現地参加者へのご案内
1) 参加受付時間

2021 年 11 ⽉ 12 ⽇ (⾦) 8:30 〜 16:40
13 ⽇ (⼟) 8:30 〜 16:40

2) 参加受付場所
主婦会館プラザエフ 7F 第１会場 カトレア前
3) 参加費
会 員 10,000 円
⾮会員 12,000 円
企業

12,000 円

コーディネーター・⼤学院⽣ 5,000 円
※本学術集会に参加される⽅は、会員・⾮会員を問わず、参加費をお⽀払い下さい。
※⼤学院⽣および(学術集会に現地参加される)コーディネーターは、当⽇に受付にて証明書(名刺、
学⽣証等)をご提⽰下さい。
※事前に学会ホームページから参加費を⽀払われて現地参加された⽅は、⽀払時に発⾏される領収書
を学会受付でご提⽰頂ければ参加証をお渡しします。
4) 参加費の⽀払い⽅法と参加票の受け取り⽅
・現地参加と Web 参加とのハイブリッド開催に伴い現地での⽀払いと Web での事前の⽀払いが可能です。
参加費は同⼀です。
① 現地での⽀払い

現地参加され、参加費の⽀払いも現地でされる⽅は、参加受付時間内に参加受付場所で参加費を
お⽀払い下さい。参加票はその時お渡しします。
② Web での⽀払い

Web での参加申込と参加費の⽀払いが可能です。以下のリンクから参加登録と参加費の⽀払いを⾏って
下さい。領収書も Web で発⾏します。
○ Web 参加登録受付期間

2021 年 10 ⽉ 25 ⽇(⽉) 〜11 ⽉ 9 ⽇(⽕)

○ ⽀払い⽅法

クレジットカード決済のみ

事前参加登録はこちら

【参加登録に関する問い合わせ】
※⼤会参加登録管理業務につきましては、株式会社⽇本旅⾏へ委託しております。
第 47 回⽇本臓器保存⽣物医学会学術集会 参加登録

（⽇本旅⾏ 名古屋法⼈営業⽀店内）
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 2 丁⽬ 11 番 30 号セントラルビル 1 階
TEL : 052-232-6702 FAX : 052-232-6711
E-mail : jsopb47_registration[at]nta.co.jp ※[at]を@に置き換えてください。
営業時間 10:00〜16:30（⼟⽇祝⽇休業⽇）
③ Web で参加費を⽀払われた場合の参加票の受け取り⽅

Web で参加費を⽀払った後に現地参加される⽅は、Web で発⾏される領収書をご提⽰頂ければ、参加
受付で参加票をお渡しします。
Web で参加費を⽀払った後も Web 参加のみの⽅には、学会終了後に Web で登録されたご住所に参加票
を郵送します。
5) Web 参加のための URL の受け取り
・Web 参加するためには、事前に Web での参加登録が必要です。11 ⽉ 9 ⽇(⽕)までに Web で参加登録と
参加費の⽀払いをお願いします。
・Web で参加費を⽀払われた⽅には、後⽇事務局より Web 会議室に⼊室するための Zoom の URL を、
登録時に⼊⼒されたメールアドレスに送信します。
・Web 会議室に⼊室する URL には「視聴者」と「バネリスト」の 2 種類があり、参加登録されると必要な
URL が登録されたアドレスに後⽇送信されます。
・11 ⽉ 10 ⽇(⽔)以降に Web 参加を希望される⽅は、事務局(info@jsopb47.jp)まで住所・⽒名・所属・
メールアドレスを明記の上、メールにてご連絡下さい。
6) プログラム・抄録集
・会員には事前にお送りしております。お忘れの⽅、追加でご⼊り⽤の⽅は参加受付にて⼀部 1,500 円で
販売致します。会員以外の⽅もご購⼊下さい。
7) 懇親会
・本年の社会情勢に準じ、開催しないことと致しました。
8) ランチョンセミナー
・昼⾷をご⽤意しておりますが、数に限りがあります。予めご了承下さい。
9) 学会⼊会⼿続き
・会期中、参加受付の学会デスクにて本学会の⼊会を承ります。
10) 学位の取得について
・本学術集会は、⽇病薬病院薬学認定薬剤師制度の対象となります。必要な⽅は、参加受付の学会デスクに
ご申請下さい。
11) 撮影および録⾳
・主催者の許可を得た⽅を除き、会場での撮影および録⾳は禁⽌させて頂きます。

12) 取材
・会場での取材は会⻑の許可が必要です。⼤会ホームページにあります「報道関係者の⽅々へ」から取材
申込書をダウンロードし、11 ⽉ 5 ⽇(⾦)までに⼤会事務局(info@jsopb47.jp)に申し込んで下さい。但し、
取材の可否は会⻑⼀任となりますのでご了承下さい。
13) 新型コロナウイルスに対する感染対策
・会場では、マスク着⽤・室内の換気・⼿指消毒・⼊り⼝での検温・備品の消毒・アクリル板の設置・Social
Distance の確保・着席⼈数の削減等による⼗分な感染対策を施します。⼊場時に体温が 37.5 度以上の⽅
は、⼊場をお断りすることがあります。

Web 参加者へのご案内
1) Web によるライブ配信
・本学術集会は現地参加を原則としますが、感染対策のためにそれが難しい参加者のため、Zoom の
Webinar によるライブ配信を併⽤致します。また、質疑応答も現地参加者間を基本と致します。
・配信はライブ配信のみで、後⽇のオンデマンド配信はありません。
2) Web での参加登録
・Web で参加される⽅は⼤会ホームページより事前の参加登録が必要です。参加費は現地参加と同⼀です。
以下のリンクから参加登録と参加費の⽀払いを⾏って下さい。領収書も Web で発⾏します。
○ Web 参加登録受付期間

2021 年 10 ⽉ 25 ⽇(⽉) 〜11 ⽉ 9 ⽇(⽕)

○ ⽀払い⽅法

クレジットカード決済のみ

事前参加登録はこちら

【参加登録に関する問い合わせ】
※⼤会参加登録管理業務につきましては、株式会社⽇本旅⾏へ委託しております。
第 47 回⽇本臓器保存⽣物医学会学術集会 参加登録
（⽇本旅⾏ 名古屋法⼈営業⽀店内）
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 2 丁⽬ 11 番 30 号セントラルビル 1 階
TEL : 052-232-6702 FAX : 052-232-6711
E-mail : jsopb47_registration[at]nta.co.jp ※[at]を@に置き換えてください。
営業時間 10:00〜16:30（⼟⽇祝⽇休業⽇）
・Web 会議室に⼊室する URL には「視聴者」と「バネリスト」の 2 種類があり、参加登録されると必要な
URL が登録されたアドレスに後⽇送信されます。また登録時に参加費の領収書も発⾏されます。

3) 学術集会の参加票
・Web 参加のみの⽅の参加票は、参加登録時に⼊⼒された住所に⼤会終了後に郵送致します。
4) Web 参加の準備
・初めて Zoom を利⽤される⽅は、事前に Zoom アプリのインストールをお願い致します。次のリンク
から「ミーティング⽤ Zoom クライアント」をダウンロードすると⾃動でインストールされます。
https://zoom.us/download
・有線のインターネット接続が望ましく、次のテスト等で下り回線速度 10Mbps 以上が推奨されます。
(通信回線の他のテストサイトは「スピードテスト」で検索できます)
https://www.nperf.com/ja/
・会議の参加前に、Zoom の名前を「⼭⽥太郎 板橋中央総合病院」のように本名と所属にして下さい。
画⾯下部にある「参加者」をクリックすると右側に参加者の⼀覧が出ます。ご⾃⾝のお名前の上に
カーソルを持っていき、
「詳細」の中から「名前の変更」をクリックして名前を修正して下さい。
5) Web 視聴者の⼊室⽅法
・Web で参加登録をすると登録時に⼊⼒したメールアドレス宛に、事務局から 11 ⽉ 10 ⽇までに
件名：
「
【重要】第 47 回⽇本臓器保存⽣物医学会学術集会・Web 視聴者へ」というメールが配信されます。
それに記されている Zoom の「視聴者」⽤の URL をクリックして⼊室して下さい。
・
「視聴者」は視聴のみため、座⻑や演者で⼊室するには「パネリスト」の URL で⼊り直しが必要です。
・
「視聴者」の URL には、12 ⽇⽤と 13 ⽇⽤の「第 1 会場カトレア」と「第 2 会場スイレン」があります。
・当⽇⼊室できない場合の連絡先は、主婦会館プラザエフ 03-3265-8111 になります。
・Zoom のリンクをクリックすると「オーディオに接続」というパネルが出ますので、
「コンピューター
オーディオに参加する」をクリックします。
・
「院内コーディネーター研修会」以外の全ての Web 配信は Zoom Webinar で⾏います。座⻑と演者以外の
⽅は基本的には「視聴者」となり、ビデオやマイクは使⽤できません。しかし、Zoom の Q&A が利⽤で
きますので、ご質問はそれで投稿して下さい。但し、その採否は座⻑に⼀任とさせて頂きます。
・Zoom Webinar では参加者の Zoom の機能を「ホスト」が制御する形となりますのでご了承下さい。
・ライブ配信される情報の録画、録⾳、スクリーンショット、撮影などの⾏為は禁⽌します。
また、無断転⽤・複製も⼀切禁⽌します。

