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この度はシンポジスト・基調講演演者をお引き受けいただきありがとうございます。お手数ですが、以下
の内容をご確認のうえ、スムーズな進行にご協力をお願い申し上げます。

【概要】
・シンポジウム・基調講演は ZOOM ウェビナーで行います。
・各シンポジストの発表時間は質疑応答を併せて 20 分です。4 名のご講演後、総合討論を 10 分行います。
・特別講演は 60 分で行います。質疑応答の予定はありません。
・スライドの画面共有は、各シンポジスト・特別講演演者が「演者用 PC」席でご自分で行って頂きます。
各セッションでオペレーターが 1-2 名つきます。
・シンポジウムは基本的に神戸薬科大学 11 号館 3 階の K1131 講義室で行って頂きますが、来場すること
が難しい場合はリモートで行って頂くことになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
・基調講演は神戸薬科大学 11 号館 3 階の K1131 講義室で行う予定ですが、リモートとなった場合、シン
ポジウムの事前準備と同様のことを行う予定です。

［シンポジウム］
1.

事前準備（リモートでご講演されるシンポジストの先生のみ）

※タブレット等でも発表可能ですが、質疑応答等などを行いますのでできる限りパソコンでの配信をお願
いいたします。
1) Zoom デスクトップアプリのインストール
Zoom デスクトップアプリをお使いください（https://zoom.us/download）
。なお、必ず最新バージョン
へのアップデートをお願いします。
2) カメラ、マイクの動作確認
雑音やハウリング等の音声トラブルを回避するため、ヘッドセットやマイク付きイヤホンの使用を推奨し
ます。ただし、参加される場所にある PC がご自身のものだけであり、静かな環境であれば、ヘッドセット
などは特に必要無いかもしれません。適宜、環境に応じて対応ください。
3) Zoom の基本操作の確認
音声ミュート／解除、ビデオ表示／非表示、チャットの確認方法等をご確認ください。
4) 安定したインターネット環境の確保
インターネット接続は、極力有線をご使用ください。有線接続が不可能な場合は、強力で安定した Wi-Fi 環
境を発表者側でご準備ください。
下記「インターネット回線の速度テストページ」をクリックしていただき、
「測定開始」を選択します。
「UPLOAD」の数字が「5Mbps」以上であれば配信に適した速度になります。

▼インターネット回線の速度テストページ（外部サイト）
USEN GATE 02

https://speedtest.gate02.ne.jp/

5) 接続テスト／動作テスト
実行委員会が開設する接続テストまたは Zoom 社のミーティングテストサイト（https://zoom.us/test）
で、ご講演を行う時と同じ環境（PC、ネット接続など）で接続テストを行ってください。接続テストにつ
いては後日ご連絡します。
6) ご講演スライドの送付
万が一のトラブルに備えて、ご講演スライドを第 10 回日本薬剤師レジデントフォーラム事務局のメール
アドレス（yakuken-10resident@med.kobe-u.ac.jp）まで 3 月 9 日（火）までにご送付ください。
7) Zoom ウェビナーのパネリストとしての招待
事前に Zoom ウェビナーのパネリストとしての招待メールを送ります。

2.

当日の手順

1) 準備
① 神戸薬科大学でご講演される先生
・シンポジウム開始 30 分前に神戸薬科大学 11 号館 3 階の K1132 講義室（控室）にお越しください。
神戸薬科大学に入場する際には、正門から入ったのち、守衛室で入構証を頂いたうえで、11 号館まで来て
いただくことになります。正門から 11 号館までは 10 分程度かかりますので、余裕をもってお越しくださ
い。
・感染症予防対策として、無用な接触を避けるため、PC のお持ち込みはできるだけご遠慮ください。
・発表データを「演者用 PC」に入れさせていただきます。発表データを入れた USB フラッシュメモリを
ご持参ください。もし PC 本体をお持ち込みの方は、USB フラッシュメモリを準備するので、発表データ
を USB フラッシュメモリに入れてください。
・ご発表データは PowerPoint もしくは PDF になります。PowerPoint の場合、必ず発表者ツールのチェ
ックを外してください。
・開始時間 10 分前までに K1131 講義室の「シンポジスト PC」席前にご着席ください（カメラオフ、マ
イクミュート）
。オペレーターが氏名表示を「氏名（所属）
」
（例：
「神戸太郎（神戸大学病院）
」
）とさせて頂
き、Zoom 上は「パネリスト」と設定します。
・シンポジストの先生方は、自分のご講演以外の時間はそれぞれの「シンポジスト PC」席前に座り、ご自
身のご講演の際には「演者用 PC」の前に行って講演します。

② リモートでご講演される先生
・シンポジウム開始 15 分前までに、事前にお送りした招待メールの URL から ZOOM 内にお入りくださ
い。オペレーターが氏名表示を「氏名（所属）
」
（例：「神戸太郎（神戸大学病院）
」
）とさせて頂きます。
・ご使用予定のスライドをご準備ください。

2) 発表の流れ
① 神戸薬科大学でご講演される先生
・セッション開始 1 分前になりましたら、
「演者用 PC」のカメラを ON にします。座長の紹介がありまし
たら、ヘッドセット持参のうえ、
「演者用 PC」の席にお座りいただき、ヘッドセットを PC に差し込んでく
ださい。
（最初の方はもっと早く準備しても構いません）
・座長の合図に従ってマイクを ON にし、発表スライドの画面共有を行っていただき、発表を開始してく
ださい。
・質疑応答時間になりましたら、座長が質問を行うのでご回答ください。
・終了時間になりましたら、座長の指示に従いマイクをオフにし、画面共有を解除し、ヘッドセットを外
してご自身の「シンポジスト PC」席前にお座りください。→以降繰り返し
② リモートでご講演される先生
・座長の指示に従ってカメラ ON、マイク ON にし、発表スライドの画面共有を行っていただき、発表を開
始してください。
・質疑応答時間になりましたら、座長が質問を行うのでご回答ください。
・終了時間になりましたら、座長の指示に従いマイクとカメラをオフにし、画面共有を解除してください。

3) 総合討論
・各シンポジストは、PC のカメラを ON にしてください。マイクは発言時にのみ ON にしてください。
・リモートの先生は、カメラ ON、マイク ON で参加してください。

4) セッション終了
・全ての発表が終わりましたら、座長がセッションの終了を宣言します。その後、座長の指示に従ってカ
メラとマイクをオフにしてください。

5) その他
・万が一、何らかのトラブルで発表時間に間に合わない場合は事務局までご連絡ください。
E-mail：yakuken-10resident@med.kobe-u.ac.jp
TEL：078-441-7502（神戸薬科大学） ※当日のみ

［基調講演］
1) 準備
・シンポジウム開始 30 分前に神戸薬科大学 11 号館 3 階の K1132 講義室（控室）にお越しください。
神戸薬科大学に入場する際には、正門から入ったのち、守衛室で入構証を頂いたうえで、11 号館まで来て
いただくことになります。正門から 11 号館までは 10 分程度かかりますので、余裕をもってお越しくださ
い。

・感染症予防対策として、無用な接触を避けるため、PC のお持ち込みはできるだけご遠慮ください。
・発表データを「演者用 PC」に入れさせていただきます。発表データを入れた USB フラッシュメモリを
ご持参ください。PC 本体をお持ち込みの方は、USB メモリを準備するので、発表データを USB フラッシ
ュメモリに入れてください。
・ご発表データは PowerPoint もしくは PDF になります。PowerPoint の場合、必ず発表者ツールのチェ
ックを外してください。
・開始時間 10 分前までに K1131 講義室の「演者用 PC」前にご着席ください。オペレーターが氏名表示
を「氏名（所属）
」
（例：神戸太郎（神戸大学病院）
）とさせて頂きます。
・ヘッドセットをお渡しし、PC に差し込んで準備完了となります。

2) 発表の流れ
・セッション開始 1 分前になりましたら、座長の指示に従い、
「演者用 PC」のカメラを ON にし、マイク
のミュートを解除し、発表スライドの画面共有を行っていただき、発表を開始してください。
・講演終了後、座長の指示に従い、画面共有をお切りください。その後、座長と適宜ディスカッションして
頂ければと存じます。

3) セッション終了
・全ての発表が終わりましたら、座長がセッションの終了を宣言します。その後、座長の指示に従ってカ
メラとマイクをオフにしてください。

4) その他
・万が一、何らかのトラブルで発表時間に間に合わない場合は事務局までご連絡ください。
E-mail：yakuken-10resident@med.kobe-u.ac.jp
TEL：078-441-7502（神戸薬科大学） ※当日のみ

［その他］
・オンライン発表は延長する傾向が報告されています。定時進行を心がけていただけますようお願いしま
す。
・神戸薬科大学でご講演される先生にはヘッドセットをお貸ししますが、新型コロナウイルス感染対策の
ため、使い回しはしないでください。なお、ご自身のヘッドセットを持参されても構いませんが、PC によ
っては接続できない可能性があります。3.5mm QD と USB 接続が両方可能なヘッドセットを推奨します
が、使用する PC が確定次第ご連絡致します。
・不明な点がございましたら、以下までご連絡ください。
E-mail：yakuken-10resident@med.kobe-u.ac.jp
以上

