第 87 回日本消化器内視鏡技師学会
開催・参加登録に関するご案内
現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、最大限の感染防止対策を行うことを前提に、第 87
回日本消化器内視鏡技師学会は、会場で観覧と WEB 視聴（後日のオンデマンド配信）を併用したハイ
ブリッド方式での開催を行います。
１.【開催形式】
会場で観覧と WEB 視聴（後日のオンデマンド配信）を併用したハイブリット形式とする。

区 分

会 場
11/5(金)・6(土)

ＷＥＢ
11/15（月）13:00～11/29（月）18:00

イブニングセミナー
特別講演
教育講演
学会長講演

指定会場での通常講演
※一部講演方法変更の可能性あり

会場での講演を収録した動画を配信

シンポジウム
一般演題

指定会場での通常発表
または、事前収録の動画発表

会場での発表を収録した動画を配信

ランチョンセミナー
ベンダープログラム

指定会場でのみ通常講演

会場での講演を収録した動画を配信
（配信を希望した企業のみ）

◎WEB 視聴（後日のオンデマンド配信）は会場で収録した動画を、11/15（月）13:00 から 11/29（月）
18:00 まで配信いたします。この間は、インターネットの環境があれば、パソコン・タブレットなどでい
つでも視聴ができます。
※会場からのライブ配信ではありません。
２.【参加方法】
会場での観覧時には、３密を避けるため、収容人数を制限します。イブニングセミナーおよびランチ
ョンセミナーの申し込みも完全事前予約制とします。
当日の会場での新規受付はおこないませんので、予約のない方は入場できません。
学会、イブニングセミナー、ランチョンセミナーは、
下記の URL もしくは QR コードから申し込んでください。
申込フォーム：https://reg-cloud.com/jgets87/Entry/RegTop.aspx
参加登録方法について
受付期間

支払方法

会場で観覧＋WEB 視聴

9 月 1 日（水）10 時～
10 月 18 日（月）正午締切

クレジットカード決済
もしくは銀行振込

WEB 視聴

9 月 1 日（水）10 時～
11 月 10 日（水）正午締切

クレジットカード決済
もしくは銀行振込
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その他
当日までの流れ

ハイブリッド開催
（会場で観覧＋WEB 視聴）

WEB 視聴のみ

【会場で観覧】
受付期間内に参加登録し、参加費の支払いが確認できた方には、
11/1 迄に、会場参加方法について、参加申し込み時に登録されたメ
ールアドレスに、具体的にお知らせいたします。
【WEB 視聴】
受付期間内に参加登録し、参加費の支払いが確認できた方には、
11/12 迄に、WEB 視聴の方法について、参加申し込み時に登録さ
れたメールアドレスに、具体的にお知らせいたします。
【WEB 視聴】
受付期間内に参加登録し、参加費の支払いが確認できた方には、
11/12 迄に、WEB 視聴の方法について、参加申し込み時に登録さ
れたメールアドレスに、具体的にお知らせいたします。
【その他】
※"見逃した”等の救済措置はいたしません。

３.【参加費】
7,000 円（会場で観覧＋WEB 視聴、WEB 視聴のみのいずれも同額といたします）
※参加登録後の取り消し（払い戻し）はできませんのでご注意ください。
４. 出席証明書発行について
【会場で参加される方】は、会場で出席証明書をお渡しします。
会場観覧＋WEB 視聴で申し込みをされ、当日会場に来場されなかった場合の出席証明書の発行は、
WEB 視聴のみに準じます。
【WEB 視聴のみ】の方の出席証明書発行には、一定数以上の演題聴講などの条件があります。
受付期間内に参加登録し、参加費の支払いが確認できた方には、11/12 迄に、WEB 視聴方法に合
わせて出席証明書発行の方法について、参加申し込み時に登録されたメールアドレスに、具体的に
お知らせいたします。
５.【参加者へのお願い】
当学会は以下の感染防止対策を行います。十分な理解とご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染防止対策について
政府が発出した「イベント開催制限の段階的緩和の目安ガイドライン」に基づき算出した神戸ファッ
ションマートの収容人数を前提に、一般社団法人日本コンベンション協会が策定する新型コロナウイ
ルス感染防止ガイドライン、兵庫県イベント開催にあたっての留意事項を基に、以下の対策を行いま
す。参加者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご来場の際は、下記内容にご留意いただきます
よう、ご協力をお願い申し上げます。
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感染防止の取り組みとして、以下を実施いたします。
 学会参加者・出展者等が密になりにくい会場構成・レイアウト・導線計画で実施いたします。
 展示会場、ブース内でも、通常よりスペースに余裕を持たせます。
 会場ドアはクローズせず、会場内は充分な換気を行います。
 運営スタッフもマスク、手袋等を着用してのご案内になります。予めご了承ください。
 大声での会話やご案内は控えさせていただきます。
 検温のため、サーモカメラを設置いたします。施設入口での検温の実施にご協力ください。
 各会場入口に消毒液を設置いたしますので、手指消毒を行ってください。
 手渡しによる接触を避けるため、会場内での配布物は控えさせていただきます。
 受付の混雑を避けるため、事前登録による受付および参加費の事前納入をおこないます。
 受付等での透明アクリルボード・ビニールシールド等の設置いたします。
 会場内での飲食は厳禁とさせていただきます。
（ランチョンセミナーでのお弁当は除く）
 ご来場者の中に感染者が出た場合、感染拡大防止の為に、感染者情報（受講講座）を公表する場合
があります。
参加される皆様へのお願い
 来場はマスク着用を必須といたします。
（マスク着用の無い参加者には参加をお断りいたします）
 発熱・咳・咽頭痛・だるさ・倦怠感などの多様な風様症状に加え、味覚、聴覚障害や息苦しさなど
の肺炎症状を認めた場合には、当日の参加を自粛し、後日 WEB での視聴を行ってください。
 入場時にサーモグラフィーや非接触型体温計などにより検温を実施するのでご協力ください。
 発熱が認められた場合、入場をお断りすることがあります。
 施設入館時およびこまめな手指消毒又は石鹸による手洗いをお願いします。
 会場外における仲間内での飲み会・飲食を含めた会合はお控えいただき、自己による感染防御にも
十分留意した行動を心がけてください。
６.【発表形式】
原則として会場で発表していただきます。
（自治体からの自粛要請や施設からの出張制限などの理由で、会場での発表ができない場合のみ、
音声入り PowerPoint で発表していただきます。
）
※急遽、自治体からの自粛要請や施設からの出張制限の可能性があるため、会場で発表予定の発表者
も、あらかじめ音声入り PowerPoint の作成をお願いします。
※音声入り PowerPoint での発表方法：座長からの紹介の後に会場で投影する形態での発表とします。
※オンデマンド配信では、会場にて投影されたスライドと音声を収録し、1 セッション（1 演題グル
ープ）ごとに配信します。
７.【学会会場：演者 PC データ（スライド）受付】


演者は、9 月 1 日（水）10 時～10 月 18 日（月）正午までに WEB にて参加申込を行ってくだ
さい。



発表セッションの開始 40 分前までに発表会場を確認のうえ、9F ロビーの「演者・座長・司会
受付、PC 受付」へお越しください。
-3-

持参した発表データを試写用パソコンにて動作確認した後、発表用 PC へデータ転送します。



(当日は PC 受付担当スタッフを配置いたします)


持ち込みメディアは、USB メモリーでお願いします。
ただし、スライド中に動画が入っている場合は、ご自身の PC を持参してください。
(下記「８.【演題発表について】の４項目目の・動画のある方について」を参照してください)



コピーしたデータは、発表終了後、主催者側で責任を持って消去いたします。
持ち込みいただいたメディアはその場で返却致しますが、予備としてご自身で発表会場まで持

参してください。


持ち込みデータについて


不測の事態に備えて、必ずバックアップデータ(予備)をお持ちください。



フォントは Windows 10 に標準搭載されているもののみ使用してください。



ファイル名は「演題区分_(ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ)演題番号_(ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ)演者名.pptx」としてください。
(例) 看護患者管理 1_O25_内視鏡子. pptx
発表に使用するデータは、Windows 版 Microsoft(Office)PowerPoint 2013、2019 で作成し



てください。それ以外のバージョンで作成されたものは正常に機能しない場合が予想され
ますので、ご自身の PC を持参いただくか、必ず PowerPoint 2013、2019 形式で保存の上、
あらかじめ動作確認してからお持ちください。
８.【演題発表について】
演壇にモニターとマウス・レーザーポインタを用意しますので、ご自身で PC データ（スライ



ド）の操作をお願いします。
詳細は PC データ（スライド）受付時にご説明いたします。
口演演題で使用するプレゼンテーション機材は Microsoft Windows 10、プレゼンテーションソ



フトは PowerPoint 2013、2019 のパソコンを予定しております。
Mac、Windows8／8.1 で作成した場合は、ご自身の PC を持参いただくか、あらかじめ上記の



仕様で動作確認、及び修正をしてからご持参ください。フィルムによる 35 ミリスライド・ビデ
オ(DV テープ等)動画は使用出来ませんので予めご了承ください。


動画のある方について


スライド中に動画のある場合は、動画データを入力し再生可能なご自身の PC を持参して
ください。PowerPoint の中で直接再生可能な状態にしてください。



動画は、実際に持ち込み頂く PC で再生できることを事前に必ず確認してください。
本体の液晶画面に動画が表示されても、外部出力に接続した画面には表示出来ない場合が

あります。
発表に使用する PC の外部出力にモニターを接続して確認をしてください。持ち込み頂く
PC ではない PC で作成された動画は、再生されない場合がありますのでご注意ください。


音声の利用はできません。



発表者ツールの使用はできません。



会場のプロジェクターへの接続は、変換ケーブルが必要な場合、各自でご用意ください。外
部出力のない PC もご使用出来ません。プロジェクターへの接続コネクタは(HDMI)です。



スクリーンセーバーならびに省電力設定は予め解除しておいてください。
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電源ケーブルは必ず持参して下さい。バッテリーでの発表はトラブルの原因となります。



PC 席へご自身の PC をお持ちいただく際は、
パスワードを解除した状態でお渡しください。



持ち込み頂く PC に保存されているデータの損失を避けるため、必ず事前にデータのバッ
クアップをしてください。

９.【発表・討論時間】


シンポジウム及び一般演題ともに、発表時間７分、質疑応答３分です。



口演者は、円滑な進行のため、発表時間を厳守してください。口演時間の終了は、ランプでお
知らせします。発表時間の 1 分前に緑色ランプ、発表時間で赤ランプが点灯いたします。

10.【次演者】


次演者は、発表時間の 20 分前までに、次演者席で待機してください。

11.【発表要旨の提出について】


演者は発表要旨(発表内容をまとめた原稿を２部)および 原稿記録した電子媒体を A4 サイズの
封筒に入れ、学会当日に「演者・PC 受付」へ提出してください。



詳細は別紙「原稿依頼」で確認してください。



提出いただいた原稿は、日本消化器内視鏡技師会会報第 68 号に掲載致します。

12.【座長・司会の方々へ】


発表セッションの開始 30 分前までに、9F ロビーの「演者・座長・司会受付、PC 受付」へお越
しください。ご来場の確認をさせて頂きます。



円滑な進行のため、各セッションの制限時間を守って頂けるよう、ご協力をお願いします。

13.【会場内での注意】


会場内でのアナウンスによる呼び出しはいたしません。



携帯電話の通話は進行の妨げとなりますので、会場内では電源 OFF またはマナーモードにし
てください。通話は会場の外でお願いします。



全館禁煙です。



今大会はクロークを設置いたしません。ご理解ください。

14.【日本消化器内視鏡技師会の相談受付】


内視鏡技師に関する相談窓口を設けていますのでご利用ください。
※今大会は年会費の受付はいたしません。ご理解ください。

15.【プログラム・講演抄録】


会員の皆様には会報に同封されています。参加者は学会当日に持参してください。
講演抄録が必要な方には 500 円で販売いたします。希望者は、学会参加登録時に WEB 画面か
らお申込みください。
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