参加者へのご案内
1. 開催形式
本研究会は対面（横浜市西公会堂）及びオンライン（Zoom）のハイブリッド形式で開催します。
1対面参加： 健康上の安全を重視し、対面参加可能な方の任意の参加とします。
2オンライン参加： 上記以外の方。
※全てのセッションにおいて、参加者による録画、撮影を禁止いたします。

2. 発表、参加形式
1口頭発表：対面及びオンラインでの発表、参加
2ポスター発表（e-Poster 及びオンライン発表）：オンラインでの発表、参加
※対面参加の方は、会場内の会議室や講堂前ホワイエにて、ご自身の PC やタブレット端末か
らご発表、ご参加下さい。会場内での混線を防ぐため、ヘッドセットをご持参下さい。
※オンライン参加の際は、Zoom 上の表示名を「氏名（所属）」として下さい。

3. 対面参加における新型コロナウイルス感染症対策
1対面参加の方は、体調チェック表にご記入の上、受付の回収箱に入れて頂き、検温等にご協
力下さい。
2会場内ではマスク等の着用をお願いします。
3会場内では他の参加者との間隔を開けて、ご着席下さい。
4新型コロナウイルスへの感染リスクがあることを承諾し、感染リスクを含むあらゆるリスク・
損失については、原則として参加者の自己責任となることに同意願います。
5参加後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染が明らかになった場合には、速やかに研究会事
務局に連絡し、行政機関による調査へご協力願います。
研究会事務局：secretary_office@jsot-mbs2021.com

4. 参加費、参加登録
1事前参加登録期日までに登録頂いた場合は事前参加費、期日を過ぎての登録では当日参加費
のお支払いとなります。
2期日を過ぎてからの当日参加費のお支払いは、引き続き銀行振込でお願いします。
3健康上の安全のため、研究会当日の現金でのお支払いには対応できません。当日参加の方に
も参加費のお支払いは銀行振込でお願いします。
4参加費（当日）： 会員 10,000 円、学生 2,000 円、非会員 11,000 円
※学生の方へ 当日会場で、学生証などの提示を求める場合があります。
・事前参加登録および参加費振込が完了されている方には、会期前にプログラム要旨集およ
び参加証兼領収書（ネームカード）をお送りします。
・事前参加登録費のご入金がお済みでない方は、銀行振込後に受付にお申し出下さい。プロ
グラム要旨集および参加証兼領収書（ネームカード）をお渡しします。
・当日参加のお申込をされる方は、銀行振込後に受付にお立ち寄り下さい。プログラム要旨
集および参加証兼領収書（ネームカード）をお渡しします。
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5. ポスター発表について
1e-Poster は HP 上に抄録と共に掲載します。会期 2 日前から閲覧可能です。
2両日の午後（13：25 － 13：55）に、オンラインのライブ形式によるポスターディスカッショ
ンを行います。
Ａグループ：10 月 27 日（第 1 日目）13：25 － 13：40
Ｂグループ：10 月 27 日（第 1 日目）13：40 － 13：55
Ｃグループ：10 月 28 日（第 2 日目）13：25 － 13：40
Ｄグループ：10 月 28 日（第 2 日目）13：40 － 13：55
※グループ詳細は、P3「ポスターディスカッション（オンライン）」をご覧下さい。

6. 懇親会
開催致しません。
新型コロナウイルス感染拡大防止及び参加者の皆様の安全という観点から、懇親会の開催は難し
いと判断し、大変残念ではありますが、懇親会は開催致しません。

7. 学生賞の選考について
【部会賞】、【研究奨励賞】、【閔賞（若手優秀研究賞）】の選考に加え、【学生賞】の選考を行うこと
としました。
1学生が登録した演題（口頭・ポスター）は全て、学生賞の審査対象とします。
2学生が閔賞へエントリーしていても審査対象とします。
3選考は、提出された講演要旨による事前審査とします。
4閔賞にエントリーした学生が閔賞を受賞した場合は、学生賞は受賞できません。

8. 表彰について
1【部会賞】、【研究奨励賞】及び【閔賞（若手優秀研究賞）】は日本毒性学会生体金属部会・部
会長による授与、【学生賞】はメタルバイオサイエンス研究会 2021・実行委員長による授与と
なります。
2授賞式は 10 月 28 日（第 2 日目）の 12:30 より行います。
3対面参加の方は講堂での授与及び記念撮影を行います。
4オンライン参加の方は講堂のスクリーンに映しての記念撮影とし、後日、郵送にて賞状等を
お送りします。

9. 幹事会について
110 月 27 日（第 1 日目）に幹事会（12:50-13:20）を開催します。
2対面参加の幹事の先生方は、弁当をお渡ししますので、幹事会の前後に西公会堂で昼食をお
摂り下さい。講堂内での飲食はできませんので、会場内の会議室等を当日ご案内します。
3オンライン参加の先生方は、12:45 までに Zoom 会議室にお入り下さい。会議室の詳細はメー
ルでご案内します。

10. クローク
設けておりません。
講堂は広く、一つおきに着席頂きますので空いているスペースをご利用下さい。

11. 喫煙所について
敷地内は全面禁煙です（加熱式たばこを含む）。敷地内での喫煙はご遠慮下さい。
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発表者へのご案内
1. 発表形式
本研究会は対面（横浜市西公会堂）及びオンライン（Zoom）のハイブリッド形式で開催します。
1対面発表： 健康上の安全を重視し、対面発表可能な方の任意とします。
2オンライン発表： 現地での対面発表が難しい方。

2.

発表方法

1口頭発表：対面及びオンラインでの発表
2ポスター発表（e-Poster 及びオンライン発表）：オンラインでの発表
※対面参加の方は、会場内の会議室や講堂前ホワイエにて、ご自身の PC やタブレット端末か
らご発表下さい。会場内での混線を防ぐため、ヘッドセットをご持参下さい。
※オンライン参加の際は、Zoom 上の表示名を「プログラム番号 氏名（所属）」として下さい。

3. 発表時間
・特別講演：
発表・質疑応答 60 分
・教育講演：
発表・質疑応答 30 分
・部会賞受賞講演：
発表・質疑応答 30 分
・研究奨励賞受賞講演：発表・質疑応答 15 分
・シンポジウム：
各セッション 105 分
・一般口演：
発表 8 分・質疑応答 2 分
・e-Poster：
研究会 HP に掲載（会期 2 日前より閲覧可）
及び各 15 分間のオンラインポスター発表

4. 口頭発表（対面）
本研究会は対面（横浜市西公会堂）及びオンライン（Zoom）のハイブリッド形式で開催します。
1PC について
対面とオンラインによるハイブリッド方式での円滑な進行のため、全ての対面発表者の方に、
事務局で用意した PC を使用して頂きます。何卒、ご理解のほど、よろしくお願い致します。
PC（OS）：
Windows 10
アプリケーション：PowerPoint 2019
・Macintosh は使えませんので、必ず会場 PC で発表データの動作確認をお願いします。
・Macintosh で作成したパワーポイントファイルの動作は保証できません。PDF でもご準備
下さい。
2発表データについて
・発表スライドデータは事前に事務局にお送り頂きます。
・ファイルは、発表終了後に事務局が責任をもって廃棄いたします。
3発表の流れ
・ご自身の発表順になったら、演台にお越し頂き、Zoom の共有機能を使ってスライドの操作
をお願いします。
・ハンドマイク（会場音声用）は除菌シートで拭いてから、ご使用下さい。
・個人でお持ち頂いたレーザーポインターはご使用頂けません。
パワーポイント上で表示下さい。
・ハンドマイクは、しっかりと口元に近づけてお話し下さい。
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・発表時間を厳守して頂きますよう、お願いします。

5. 口頭発表（オンライン）
1PC 及び発表方法について
・オンライン発表の方は、ご自身の PC で発表をお願いします。
・発表されるセッション開始の 15 分前に Zoom に接続し、ご自身のセッションに入室して下
さい。
・Zoom 上の表示名は「プログラム番号 氏名（所属）」として下さい。
・座長、会場係による出欠確認（呼び掛けまたはチャット）にご協力下さい。
・ご自身の発表時間以外は、カメラ、マイクを OFF に設定して下さい。
・ご自身の発表順になったら、
カメラ、
マイクを ON にして、
発表資料の
「共有」
を行って下さい。
・発表時間を厳守して頂きますよう、お願いします。

6. ポスター発表（e-Poster 及びオンライン発表）
1e-Poster
・ポスターを A0 サイズで作成するのではなく、ポスター発表（オンライン）発表用のスライ
ドを PDF 化し、事前に事務局にご提出下さい。基本的にサイズ、縦横比、枚数の制限はご
ざいません。
・参加者からの質疑応答を行うため、E-mail アドレスをポスター内に記入して下さい。
・e-Poster は HP 上に会期 2 日前から掲載し、抄録と共に閲覧できるようにします。下記ポス
ター発表（オンライン）で活発なディスカッションをお願いします。
2ポスター発表（オンライン）
・両日の午後（13:25-13:55）に、オンラインのライブ形式によるポスターディスカッションを
行います。
・A ～ D の 4 グループを指定（P3 参照）しましたので、発表されるセッション開始の 15 分
前に Zoom に接続し、ご自身のブレイクアウトルームに入室し、各 15 分間のポスター発表
を行って下さい。
Ａグループ：10 月 27 日（第 1 日目）13：25 － 13：40
Ｂグループ：10 月 27 日（第 1 日目）13：40 － 13：55
Ｃグループ：10 月 28 日（第 2 日目）13：25 － 13：40
Ｄグループ：10 月 28 日（第 2 日目）13：40 － 13：55
※グループ詳細は、P3「ポスターディスカッション（オンライン）」をご覧下さい。
※対面参加の方は、会場内の会議室や講堂前ホワイエをご利用頂き、ご自身の PC やタブレッ
ト端末からご発表をお願いします。 会場内での混線を防ぐため、ヘッドセットをご持参
下さい。

7. セキュリティポリシー
各データは、発表終了後に事務局が責任をもって廃棄致します。しかしながら、現状のソフトウェ
ア技術では一度配信した映像や掲載データのコピーを完全に防御することは不可能であることも
否めません。そのため、発表データが 100％外部に流出しないという保証を致しかねるため、発表
内容に含む未公表データや第三者に著作権のあるデータの使用は、通常の対面会議よりご注意頂
ければ幸いです。
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座長へのご案内
1. 参加形式
本研究会は対面（横浜市西公会堂）及びオンライン（Zoom）のハイブリッド形式で開催します。
1対面参加：

健康上の安全を重視し、対面参加可能な方の任意の参加とします。

2オンライン参加：

上記以外の方。

2．座長の流れ（対面）
・担当セッション開始前に、会場内前方右手の座長席にお越し頂き、事務局で用意した PC と、
会場のハンドマイクを使用して頂きます。
・ハンドマイク（会場音声用）は除菌シートで拭いてから、ご使用下さい。
・質疑は、Zoom の挙手機能を使って下さい。対面参加の方は、会場内からも質問がありますの
で、適宜ご対応お願いします。
・発表時間を厳守して頂きますよう、お願いします。

3.

座長の流れ（オンライン）

・担当セッション開始の 15 分前に Zoom に接続し、セッションに入室して下さい。
・Zoom 上の表示名を「0（ゼロ） 氏名（所属）」として下さい。
・質疑は、Zoom の挙手機能を使って下さい。対面参加の方から会場内で質問があった際は、会
場係よりご連絡します。
・発表時間を厳守して頂きますよう、お願いします。
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