
 

 

演者(一般・フレッシュマンズ演題)へのお願い 

本学会の第 2・3 会場は、「Zoom ミーティング」を使用した双方向配信でオンライン
開催いたします。本学会はオンライン開催であるため参加者は来場しませんが、演者の
方には配信会場（アクトシティ浜松 コングレスセンター）にご来場をお願いいたしま
す。なお、当日ご来場が難しい場合は、事前に事務局にご相談ください。 

演者の方には事前の参加申し込みをお願いしておりますので、本学会ホームページよ
りお申し込み手続きをお願いいたします。 

事前参加の申込期間は 4 月 28 日（木）～6 月 26 日（日）12:00 までです。 
 

1．一般演題・フレッシュマンズ演題 
・配信期間：事前）2022 年 6 月 10 日(金)～26 日(日) 

当日）2022 年 6 月 25 日(土)・26 日(日) 
・配信会場：事前）会場なし（自宅などから動画を視聴ください） 

当日）第 2・3 会場（コングレスセンター 43・44 会議室） 
・視聴方法：事前）「Vimeo ライブ配信サイト」上に掲出された動画をクリックして 

事前に動画視聴 
当日）「Vimeo ライブ配信サイト」上に掲出された Zoom ミーティング 

用 URL をクリックして Zoom で参加 
・発表形式：「Zoom ミーティング」による双方向配信 
 
 

2．発表スライドの準備と注意事項 
1）スライドデータの形式／PowerPoint（PPT）形式 
2）スライドのアスペクト比／16：9（※4：3 でも可） 

3）演題発表用スライド／運営事務局に事前提出（6 月 1 日(水)まで） 
データをサーバーにアップロードする方法については後日、運営事務局よりメール 
にてお知らせします。 

4）学会当日、演題発表用スライドの変更はできませんのでご了承ください。 
5）持ち込みのパソコンは使用できません。 
6）発表時に利益相反（COI）についての開示をお願いいたします。1 枚目のタイトル

スライドに COI に関する内容を記述してください。 
7）発表時間は厳守でお願いします。 

※Zoom では PowerPoint 内に配置した動画を再生してミーティングを行うことを
推奨していません。そのため、発表当日 参加者の共有画面では、動画がスムーズ
に視聴できない可能性がありますのでご注意ください。また、システムの都合上、
学会当日の口述発表時、スライド内に挿入された動画の音声を流すことはできま

せん。 
※Microsoft Office Power Point 2021 搭載のパソコン（Windows10）をご用意し

ておりますので、Microsoft Office Power Point 2010・2013・2016・2019・
2021 バージョン、Office 365（Microsoft 365）で作成したデータの対応も可能
です。Office 互換ソフトを使用された場合、書式やレイアウトが変わる場合があ
ります。 

※発表に使用したデータは会期終了後に大会主催者側で責任をもって削除します。 



 

3．動画の準備と注意事項 
1）動画フォーマット／MP4 形式 

2）ビデオの画質／インターネット品質（＝HD 品質） または プレゼン品質（＝フル
HD 品質） 

3）アスペクト比／16：9（※4：3 でも可） 
4）事前配信動画／運営事務局に事前提出（6 月 1 日(水)まで） 

データをサーバーにアップロードする方法については後日、運営事務局よりメール
にてお知らせします。 
※本学会では当日の口述発表に加えて、事前配信を行います。演者は 6 月 1 日（水）

までにオンデマンド配信用の演題発表動画（無音の動画）を事務局に提出してく
ださい。動画の作成方法は「事前掲出用 演題動画制作マニュアル」を参照してく
ださい。 

※演題発表動画を 6 月 10 日（金）～26 日（日）の期間、「Vimeo ライブ配信サイ
ト」にてオンデマンドで視聴できるよう事前公開いたします。 

 
 

4．演者の受付 
担当セッション開始時刻の 30 分前までに 3 階ロビーに設置した「座長・演者受付」

にお越しください。また、担当セッション開始時刻の 10 分前までに、各会場の「次
演者席」にご着席ください。 
 
 

5．発表の流れ 
配信会場にて「Zoom ミーティング」を使用し、口述発表を行っていただきます。

学会スタッフ（演者サポーター）が発表用スライドの 1 枚目を「Zoom ミーティング」
に共有した状態にしておきます。この時、Zoom の設定は「マイクミュート・PC カ

メラオフ」になっていますが、演者の姿と声は会場内に設置した別のカメラ・マイク
で収録するため、設定は変更せず演者用パソコンを用いてスライドの操作を行ってく
ださい。発表の順番になりましたら演者席に着席し、座長からの紹介後に発表を開始
してください。また、学会スタッフ（ファシリテーター）が発表時間の終了 1 分前に
予鈴（1 鈴）、終了時間に本鈴（2 鈴）を鳴らします。なお、1 演題あたりの時間は発
表（8 分）、質疑応答(4 分)であり、1 セッションは 4 演題（計 60 分）となります。 
 
【 セッションの進行例（4 演題での構成：60 分） 】 
 

・座長挨拶（1.5 分） 
・演題 A：発表（8 分）＋質疑応答(4 分)＋次演者との入れ替え（3 分） 
・演題 B：発表（8 分）＋質疑応答(4 分)＋次演者との入れ替え（3 分） 
・演題 C：発表（8 分）＋質疑応答(4 分)＋次演者との入れ替え（3 分） 

・演題 D：発表（8 分）＋質疑応答(4 分) 
・座長クロージング（1.5 分） 

 
※第 3 会場の最終セッションのみ 3 演題の構成（計 45 分）となります。 
 
座長が質疑応答および発表をクロージングします。各セッションの最後の演者の

方は質疑応答が終了しましたら退席してください。 



 

6．質疑応答 
参加者からの質問の受付は、以下の 4 つの方法があります。演者は質問に対して口

頭で回答してください。 
1）事前配信動画を視聴した参加者からの事前質問 

本学会ホームページに設置された事前質問用の Google フォームを使用して、質問
を受け付けます。質問内容は座長が読み上げます。 

2）Zoom の参加者からの質問（Zoom のチャット機能による投稿） 
質問内容は座長が読み上げます。 

3）Zoom の参加者からの質問（Zoom の「手を挙げる」機能による質問） 
座長に指名された参加者は、自身のカメラとマイクを ON にしてから質問します(カ
メラがない場合はマイクのみとなる場合があります)。 

4）第 2・3 会場の参加者（主に他のセッションの司会者・座長・演者）からの質 
 問座長に指名された質問者は、座長・演者席の付近に設置されたマイクに近づいて

質問します。 

 
 

7．演者としての職務遂行が不可能な場合 
不測の事態で演者としての職務が遂行不可能となった場合、速やかに以下の「緊急

連絡先」にご連絡ください。 
 

[学会当日の緊急連絡先]   携帯電話／ 
6 月 18 日（土）までにメールでお知らせします。 

 
 

8．お問い合わせ先 
「演者へのお願い」について不明な点がありましたら、下記の問合せ先までご連絡

ください。 
 

[運営事務局]  株式会社日本経済広告社 担当／小池 
E-Mail: sptac25th@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

利益相反（Conflict of interest：COI）の開示に関する基準 
 

静岡県理学療法士会（以下、「本会」という）では、本会に関連する事項について、
下記の通り利益相反の開示を求めるものとする。 

 

記 
 

1．対象 
1）本会が主催する学会およびそれに類する催しで発表する演題 
2）学術誌「静岡理学療法ジャーナル」に投稿する論文 
3）本会が行う調査研究事業 
4）本会が行う研究助成に申請する研究 

2．申告すべき事項と条件 
1）臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体（以下、企業・組織

や団体という）の役員、顧問職については、１つの企業・組織や団体からの報酬額
が年間 100 万円以上とする。 

2）株式の保有については、１企業あたり 1 年間の株式による利益（配当、売却益の
総和）が 100 万円以上の場合、あるいは当該全株式の 5％以上を所有する場合と
する。 

3）企業・組織や団体からの特許権使用料については、１つの権利使用料が年間 100
万円以上とする。 

4）企業・組織や団体から、会議の出席（発表）等、研究者を拘束した時間・労力に
対して支払われた日当（講演料など）については、１つの企業・組織や団体の総額
が年間 50 万円以上とする。 

5）企業・組織や団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料につい
ては、１つの企業・組織や団体の総額が年間 50 万円以上とする。 

6）企業・組織や団体から提供される研究費については、１つの企業・組織や団体か
ら臨床研究（受託研究費、共同研究費など）に対して支払われた総額が年間 200
万円以上とする。 

7）企業・組織や団体 から提供される奨学（奨励）寄付金については、１つの企業・
組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局（講座・分野）あるいは
研究室の代表者に支払われた総額が年間 200 万円以上の場合とする。 

8）企業・組織や団体から提供される寄付講座に申告者らが所属している場合とする。 
9）その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、１つの企業・

組織や団体から受けた総額が年間 5 万円以上とする。 
3．開示の方法 

1）利益相反の開示の対象を所管する機関が定める規程に従うこととする。 
 

以上 

 
（2017 年 8 月 19 日、静岡県理学療法士会定例理事会にて承認） 

 

 

 

 

 



 

■利益相反の開示に該当する項目がない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利益相反の開示に該当する項目ある場合 
該当する項目に団体名を記入し、該当しない項目は削除してください。 

 

 


