
 座長・ご発表の皆様へ（当日のご案内） 

1 セッション座長へのお知らせ 

a) 座長は、当該セッション開始前までに参加手続きと座長受付（1 階ホール）をお済ませください。 

b) ご担当されるセッションの開始 10 分前までに、会場へお越しいただき次座長席にてお待ちくださ

い。 

c) セッション開始のアナウンスはいたしません。定刻になりましたら、セッションを開始してくださ

い。 

d) 各セッションの発表時間は以下の通りです。 

一般口演、 

当事者セッション 

発表時間 10 分間 

質疑応答 4 分間 

演者交代時間 1 分間 

学生セッション 

発表時間 8 分間 

質疑応答 3 分間 

演者交代時間 1 分間 

e) 発表終了の 1 分前に呼び鈴を 1 回、終了時に 2 回鳴らしてお知らせします。質疑応答の時間が終

了した際には、呼び鈴を 3 回鳴らします。 

f) プログラムの定時進行のため、時間厳守でお願いいたします。 

g) 発表者、質問者等の敬称については「◯◯さん」を用い、「◯◯先生」は原則として使用しないで

ください。 

h) 発表者への質問は、所属、氏名を名乗った上で行うようアナウンスしてください。 

i) 異なる分野から多くの方が参加されますので、わかりやすい表現・用語を使用してください。専門

用語を使う場合には説明を加えるなど、初めて聞く方にも理解できるように配慮をお願いします。 

j) 各口述発表終了後に行われる、アフターセッションの座長をお願いします。 

k) セッション終了時に、発表者と参加者に対しアフターセッションの参加を促してください。 
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2 口述発表者へのお知らせ 

(1) 発表時間 

１） 一般口演、当事者セッションの発表時間は 10 分間、質疑応答は 4 分間、演者交代時間は 1 分間

です。 

２） 学生セッションの発表時間は 8 分間、質疑応答は 3分間、演者交代時間は 1 分間です。 

３） 発表終了の 1 分前に呼び鈴を 1 回、終了時に 2 回鳴らしてお知らせします。発表時間は厳守で

お願いします。質疑応答の時間が終了した際には、呼び鈴を 3 回鳴らします。 

４） 異なる分野から多くの方が参加されますので、わかりやすい表現・用語を使用してください。専

門用語を使う場合には説明を加えるなど、初めて聞く方にも理解できるように配慮をお願いしま

す。 

５） 発表、質疑及びディスカッションの際は、敬称には「◯◯さん」を使用し、「◯◯先生」は原則

として使用しないでください。 

６） 各セッションの口述発表終了後、口述発表の質疑応答で十分に議論を尽くせなかったことや聞け

なかったことなど、発表者、座長、参加者でざっくばらんに議論し、発表者と参加者が交流する

ための「アフターセッション」を実施します。ご参加いただきますよう、よろしくお願いしま

す。 

 

(2) 発表者の受付 

１） 発表者は、当該セッション開始前までに参加手続きと演題受付（１階ホール）をお済ませくださ

い。 

２） 発表者は、発表開始の 10 分前までに次演者席（会場左手前方）に着席ください。 

３） 発表は、直接発表会場にお越しいただき、発表会場に備え付けてある PC にメディアを挿入し、

発表をお願いします。セッション当日、発表前の空き時間であれば、会場内に備え付けてある PC 

で試写が可能ですので、会場係にお申し出ください。なお試写で使用したデータの管理は、ご自

身でお願いします。会場備え付け PC のデスクトップへの保存はできませんので、必ず発表時に

データをご持参ください。 

４） 発表は、PC プレゼンテーションのみです。35mmスライドやビデオテープは使用できません。 

５） 発表データは、PC 本体をご持参されるか、USB フラッシュメモリーをご持参ください。 

６） 会場に設置する機材スペックは下記の通りです。 

( ア) OS：Microsoft Windows 

( イ) ソフトウェア： Microsoft PowerPoint  2007/2010/2013/2016 
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７） 動画を使用する場合や MacOSで発表される方は必ずご自身の PC をご持参ください。また

Windows であっても、特殊なフォント、アプリケーション、動画などがある場合は、ご自身の PC 

でのプレゼンテーションを推奨します。 

 

(3) 発表データについて 

【メディアをお持込みされる場合】 

a) 使用可能なメディアは、USB フラッシュメモリーのみです。CD-R、DVD-R、CD-RW、MO、フロッ

ピーディスクは受付できません。 

b) お持込みのメディアには当日発表されるデータ以外は入れないようにしてください。 

c) 動画データがある場合、Windows Media Player の初期コーデックで再生可能なもの（WMV 形式

推奨）のみとします。 

d) 発表に使用する PC、プロジェクターの画面サイズはワイド画面 16：9です。標準 4：3もご使

用になれますが画面が小さくなります。ご使用のデータのサイズを合わせてレイアウトの確認

をしてください。 

e) 使用フォントは、特殊なものでなく、OS:Windows標準搭載のものをご使用ください。 

日本語推奨フォント：MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝など 

英語推奨フォント：Arial、Arial Black、Century、Century Gothic、Times New Roman など 

f) 保存時のデータファイル名は、「演題番号_演者名」としてください。 

g) メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新のウィルス駆除ソフトでチェック

したものをご持参ください。 

h) コピーミスを防ぐため、データコピー作成後、他のパソコンで正常に動作するかチェックして

ください。 

i) 発表用データに他のデータ（動画・静止画・グラフ等）をリンクさせている場合は、リンクし

ているファイルをパワーポイントファイルと同一フォルダに保存し、他の PC での動作確認を

行ってください。 

j) 発表スライドの 1 枚目は、表題スライド（演題名・演者名等）にしてください。 

k) スムーズな進行のために、発表者ツールの使用はご遠慮ください。 

【PC をお持込される場合（Windows、MacOS とも可能）】 

a) コネクターの形状は、ミニ D-sub15 ピンまたは HDMI です。外付コネクターを必要とする場合

は、必ずご自身でご持参ください。また、AC アダプターは、必ずご用意ください。 

b) 発表中にスクリーンセーバーや省電力機能が作動しないように設定してください。 
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c) 電源のオプションを「常にオン」もしくは「プレゼンテーション」にしてください。 

d) スリープからの復帰時、起動時のパスワードは解除しておいてください。 

e) ご自身の PC と共に、バックアップ用のデータ（USBフラッシュメモリー、CD-R）をご持参くだ

さい。 

 

3 アフターセッションについて 

(1) アフターセッションの時間について 

一般口演、当事者セッションの終了後に、続けてアフターセッションをおこないます。時間は発表

演題数によって異なりますので、日程表をご確認ください。 

 

(2) 進行 

進行は各セッションの座長にお任せします。口述発表の質疑応答で十分に議論を尽くせなかったこ

とや聞けなかったことなどについて、発表者、座長、参加者でざっくばらんに議論し、発表者と参加

者の交流の場としてご活用ください。 

 

4 インタラクティブセッション発表者へのお知らせ 

(1) 展示・発表会場 

会場はインタラクティブセッション会場（E305）です。 

(2) 展示準備・展示・発表時間 

受付・展示準備・展示・撤去 

展示準備 第１日目 8月 21日（水） 11：00～12：00 

展示 

第１日目 8月 21日（水） 12：00～17：40 

第 2日目 8月 22日（木） 9：30～17：30 

第 3日目 8月 23日（金） 9：30～12：00 

撤去 第 3日目 8月 23日（金） 12：00～12：40 

 

発表・コアタイム 

インタラクティブセッション 1 8月 22日（木） 10：40～11：40 

インタラクティブセッション 2 8月 22日（木） 14：40～15：30 

インタラクティブセッション（学生） 8月 22日（木） 14：40～15：30 

インタラクティブセッション 3 8月 22日（木） 15：30～16：20 
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(3) 展示準備・展示 

a) インタラクティブセッションは、発表ブースにて、実物展示および実演を含む発表です。 

b) 発表は、ポスター・実物展示・映像など方法は問いません。 

c) 各発表者ブースにはパネルを用意いたします。 

d) 本年度は掲示パネルに電子黒板を利用します。印刷物を持ち込まず、ＰＤＦ掲示（ＵＳＢメモリ

使用）、ＰＣ（ＨＤＭＩ端子）による投影も利用できます。 

e) 演者の方は、当該セッション開始前までに受付（1階ホール）をお済ませください。 

f) ＰＤＦ掲示をご希望の場合、受付時に実行委員会が用意したＵＳＢメモリにデータを入れてご

投影ください。カンファレンス終了後、実行委員会にて回収し、データを再生できない形で消去

いたします。お持ち帰りにならないよう、ご注意ください。 

g) 指定の時間に設営、撤去をお願いします。なお、発表時間が終了しても、撤去・搬出時間までは

撤去しないでください。 

h) 撤去時間を過ぎても撤去されなかったポスター等は、運営事務局にて処分しますのでご了承く

ださい。 

 

(4) 発表 

a) 発表者は当該セッション時間には、それぞれポスター等の前で待機していただき、参加者と自由

に意見交換してください。 

b) 当該セッション時間以外に会場内で待機する必要はありません。 

c) 異なる分野から多くの方が参加されますので、わかりやすい表現・用語を使用してください。専

門用語を使う場合には説明を加えるなど、初めて聞く方にも理解できるように配慮をお願いし

ます。 

d) 発表者、質問者等の敬称については「◯◯さん」を用い、「◯◯先生」は原則として使用しない

でください。 

e) 演者の方は、各パネル前に用意いたします「発表者リボン」をご着用の上、ご発表ください。 

(5) 展示方法 
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a) 展示用パネルは、縦 120 ㎝×横 180 ㎝の電子黒板で

す（右図）。 

b) パネルには事務局で予め演題番号（11cm × 11cm）

を掲示します。 

c) 演題番号の横に掲示する、演題名、所属、氏名（縦 11cm 

×横 65cm）は各自にてご用意ください。または、展

示用パネルへの投影部（右図の投影部分）左上に掲示

してください。 

d) ポスターは演題名等の下、縦 110 ㎝×横 177 ㎝（地

面からの高さ 90㎝）のスペース（右図の投影部分）

に展示してください。ＰＤＦなどの投影も同スペー

スとなります。 

e) 投影の際の解像度は横 1920×縦 1200です。パワーポ

イントでは、右図の矢印幅がワイド画面サイズにな

ります。 

f) 各展示パネルには投影用の電源をご用意いたしま

す。 

g) 掲示用パネルへの押しピンの使用はできません。ポ

スターなどの展示に必要なマグネット、投影用のＵＳＢメモ

リは事務局で用意いたします。 

h) 演題登録時にご登録いただいた、電源及びテーブルは事務局

で用意いたします。 

i) テーブルをご利用の方は、展示物を配慮したサイズでポスタ

ーを作成してください。テーブルの高さは 70cm、奥行きは

45cm、幅 180㎝です。 

 

(6) 搬入・搬出方法 

a) 宅配便で荷物を送られる場合は下記宛に 8 月 20 日（水）の

午後着指定でお送りください。 

b) 送り先： 

〒006-8585 北海道札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4-1 北海道科学大学 E 棟 E305  

第 34回リハ工学カンファレンス in さっぽろインタラクティブ会場 宛 

ご依頼主の氏名欄には、演題番号（プログラム参照）・発表者名をご記入ください。 

使用する電子黒板 

ＵＳＢメモリ接続部 
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c) 搬出日の宅配便は、ご自身にて手配ください。佐川急便の着払伝票のみ、こちらで準備いたしま

す。23日（金）14：00～15：30 に業者に待機してもらいます。必要の際には、会場係にお訪ね

ください。また、搬出準備が整った荷物も会場係の指示にしたがってください。 

 

5 学生セッション、インタラクティブセッション(学生)発表者へのお知らせ 

(1) 発表について 

「2 口述発表者へのお知らせ」、「3アフターセッションについて」、「4インタラクティブセッション発

表者へのお知らせ」をそれぞれご確認ください。 
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