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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は、テレビ会議システム
Zoom を使用して行います。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。

【重要】
・本フォーラムにおける掲載内容ならびにオンライン上での配信内容（文章・画像・映像・音声など）の一部およ

びすべてについて、事前の許諾なく無断で複製・転載・送信・放送・配布・貸与・変造することは、著作権侵害
となり、法的に罰せられることがあります。フォーラム参加者へは以下の同意を求めています。
◆ 配信画面の撮影・録画や加工・二次使用を行わないこと
◆ そのような行為が判明した場合には、学会のどのような処分にも従うこと

・発表者には講演資料(動画/PDF等)作成時、フォーラムの定めるCOI・倫理規定についての開示を求めます。
・本フォーラムでは、講演資料(動画/PDF等)をダウンロードできない形式にてWEB配信システムに掲載します。
・閲覧対象者は学会員をはじめとする本フォーラムの参加登録者とします。
・本フォーラムのオンデマンド配信期間終了後は、講演資料(動画/PDF等)を速やかに破棄します。
・本WEB配信システムに掲載された講演資料(動画/PDF等)が、第三者の著作権・プライバシー・倫理的問題・そ

の他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、そのスライド作成者が責任を負うものとします。
・本WEB配信システムに掲載された講演資料(動画/PDF等)の掲載により発表者に不利益が生じた場合も、本

フォーラム実行委員会はその責任を負わないものとします。
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(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。

テスト接続
7月23日

14:00-19:00
Zoomへ入室

接続環境チェック時間を設けますので、所定の時間内に事務局よりご案内するZoomの指定URLにアクセス
してください。
※複数の役割者が同時間帯に入室されている場合、若干お待ちいただく場合がございます。ご了承ください。

当 日

セッション開始
30分前～

座長/演者
最終打ち合わせ

事務局からの説明

セッション開始時刻の30分前になりましたら、Zoomの指定URLにアクセスしてください。
※指定の時間以外は別のセッションが進行中のため、時間前には入室できません。また前のセッションの進
行具合によりましてはお待ちいただく場合があります。

セッション開始
10分前～

告知スライド配信
視聴者向けにzoomを公開し、コマーシャルや告知スライドを放映し始めます。セッション開始まで、マイ
ク・ビデオをオフにしてお待ちください。

セッション開始
5分前～

注意事項配信
スタンバイ

視聴者向けに、単位申請や一般的注意事項のスライドを放映し始めます。事務局からチャットでご案内があ
るまでは、マイク・ビデオをオフにしてスタンバイをお願いします。

セッション開始
１分前

タイトルスライド表示
ビデオオンスタンバイ

ご担当セッションのタイトルスライドを表示します。皆様ビデオをオンにしてスタンバイをお願いします。
開始時間になりましたら、スタッフがチャットで「スタートしてください」とメッセージを入れますので、
座長はマイクをオンにしてセッションを開始してください。
なお、単位申請対象セッションにつきましては、開始冒頭の10秒間はキーワードを表示しますので、しばし
お待ちいただきます。スタッフからのチャット合図が入りましたら始めてください。

セッション
開始時刻

セッション開始

※単位対象セッション
は冒頭10秒間キーワー

ド表示あり

座長はセッションを始めてください。基本的な流れは以下の通りですが、進行は座長に一任します。
① 座長より：冒頭ご挨拶・Live配信
② 座長より：演者紹介・Live配信
③ 演者による講演データ共有・Live講演 （事前提出動画の放映希望の場合は運営本部で対応）
④ 質疑応答・Live配信

※複数登壇者セッションで個別に質疑を受ける場合は、以後②～④の繰り返し
⑤ 総合討論/特別発言等 各種ご発言・Live配信

※総合討論、特別発言がないセッションもございます。

セッション
終了時刻

セッション終了
座長の締めのご挨拶が終わりましたら、運営本部が学会のメインスライドを表示します。
単位対象セッションの場合はキーワード表示=>終了表示=>メインスライド表示となります。

セッション
終了後

zoomを退出 事務局側でスライド表示が始まりましたら「退出」ボタンを押してください。



(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。

※スマートフォンやタブレットでの発表はお控えください。



(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。



(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 接続テスト

会期当日の役割・動作確認、接続環境の確認のために、あらかじめ役割者の先生方には、接続テストの時間を

設けます。（テスト用であり本番URLとは異なります）

所定の日時にディレクターが待機して対応いたしますので、是非ご利用ください。

【接続テスト日時】

20日頃にテスト用URLを事務局より該当の先生方へご案内します。

日時 7月23日 14：00-19：00

特に予約等は必要ありません。設定時間帯の中でご都合のよい時に入室いただくものです。

なお、複数の方が同時に入室された場合には、同時にご説明をさせていただくか、ご案内まで少しお待ちいた

だく場合がございます。あらかじめご了承ください。

しばらくお待ちくださいの表示が出ている場合は、そのままでお待ちいただくか、

しばらくしてもう一度入室をお願いします。

接続テストに関する不明点がありましたら、事務局までメールにてお問い合わせください。

E-mail: cps2021-p@jtbcom.co.jp

mailto:cps2021-p@jtbcom.co.jp


(8)開催当日① 発表会場への入室方法

事務局より会議本番用のURL （各セッション毎に設定）を事前にお送りします。複数のセッションでご登壇予定がある場合、

セッション毎にURLが異なりますので、お間違えの無いようにご注意ください。

クリックいただくと、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。それでも接続できない場合は、「ブラウザから起動」をクリックしてください。

Zoomが起動したら「ビデオ付きで参加」を

選択してください。



(9)
開催当日② Zoom 入室後の設定

左下のボタンを「マイクON」と「ビデオON」に設定してください。

選択直後、PCのカメラが起動すると、ログインいただいた皆様のカメラ映像が表示されます。

「マイクON」 「ビデオON」



(10)開催当日③ セッション開始前の設定変更手順(1)

氏名表示の変更

入室時、基本的には役割と氏名が自動的に表示されるように設定しております。しかしながら入室される際のPC環境の都合

などで設定通りの表示がなされない場合がありますので、その場合は以下の手順で名前を変更してください。

ビデオ表示画面の右上 … をクリックし、以下の例の通り「名前の変更」を選択して設定を変更してください。

例：座長の場合「座長：山田 太郎（医療薬病院）」

演者の場合「演者：山田 花子（医療薬大学）」

（医療薬大学）



(11)

画面表示設定

画面表示については、以下の２種類がありますが、どちらに設定いただいても問題ありません。
※視聴者に配信される映像は、事務局で別途調整しています。先生がご覧になっている画面表示とは異なります。

スピーカービュー：話している人の映像が大きく表示されます。
スライドが流れている時間はこちらをお勧めします。
※ギャラリービューに切り替えたい場合は、右上の「ギャラリービューボタン」を選択してください。

ギャラリービュー：参加者全員が均等に表示されます。
※スピーカービューに切り替えたい場合は、右上の「ギャラリービューボタン」を選択してください。

スピーカービュー ギャラリービュー

このボタンを押すと、ギャラリービューとスピーカー
ビューを切り替えることができます。

開催当日④ セッション開始前の設定変更手順(2)



(12)

マイク・ビデオの設定（開始直前）

【座長】 【演者】セッション開始「1分前」になりましたら

「マイクOFF／ビデオON」に設定してください。

※開始の合図がチャットで表示されましたら、マイクを

「ON」にしてセッションを開始してください。

演者の講演中はマイク「OFF」にお願いいたします。

※ビデオは常時「ON」でお願いいたします。

セッション開始「1分前」になりましたら

「マイクOFF／ビデオON」に設定してください。

※セッション終了時まで、マイクはご講演・ご発言時のみ

「ON」とし、その他は「OFF」でお願いいたします。

※ビデオは常時「ON」でお願いいたします。

「マイクON」「ビデオON」 「マイクOFF」「ビデオON」

開催当日⑤ セッション開始前の設定変更手順(3)

１分前にセッションのタイトルスライドを表示
します。皆様マイクオフ・ビデオオンでスタン
バイお願いします。



(13)開催当日⑥ オンライン発表の基本的な流れ

基本的な流れは以下の通りですが、進行は座長に一任します。
定刻となりましたらスタッフがZoomチャットで「スタートしてください」とメッセージを入れますので
司会はセッションを始めてください。

[1] 座長のセッション開始の挨拶（Live配信）

[2] 座長より：演者紹介・Live配信

[3] 演者による講演データ共有・Live講演

演者はマイクをオンにして挨拶の後、スライドを共有して講演を開始してください。
事務局に事前提出スライドの共有を依頼している場合は、開始してよいタイミングに
なりましたら、「スライドをお願いします」と声かけください。

[4] 質疑応答（Live配信）

複数登壇者セッションで個別に質疑を受ける場合は、以後[2]～[4]を繰り返して終了、
総合討論がある場合は、[2]-[3]を繰り返したのちに、全員揃ってから[5]へ

[5] 総合討論/特別発言等 各種ご発言・Live配信

[6] 座長の締めの挨拶後、運営本部が学会タイトルスライドを表示して終了。

※座長は発言がない場合は、「マイクOFF」にしてください。

※座長・演者はセッション終了まで、常に「ビデオON」のままにしてください。



(14)

セッション中に視聴者からの質問がある場合は、Q&Aに表示されますので、座長は画面下の「Q&A」を

クリックし、あらかじめQ&A画面を立ち上げておいてください。

座長はQ&Aの内容を確認の上、答えたい質問を代読して演者へ質疑を行ってください。

Q＆Aは役割者（Zoom上の表記ではパネリスト）のみが閲覧可能です。

例： [座長] 参加者A先生から質問が入っています。山田先生、… については？

[演者] … については、…

このボタンは押さないでください。
事務局の方で処理します。

開催当日⑦ 質疑対応について

…について質問があります。・・・・



(15)

座長の締めのご挨拶が終わりましたら、運営本部が学会のメインスライドを表示します。

単位対象セッションの場合はキーワードの表示を始めます。

本部側でスライドの表示を開始しましたら、「終了」 → 「ミーティングを退出」ボタンを押してください。

開催当日⑧ セッション終了



(16)注意点・留意事項

① マイクON・OFFについて

座長・演者の先生方には、ご自身でマイクのON・OFFの切り替えを行っていただきますが、状況によって、運営事務局側で強制的に切り替えさせ

ていただくことがありますのでご了承ください。

② 発表時間の管理について

Zoom画面内には残り時間を示すタイムキープ用の時計表示がございません。各演者の講演持ち時間をあらかじめご確認のうえ、ご自身の時計で時

間の管理をお願い致します。状況によりディレクターからチャットにて時間管理に関するご連絡を送らせていただく場合がございます。単位対象

セッションの場合は講演時間が申請の重要な鍵となりますので、予定よりも極端に早く終了することがないよう、時間管理をお願いします。

③ 役割者（座長、演者等）の通信不良の場合

座長の場合：セッション担当者にチャットでご連絡ください主催担当が代理で進行します。

演者の場合：数秒待っても通信障害が改善されない場合は、次の演者に交代していただくようお願いいたします。

⑤ Zoom内のチャット機能

座長・演者がお入りになっているZoomにチャット機能がございます。他者の発言中など声を発せない場面で不明点がございましたら、Zoomの

チャットで事務局へお問い合わせください（All Panelistを指定してチャットいただければ、役割者間のみでの連絡が可能です） 。

また、セッション進行中に事務局からもチャットで連絡を差し上げる場合がございます。

セッションの進行中のお知らせ事項など、
運営事務局よりチャットで連絡を差し上
げます。



(17)

以上でLive配信セッションが終了です。

【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

スポンサードシンポジウム・告知について： cps2021@akane-ad.co.jp

オンライン開催・プログラムについて： 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。

役割者用ホットライン： 070-3601-5306 （会期中限定）

※ 24-25日 9:00ー18:00

mailto:cps2021@akane-ad.co.jp
mailto:18jkcpns@jtbcom.co.jp

