場をお控えください。
① 37.５度以上の発熱がある。
②咳、のどの痛み、体のだるさ、味覚の異常等の症状がある。
③過去10日以内に新型コロナウイルス感染症の陽性とされ

た方との接触がある
④同居家族や知人に感染が疑われる人がいる。
⑤過去２週間以内に政府から入港制限、入国後の観察期間を

必要とされている国、地域への渡航または当該在住者との
接触がある。

※各施設既定の感染防御下においての接触は接触とは見なしません。

★健康チェックシートダウンロード★
https://17sscregi.hare-butai.net/file001/
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３）ご発表方法について

現地配信会場でのご発表を希望の場合

お持ちいただく物：
①ノートパソコン（WEBカメラ付き）
②ヘッドセットもしくはイヤホンマイク

• ご自身のノートパソコンでZOOMに接続していただきます。事前にZOOMアプリのインストールおよび接続確認をお願いいたします。（参照→P16）

• ヘッドセット、WEBカメラの貸し出しはございません。必ずご持参くださいますようお願いいたします。

ご発表スライドについて：

• ご発表スライドはご自身のノートパソコンにてスライド共有を行っていただきます。

• 予め、スライドが正常に動作することをご確認ください。

• スライド内での動画、音声のご使用も可能ですが、必ず事前に正常に動作することをご確認ください。

• 以下のページ構成にてスライドの作成をお願いいたします。
1枚目・・・・演題名・ご氏名・ご所属・共著者等
2枚目・・・・利益相反（COI）について サンプル
3枚目以降・・講演内容

当日のセッティングについて：

• ご担当セッションの1時間前より各配信ブースにてセッティングを行います。

• お時間になりましたら配信ブースにお越しください。担当スタッフがご対応させていただきます。
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各施設等からの遠隔発表を希望の場合



１）当日のご案内

各自施設等からの遠隔発表を希望の場合

発表会場（ZOOM）について：

• 事前にZOOMアプリのインストールおよび接続確認をお願いいたします。（参照→P16）

• 運営事務局よりご発表会場となるZoomのURLとパスワードを事前にお送り致します。

• ご担当セッション開始の1時間前にZOOMにご入室ください。

• セッション開始前に接続テストならびに簡単なオリエンテーションを行います。

接続環境についての注意事項：

• インターネットへの接続は有線LANを推奨いたします。
WiFi接続の場合、電波が不安定になり、音声や映像に乱れが生じる場合がございます。

• 施設等のセキュリティ環境により、カメラやマイクが正常に動作しない場合がございます。予め本番と同じ環境下でZOOMへの接続テストを行って
ください。
（ZOOMテストサイト→https://zoom.us/test）

• ヘッドセットマイクの使用を推奨いたします。
内臓マイク・スピーカーをご使用の場合、周囲の雑音やハウリングを起こす場合がございます。
※発言時以外はマイク、カメラをオフでお願いいたします。

当日の緊急連絡先：

• 当日、ZOOMに入室できない等のトラブルの場合は下記までご連絡をお願いいたします。

運営事務局当日連絡先 050-5479-9383 ※当日専用回線となります。
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１）当日のご案内

各自施設等からの遠隔発表を希望の場合

発表会場（ZOOM）への入室方法：

①ZOOMのアプリにサインインしてください ②メールのURLを開いて、下記をクリック ③パスワードを入力してください

④「ビデオ付きで参加」を選択 ⑤「コンピューターでオーディオに参加」 を選択 ⑥入室時の画面
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２）ご発表スライドについて

ご発表スライドについて：

• ご発表スライドはご自身のノートパソコンにてスライド共有を行っていただきます。

• 予め、スライドが正常に動作することをご確認ください。

• スライド内での動画、音声のご使用も可能ですが、必ず事前に正常に動作することをご確認ください。

• 以下のページ構成にてスライドの作成をお願いいたします。
1枚目・・・・演題名・ご氏名・ご所属・共著者等
2枚目・・・・利益相反（COI）について
3枚目以降・・講演内容

バックアップデータについて：

• 万が一、ご発表中に回線トラブル等が生じた場合、事務局側で講演スライドを共有させていただけますので、バックアップデータのご提出を推奨い
たします。

• バックアップデータについては、音声付きの動画ファイル（mp4）でのご提出をお願いいたします。

• バックアップデータの作成方法、ご提出方法はP.10 バックアップデータの作成・提出方法 をご参照ください。

各自施設等からの遠隔発表を希望の場合
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機器の準備

・PowerPointの記録機能を使用して、録音をいたします。お使いのPCにマイクが内蔵されていることをご確認ください。

・マイクが内蔵されていない場合は、外付けのマイクをご準備ください。

・録音の際は、極力静かな場所で雑音が入らないようにお願いいたします。

録音の開始
１）講演スライド（PowerPoint）を開き、メニュータブ[スライドショー]→[スライドショーの記録]→[先頭から記録]の順に

クリックしてください。

２）画面左上部の[記録]をクリックすると録音が開始されます。
[記録待機中]

[記録中]

記録中にスライドを進めていくと、
各ページごとに録音されます

カメラの映像が表示されている場合は
OFFにしてください
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各自施設等からの遠隔発表を希望の場合



確認

・録音後、スライドショーを開始すると、音声を確認することができます。

・スライドショー編集画面の右下に表示される をクリックすることで確認できます。

修正

・特定のページのみ修正する場合は、修正したいスライドページを表示した状態で、

メニュータブ[スライドショー]→[スライドショーの記録]→[現在のスライドから記録]の順にクリックしてください。

保存（動画ファイルの作成）
・全ての作業が完了しましたら、[保存]をしてください。
・[ファイル]→[エクスポート]→[ビデオ]作成をクリックしてください。

・右図の の設定をご確認ください。

・[ビデオの作成]をクリックしてください。

・ファイル名は[ご氏名.mp4]にて保存してください。

※ファイル種類はMPEG-4ビデオです。
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各自施設等からの遠隔発表を希望の場合

３）バックアップデータの作成・提出方法



 データのご登録方法について

アップロードURL→https://www.dropbox.com/request/t97zwTMPTOwx3T2HxeNY
・上記URLをコピーし、お使いのブラウザでアクセスしてください。

・アップロード画面がお使いのブラウザにて表示されます。

・ をクリックして、作成していただきました動画ファイルをご指定ください。

・ファイルが正しい事をご確認いただき、[名前][メールアドレス]をご入力の上、[アップロード]

をクリックしてください。

 データの修正登録について

・データの修正登録をされる場合は、アップロードURLにて新しいデータをアップロードしてください。

注意）修正されましたデータをアップロードされる場合は、必ずファイル名を下記の要領にて設定してください。

修正１回目・・・・・・・〇〇〇〇_修正1.mp4

修正２回目・・・・・・・〇〇〇〇_修正2.mp4

※○○〇〇はご氏名です

データ受付期日：2023年2月13日（月）※期日までは何度でもアップロード可能です。

アップロード画面
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各自施設等からの遠隔発表を希望の場合

３）バックアップデータの作成・提出方法
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セッションの進行について



セッションの進行について
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<本番1時間前>
◆パネリスト（座長・演者）入室

①パネリストの入室状況の確認
②操作説明
③進行についての説明・確認
④質疑についての説明・確認
⑤必要に応じて座長、演者 打合せ

事

前

説

明

視
聴
者
入
室

本

番

中

終

了

<本番５分前>
◆視聴者入室

・タイトルスライド配信
・パネリストはZOOM接続のまま待機
◆開始アナウンス

<本番中>
・セッション中の進行は座長に一任する
・運営側からの連絡はチャットを通じて行う
・進行補助、技術的サポートが必要な場合は音声などでサポートを行う

<質疑応答について>
・ZOOMのQ&A機能
・視聴者からの音声での質問
※手挙げ機能にて挙手いただいた視聴者をご指名いただければ、オペレーター
にて発言許可をいたします

<終了後>

・タイトルスライド配信

◆終了アナウンス
・視聴者、パネリストの退出を促す
・ZOOMを閉じる

タイトル
スライド

タイトル
スライド
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ZOOM事前設定
ダウンロード～インストール

※既にインストール済みの方は不要です



＜STEP1＞ ZOOMアプリ（PC版）をダウンロードしてください
※ダウンロードされている方は＜STEP2へ＞

クライアントアプリのダウンロード

①インストーラーは、公式ホームページ（https://zoom.us/）で配布されています。 ホーム画面下部の「ダウンロード」をクリックします。

ZOOM ダウンロード～インストール

②上記にアクセスし、「ミーティング用Zoomクライアント」からダウンロードしてください

※必ず最新版を利用ください
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ZOOM ダウンロード～インストール

18

＜STEP2＞ ZOOMアプリ（PC版）をインストールしてください
※インストールされている方は＜STEP3へ＞

クライアントアプリのインストール

①ダウンロードしたインストーラーを起動すると、インストールが始まります。 インストール自体に時間はかかりません

②サインインを選択 ③無料サインアップでメールアドレス登録

④入力したメールアドレスに有効化確認のメールが届くので、「アクティブなアカウント」を クリックしてそのままお進みください
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