
参参加加者者のの皆皆様様へへ  
 

（（1））学学会会にに参参加加すするる前前にに 

・全ての発表は Zoom により⾏われます。事前に Zoom の使⽤におけるネットワーク接続、
マイク、スピーカーに問題がないかご確認ください。 
・可能な限り最新版の Zoom のアプリをインストールしてご利⽤ください。 
・マイク、ビデオの ON/OFF 切り替え、チャット欄への記⼊、表⽰名の変更⽅法などにつ
いて、事前にご確認ください。 
・参加前に、Zoom の表⽰名をニックネームなどではなく、英語で「name（affiliation）」
に設定してください（例：Taro Peptide（Peptide Univ.））。 
 

（（2））⼊⼊室室 

⼝頭発表 
・討論会 HP の「オンラインシンポジウム参加」からマイページに⼊っていただき、Zoom
ミーティング URL をクリックして⼊室してください。ホストが参加を許可するまで、待機
室でお待ちください。 
ポスター発表 
・討論会 HP の「オンラインシンポジウム参加」からマイページに⼊っていただき、各ポ
スター発表者のページに表⽰される Zoom ミーティング URL をクリックして⼊室してく
ださい。 
 

（3））発発表表中中 

・⼝頭発表の発表中は、聴講者はマイクとビデオを OFF にしてください。これらが ON に
なっている場合、主催者により強制的に OFF にされる場合があります。 
・ポスター発表において、質問者はマイクとビデオを ON にして質問してください。 
・同じ部屋から複数のパソコンで参加される場合はハウリングが発⽣しますので、パソコ
ン間の距離を⼗分にとり、イヤホンの使⽤、もしくは 1 台以外は常時ミュートの状態でご
参加ください。 
・⼝頭発表における質疑応答は、質問がある旨をチャット欄に書き込んでください（例：
ペプチド太郎（ペプチド⼤院薬）です。質問があります）。座⻑がそれを⾒て指名しますの
で、マイクとビデオを ON にし、⼝頭で質疑応答をしてください（できるだけ英語でお願
いします）。質疑応答後は、マイクとビデオを OFF にしてください。 
・発表途中の⼊退出は⾃由です。部屋を移動する場合は「ミーティングから退室」をクリ
ックしてください。 
  



※※注注意意事事項項  

・ススククリリーーンンシショョッットト撮撮影影をを含含めめ、、発発表表画画面面のの撮撮影影やや録録音音はは厳厳禁禁でですす。。 
・参加時の名前には本名および所属を英語で表⽰してください（例：Taro Peptide（Peptide 
Univ.））。不適切な表⽰の場合、参加が承認されない場合があります。チャットディスカッ
ションに質問を投稿する際も、英語で名前・所属を明記してください。 
 
 
Information for Participants 
 
(1) Before attendance at this symposium 
・All presentations will be carried out on the “Zoom”. Please make sure your network connection 
and workability of your mike and speaker before attendance.  
・Please install the latest version of Zoom application whenever possible. 
・Please make sure ON/OFF switching of your mike, video and the ways to fill in the chat field and 
to change display name, in advance. 
・Please enter into the Zoom system using your name and affiliation. Do not use your nickname and 
so on, please. 
 
(2) Room entry 
Oral presentations 
・After entry into your “My Page” on HP of this symposium, click the URL of Zoom meeting, please.  
Poster presentations 
・After entry into your “My Page” on HP of this symposium, click the URL on Zoom meeting for 
each presentation, please.  
 
(3) During presentation 
・During oral presentations, we ask any audiences to turn off your mike and video. 
・During poster presentations, you use your mike and video when you cast your question. 
・We ask you to be careful not to yield any howling.   
・In oral presentations, please use the chat field when you have any question. After the chairs call 
you, please cast your question and comment using your mike and video. Please turn off your mike 
and video after your question and comment. 
・Whenever on presentations, you can freely enter or exit the room. Please click the “exit the meeting” 
in your moving. 
 
Caution.  
・Any screenshots and recordings are strictly prohibited. 
・We ask you to show your name and affiliation in your attendance at this symposium. Also, show 
your name and affiliation when you cast your question. 




