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はじめに

医療薬学フォーラム2021／第29回クリニカルファーマシーシンポジウムにおけるポスター発表は、
以下の2通りの形式にて行われます。

●ホームページ画面上でのオンデマンド配信： 7月24日(土)～8月2日(月)まで常時掲示・閲覧
●ZOOM会議システムを利用したライブ示説： 所定の時刻（1時間枠）に待機して対応

以下の注意点をあらかじめご確認ください。

1. インターネットへの接続は、通信環境が良い場所でご参加ください。有線LANのご利用を推奨

いたします。

2. 極力静かな場所で雑音が入らないようお願いします。背景の映り込みにもご注意ください。

3. お持ちのPCにカメラ、スピーカー、マイクがあるかご確認ください。

4. 可能な限り、マイク付きイヤホンやヘッドセットマイクをご使用ください。

5. PCの負担軽減のため、不要なアプリケーションはすべて閉じてからZoom をご使用ください。

(2)



(3)事前準備〜当日進行までの一連の流れ

事前準備 前日まで
Zoom

インストール確認
あらかじめ、当日ご利用になるPCに、Zoomがインストールされていることと、マイクや
スピーカーの機能に問題がないかをご確認ください。

オンデマンド
配信

7月23日正午～
8月2日正午

※日程上は24日から
と記載していますが
システムの都合で23

日に公開

事前資料提出

ポスター掲示用の発表資料は、事前にPDF形式にて事務局へ提出いただいたものをそのま
ま当日のオンライン会場に掲示します。発表・視聴には参加登録が必須となります。
オンライン会場へのURL: https://www.cps2021.org/web_meeting.html

質疑対応

オンデマンド配信の画面上（視聴画面）には質疑用の掲示板が設けてあります。
演者は会期中、視聴画面より自身の掲示板を適宜確認し、質問があれば可能な範囲で回答
を記載してください。

示説

セッション
10分前

ZOOM入室=>
ブレークアウトルー

ムへ移動

示説開始時刻の10分前までに、Zoomの指定URL（発表用）にアクセスしてください。入
室した先はホストルームとなりますが、そこからそれぞれのブレークアウトルームが用意
されていますので、自分の部屋を選択して待機してください。
事務局では到着確認をしませんので、各自の責任の下に待機をお願いします。

セッション
開始前

氏名表示変更

自身の氏名表示を以下のルールに基づいて変更してください。
例）ポスター番号1-001 医療薬病院の山田太郎さんの場合

➔ 1-001：山田太郎(医療薬病院)

セッション
開始時刻

セッション開始

視聴者が入ってきましたら自由に示説を進めてください。座長はいませんので、視聴者の
来場に合わせて随時発表となります。
示説の途中で不明点・問題点が出た場合は、ホストルームに待機しているスタッフをブ
レークアウトルームへ招き入れてヘルプを依頼することが可能です。

セッション
終了時刻

セッション終了

時間になりましたらセッションは強制的に終了となります。
終了5分前に終了前アナウンスが配信されますので、演者は終了時刻に注意して進めてくだ
さい。

https://www.cps2021.org/web_meeting.html


(4)事前準備① 初めて Zoom を使用される場合

初めて Zoom を使用する場合、 https://zoom.us/download#client_4meeting を開いていただき、

ミーティング用Zoomクライアントをダウンロードし、インストールしてください。

２回目以降のご使用から、Zoomが自動的に起動します。すでにダウンロードがお済の場合でも、

最新版にアップデートされているかどうか確認をお願いします。

※スマートフォンやタブレットでの発表はできる限りお控えください。

可能ではありますが、一部機能が制限されます。

ダウンロードはこちらから↓
https://zoom.us/download#client_4meeting

アップデートは下記で確認可能です

https://zoom.us/download#client_4meeting


(5)事前準備② 環境設定

事前に、Zoomへサインインして各種設定を行なってください。

1. Zoomアプリを起動しサインインしてください。 2.設定（歯車アイコン）をクリックしてください。

設定をクリック
すると別ウィン
ドウが立ち上が
ります。(次頁)

参加登録時と同じメー
ルアドレスでサインイ
ンしてください。



(6)事前準備③ 環境設定続き

4.「オーディオ」クリックし、チェック項目を下記の

ように設定をし、スピーカーとマイクのテストを

行ってください。

3.「ビデオ」をクリックし、

チェック項目を下記のように設定をしてください。

※PC本体の「ディスプレイの解像度」は「フルHD（1920×1080）」に設定してください。

以上で、基本の設定は完了です。



(7)事前準備④ 環境設定続き
5.「一般」表示で下部にある「さらに設定を表示」をクリックし、もう一度サインインをしたうえで、プロフィールにおけるご自身の表示名称を確認し
てください。

この表示がニックネームや、所属先記号、アルファベットやイニシャル表示などになっている場合、本人照合ができませんので、必ず参加登録時の氏名
（所属）が表示されるように修正をお願いします。所属先のパソコンを使う場合でも、ご自身のメールアドレスでサインインをすれば、ご自身のプロ
フィール編集が可能です。必ず参加登録時のメールアドレスにてサインインを行ってください。

ZOOMは最後にそのデバイスでサインインした人の記録を維持しますので、別の方が利用したデバイスを用いる場合は特に、ウェブ視聴前に氏名とメー
ルアドレスがご自身のものであることを再確認してください。

山田

薬剤部1

例) 鈴木病院の山
田太郎さんが参加
者で、山田花子様
のアカウントでロ
グインしてしまう
と、視聴したのは
山田花子様という
記録になります。
姓名を視聴される
方の本名に、表示
名を視聴される方
の氏名(所属)に修
正してください。

表示名

表示名

参加登録時と同じメー
ルアドレスでサインイ
ンしてください。



(8)開催当日① 視聴会場への入り口

オンデマンド配信はプラットフォーム上で視聴可能です。

学会ホームページのトップ画面に、“WEB開催会場はこちら”という入り口がありますので、こちらよりご自身の参加登録画面へロ

グインするとウェブ会場へ移動できます。



(9)開催当日② 参加登録画面〜閲覧システムへ

入室には参加登録時にご自身で設定されたログインIDと自動で割り振られたパスワードが必要です。ログインID・パスワードを忘

れた方は、ログイン画面の「パスワード/ログインIDを忘れた方はこちら」をクリックし確認して下さい。参加登録画面にログイン

いただくと、メインメニューにWEB会場への入り口ボタンが表示されます。

このメインメニュー上にて領収書・参加証明書のダウンロード、抄録集のダウンロードも可能です。



(10)

参加登録時のIDとパスワードを入力してください。

次に表示される画面では参加登録と同じ氏名・所属・メー

ルアドレスをご登録ください。学会への参加状況を記録す

るために必要になります。

ご登録いただくと、ウェブ会場(日程表)が表示されます。

日程上の視聴したいセッションをクリックします。

開催当日③ 閲覧システムへ

オンデマンドポス
ター、示説会場へは
こちらをクリック。



(11)

「PDFを表示する」をクリックすると

ポスターデータが表示されます。

※オンデマンド閲覧期間のみ表示

開催当日④ ポスター情報の閲覧

演題名をクリックすると抄録へ移動します

演題名をクリックすると抄録へ移動します

演題名をクリックすると抄録へ移動します

演者名

演者名

演者名

閲覧したいポスターの演題名(下線あり）

をクリックすると個々の抄録情報へ遷移

します。

（演者
名）

演題名

演者名

共著者情報

抄録



開催当日⑤ オンデマンド対応

各ポスターには掲示板機能を設けてい
ますので、個々の演題に対する質問を
書き込み可能です。
視聴者から質問が記載されると演者の
メールあてに通知が届きますので、オ
ンデマンド期間中にできる限り返答を
お願いします。
返答は掲示板に直接書き込み可能です。

ポスターは7月23日（金）正午より8月2日（月）正午まで、都合のよい時間に閲覧ができるオンデマンド掲示スタイルとなっています。

（演者名）

演題名

演者名

共著者情報

抄録

各演題には「いいね」ボタンを併設しています。閲
覧いただき優れていると思われる演題に「いいね」
を押していただけますと、全体の評価数が下部に表
示されます。
なお、「いいね」が多数集まった演題については、
7月25日15時までの集計結果をもとに、閉会式に
て最多アクセス賞として表彰をいたします。（「い
いね」ボタンはオンデマンド掲示期間終了まで活用
いただけます）



(13)開催当日⑥ 示説対応

開催当日①-③(P.8-10)の手順で、ご自分の示説セッション情報を選択して

ください。ポスター示説はZOOMのブレークアウトルーム機能を用いて実施

します。セッション情報右上のZOOMアイコンをクリックしてZOOMへ入室

してください。

演題名をクリックすると抄録へ移動します

演題名をクリックすると抄録へ移動します

演題名をクリックすると抄録へ移動します

演者名

演者名

演者名

クリックすると以下のような画面が表示されます。

「Zoomを開く」を押してください。お使いのPCでの

ZOOM設定環境次第では、Zoomを開くボタンが表示され

ない場合があります。その場合は「ミーティングを起動」

か、「Zoomのダウンロード」を実行してください。

Zoomにサインインをしていない場合は、メールアドレスと名前の入力を求める画面が表示される

場合があります。その場合は参加登録時のメールアドレスと名前を入力してください。



(14)
開催当日⑦ Zoom 入室後~ブレイクアウトルームへ

入室した段階ではホストルームに入った状態です。ここから下のブレークアウトルームボタンをクリックし、自分の部屋へ移動してく

ださい。演者であることが分かるように、表示名を演題番号:氏名(所属)に修正してください。（例）1-001:山田太郎(医療薬病院)

参加者アイコンをクリックして
自分の名前にマウスをあてると
詳細ボタンが表示され、名前が

変更できます。

移
動



(15)
開催当日⑧ 入室後の設定変更・対応

視聴者が入ってきたら、示説を開始してください。資料の共有をしたい場合は、下の緑色ボタンをクリックすると画面共有可能です。

資料共有予定がある場合は、あらかじめご自身のPC上で資料を開いた状態でスタンバイしてください。

不明な点や問題が生じた際には、“ヘルプを求める”ボタンでホストを呼び出せます。

資料を共有し
たい場合

ホストへ質問や
ヘルプを求める

場合



(16)注意点・留意事項

① 一人で複数の演題発表を掛け持つ場合について

共著者に対応を依頼するか、事務局へあらかじめ連絡をし、どちらかの部屋でまとめて示説を

実施する旨申告ください。

② 時間の管理について

示説時間は１時間です。５分前になりましたらリマインドを発信しまして、時間になりました

ら強制的に終了となります。

説明が不足した場合は個別に連絡を取るか、あるいはオンデマンドサイトの掲示板をご活用く

ださい。

※オンデマンドは8月2日(月)正午までいつでも閲覧可能です。

③ 不具合や不明点が生じた場合

ヘルプを求めるボタンでホストを呼び出してください。



(17)

オンライン開催・プログラムに関するお問い合わせ先

医療薬学フォーラム2021／第29回クリニカルファーマシーシンポジウム

運営事務局： cps2021-p@jtbcom.co.jp

【当日の緊急連絡体制】

会期中のご質問は下記のホットラインにてお尋ねください。

ホットライン： 070-3601-5306 （会期中限定）

※ 24-25日 9:00ー18:00

mailto:18jkcpns@jtbcom.co.jp

