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本学術大会では「Zoom」を使用します。座長・演者の先生はZoomミーティングでセッションを進行頂きま
す。ミーティングの映像データをウェビナーへ連携し、一般参加者はウェビナーで閲覧します。一般参加者の
ウェビナー開放は、各プログラムの10分前を予定しております。Zoomは、性質上インターネットの通信状況
や接続機器等に影響されます。以下の注意点をあらかじめご確認ください。

ネットワークの準備と設定
・インターネットヘの接続は、通信環境が良い場所でご参加ください。有線LANのご利用を推奨いたします。
高速 Wi-Fi も利用可能ですが、時間帯、利用場所により通信が安定しない場合があります。
上り・下りともに15Mbps以上のスピード（帯域）を推奨いたします。
※速度測定はhttps://speedtest.gate02.ne.jp/などから確認することができます。
・極力静かな場所で雑音が入らないようお願いします。
・お持ちのPCにカメラ、スピーカー、マイクがあるかご確認ください。
・可能な限り、マイク付きイヤホンやヘッドセットマイクをご使用ください。有線タイプを推奨します。パソコン内
蔵のマイク・スピーカーもご利用は可能ですが、Web会議用のマイク・スピーカー、イヤホンマイクをご利用い
ただくと相手の声が聞きやすく、またエコー・ハウリングの防止になり、より適した通話が可能となります。
・PCの負担軽減のため、不要なアプリケーションはすべて閉じてからZoom をご使用ください。

端末の準備と設定
・座長、演者の先生方はPCからの接続をお願いいたします。スマートフォンやタブレットからの接続は回線が
不安定になったり、切断する恐れがありますので、使用をお控えください。
・Zoomでは Windows、Mac、Linux、Android（スマートフォン・タブレット等）、IOS（iPad、
iPhone 等）に対応しています。サポートされている利用可能な端末（OS のバージョン等）をご確認くだ
さい。

＜サポートされているブラウザ＞
Windows：IE 11+、 Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+ 
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
2020年5月31日以前にインストールされた方は、古いアプリケーションの場合があります。
クライアントアプリを最新のバージョンにアップデートしてください。

Windows、macOS、LinuxでZoomデスクトップクライアントを使用するための要件は、下記をご参照くだ
さい。
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-Windows-macOS-
Linux%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A
6%81%E4%BB%B6 

事前準備：接続環境の確認

https://speedtest.gate02.ne.jp/
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1．Zoom の Web 会議システムを初めて利用される場合は事前にアプリケーションのダウンロードとイ
ンストールが必要となります。Zoom公式サイト（https://Zoom.us/download）からダウンロード
してください。 2回目以降のご使用から、Zoomが自動的に起動します。Zoom のアプリケーションをす
でにインストールされている方も、更新を確認し最新のバージョンにてご使用ください。

「ダウンロード」をクリック

2. ダウンロードされたファイルをダブルクリックすると、アプリのインストールが始まります。

3. 下記のサインアップ画⾯が表⽰されたらインストール完了です。

事前準備：アプリの事前インストール
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1. 右記URLにアクセス https://zoom.us/test
2. ミーティングテストに参加する→「参加」
3.Zoomアプリケーションを開く→「許可」または「開く」
4. 「ビデオオンで参加」⇒以降、ビデオおよびマイクのテストが行えます。

ステップ１.ビデオの映像テスト
テストミーティングが開始されると、Zoomアプリが起動してミーティング画⾯に切り替わります。
内蔵カメラまたは外付けのWebカメラが正常に起動しているかどうかを確認してください。
画⾯に何も映らない場合、Zoom内のカメラ機能がオフになっている可能性があります。
画⾯下部のツールバーにあるビデオカメラのアイコンに斜線が入っている場合は、アイコンをクリックしてカメラ
をオンに切り替えてください。

ステップ２.スピーカーの音声テスト
続いて、スピーカーのテストへ進みます。ヘッドセット（マイク付きヘッドフォン）の利用を推奨いたします。
相手の声が聞きやすく、またエコー、ハウリングの防止になります。
Zoomアプリから音声が流れるので、聞こえるかどうかを確認してください。
音声が聞こえない場合は出力スピーカーを切り替えたり、出力レベルを上げたりして調整してみてください。

ステップ３.マイクの接続テスト
最後はマイクのテストです。
テストミーティングは1人で実施するため、相手と会話を行うのではなく、自分の声をリピート再生する形で
テストを行います。
まずは自分で何らかの音声を発し、その後同じようにリピート再生が行われればマイクのテストは完了です。
音声が返ってこない場合は、スピーカーと同様に入力マイクを切り替えたり、入力レベルを上げたりして調節
してください。

一通りテストが終了したら、画⾯右下にある「退出」ボタンをクリックして、テストミーティングを終えてください。

事前準備：Zoomアプリの動作確認

アプリケーションがインストールされましたら、会議当日と同じ Web 環境での動作確認
をお願いします。以下の手順で各種テストが可能です。



Zoomミーティングへの参加
1．事前にメールでご案内される、参加URLをクリックしてください。
※初回ダウンロードの方はインストールが開始されます。

2. すでにダウンロードが完了している方は「表⽰されたダイアログ」もしくは「ミーティングを起動」をクリックすると
ご参加いただけます。

ダイアログが表示される方は
「リンクを開く」をクリックしてく
ださい。

ダイアログが表示されない方
は「ミーティングを起動」をク
リックしてください。

「どのように音声会議に参加しますか？」という画⾯が出てきたら、「コンピューターオーディオに参加する」を
選択してください。

事前準備：Zoomの基本操作

5



Zoomの基本操作画面 ⑦

事前準備：Zoomの基本操作

マイク・ビデオの操作
発言・発表時のみ「ON」にし、それ以外は「OFF」にしてください。

① ミュート機能：音声のオン・オフを設定できます
② ビデオの開始：ビデオの開始・停止を設定できます
③ 参加者：ミーティングルームに参加している人を確認できます
④ チャット：参加者に対して文章を送ることができます
⑤ 画⾯の共有：発表スライドの共有
⑥ ミーティングから退出：自分だけがミーティングから退出できます
⑦ 表⽰：参加者の顔を一覧できる画⾯へ切り替えられます

6
「ビデオOFF」

11:00-12:00



レーザーポインターの使い方
①画⾯共有ができた時点で画⾯上部メニューが出てくるので「コメントを付ける」をクリックします。
②ツールバーが表⽰されるので「スポットライト」を選択してください。

事前準備：Zoomの基本操作

①

②

ポインターが表⽰されます

③ポインターを消す際はツールバー右上の赤い×をクリックします。

③
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１．座長・演者の先生方へは、ご担当セッションのZoom参加URLを会期の数日前までにメール
でご案内いたします。当日はセッション開始30分前までに参加URLよりログインし、「ビデオ付きで参
加」を選択し入室してください。※本番用の参加URLは、前日リハーサルや参加者視聴用のURLと
は異なります。お間違いのないようにログインしてください。

ログイン後、ディレクターにて、各セッションの座長・演者が揃っているかの確認と、音声・映像・通信
状態のチェックをいたします。

２．氏名表⽰の変更
ご自⾝の枠の左下に氏名が表⽰されます。表⽰名を下記の例のように「役割名：氏名」に
変更してください。

例：座長の場合 「座長：日薬 太郎」 ／ 演者の場合 「演者：福岡 花子」

ご自⾝のビデオ表⽰画⾯の右上「…」 をクリックし、以下の例の通り「名前の変更」を選択し設定を
変更してください。

３．画⾯表⽰の設定
画⾯表⽰については、以下の２種類がありますが、どちらに設定いただいても問題ありません。
6頁で紹介した「⑦表⽰」のボタンから設定してください。
＜スピーカービュー＞
話している人の映像が大きく表⽰されます。スライドが流れている時間はこちらをお勧めします。
※ギャラリービューに切り替えたい場合は、右上の「ギャラリービューボタン」を選択してください
＜ギャラリービュー＞
参加者全員が均等に表⽰されます。
総合討論中はこちらをお勧めします。
※スピーカービューに切り替えたい場合は、右上の「ギャラリービューボタン」を選択してください。

※視聴者に配信される映像は、配信オペレーターにて別途調整しています。登壇者がご覧になって
いる画⾯表⽰とは異なります。

…

当日について：Zoomへのログイン

４．講演データの準備
発表予定のパワーポイントスライドを、あらかじめデスクトップ上に立ち上げ、スタンバイをしておいてください。
※発表者ツールなど拡張機能をご使用されるとトラブルの可能性がありますのでご注意ください。
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セッション開始30分前
座長、演者の先生は指定のURLからセッション開始30分前までに必ず参加してください。このときディレ
クター、配信オペレーターもZoomミーティングに参加します。ディレクターより下記のような点について確
認させていただきます。
<座長の先生>
・お名前、音声出力、ビデオ（お顔）の表⽰状況
・セッションの進行方法
・画⾯共有されるスライドがある場合は講演データを確認します
<演者の先生>
・お名前、音声出力、ビデオ（お顔）の表⽰状況
・画⾯共有機能での講演データの表⽰状況
※動画がある場合は必ず画⾯共有にて確認をお願いします。音声は使用できません。

全参加者の接続確認終了後、座長の先生は、質疑や総合討論など、セッションの進行について、演
者の先生と最終打合わせおよび確認をお願いします。予定していた進行内容から変更がある場合は
ディレクターにお伝えください。※特別記念講演、特別講演は質疑応答はございません。
セッション開始5分前までは、Zoom内で自由にお話いただいて構いません。打合せ等がなければ休憩
されても結構です。

セッション開始5分前
配信オペレーターからセッションタイトルなどの幕間スライドを表⽰いたします。座長以外の先生方はご自
⾝にてマイク・ビデオをOFFにしてください。

セッション開始1分前
配信オペレーターより、画面右下にカウントダウンスライドを表示します。座長の先生
は、カウントダウンが0になりましたらセッションを開始してください。※開始のアナ
ウンスはございません。

セッション開始5分前 セッション開始1分前 セッション開始時

当日について： セッションの進行

ご担当セッション開始前に、Windowsアップデートや各種アップデートが進行しないようにご注意ください。
PCの負担軽減のため、不要なアプリケーションはすべて閉じてからZoom をご使用ください。
スリープや省エネ設定はOFF にすることをおすすめします 。
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セッション開始後
①座長の先生はセッションの開始を告げた後、下記にございます「研修単位についてのご案内」を読
み上げてください。
ご案内が終わりましたらセッションの説明と演者の先生のご紹介をお願いします。

当日について：セッションの進行

ダイアロ
グが表
示される
方は「リ
ンクを開
く」をク
リックして
ください。11:00-12:00

②座長の先生からのご紹介が始まりましたら、演者の先生はビデオとマイクをオンにしてください。

③ご講演の際はご自⾝にて発表スライドを画⾯共有し表⽰してください。
画⾯中央下にある「画⾯を共有」をクリックしてください。

《研修単位についてのご案内》
まず初めに、研修単位についてのご案内をいたします。
本大会は視聴ログを確認することで、研修受講シールの配付を行います。
条件に合致した場合、大会終了後に郵送にて受講シールを送付いたします。
なお、個人の視聴ログを取得するため、薬剤師名簿登録番号（免許番号）を使用します。
日本薬剤師研修センターの受講シールをご希望の方は、
各プログラムのライブ配信を視聴いただく際に、必ずご入力ください。
受講が認められるのは参加登録された本人のみです。
登録がない方の受講は認められません。
配付条件として、 9 月 19 日（日）は WEB で 360 分以上、
9 月 20 日（月・祝）は WEB で 180 分以上のプログラム閲覧が必要となります。
閲覧時間数の合計を大会事務局にて集計し、各日の閲覧時間が必要条件を超えている場合、
後日、研修受講シールを郵送いたします。
なお、通常はセッション終了後にキーワードの回答が必要ですが、
今回は特例としてキーワードの回答は不要です。
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⑧演者の先生は講演終了後、画⾯共有をご自⾝で停止してください。

⑨講演終了後、座長の先生はご自⾝にてビデオとマイクをオンにして、質疑あるいは次演者の紹介
などをお願いいたします。

当日について：セッションの進行

発表スライドの選択完了後
「共有」をクリック

⑦スライドショーを開始します。
※発表者ツールなど拡張機能をご使用されるとトラブルの可能性がありますのでご注意ください。
※「発表・討論要項」に記載の通り本大会では音声付PowerPointの利用はできません。ご利用を
希望の場合は、事前に運営準備室（contact@jpa54.com）へご連絡ください。

③

④ ⑤

④スタンバイしていた発表スライドを選択します。
⑤動画のある場合は「全画⾯ビデオクリップ様に最適化」にチェックを入れてください。
⑥発表スライドの選択が完了したら「共有」をクリックし共有画面に移ります。

mailto:contact@jpa54.com
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座長の先生が2名いらっしゃる分科会は、どちらの先生が、どの演題の質疑対応をするか、セッション
開始前にご担当の割振りを決定しておいてください。

視聴者からの質問
視聴者はZoomウェビナーで参加していますので、直接演者に質問することができません。
視聴者はZoomウェビナーのQ&A機能を使って質問を投稿します。
視聴者の質問は配信オペレーターよりご登壇者全員へチャットでお送りいたします。座長の先生は
質問内容をご確認いただき、採用する質問を読み上げ、Q&Aを始めてください。
ご発言の際は、座長・演者ともにご自⾝でマイクとビデオをONにしてください。

登壇者間の質問
セッションに参加しているご登壇の先生で質問や発言がある方は、「手を挙げる」をクリックして座長の
先生からの指名をお待ちください。座長の先生に指名されましたら、ご自⾝でマイクとビデオをONにして、
ご発言ください。

「チャット」ボタンをクリックすると、右側に
チャット画⾯が出てきます。チャット画
⾯を消したい場合は再度「チャットボタ
ンを押してください。

Q&Aに書き込まれた全ての投稿をお
送りする為、講演内容に関する質問
以外のコメントも含まれる可能性があ
ります。座長の先生は質問選択の際
ご注意ください。

「チャット」

※右上の「×」ボタンはミー
ティング退出ボタンです。
クリックしないでください。

画⾯右側にある「参加者」ページをク
リックすると手を挙げている参加者の氏
名が表⽰されます。誰にご発言頂くか
座長にて指名し、「●●先生お願いし
ます」と声かけをお願いします。

当日について：質疑応答
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総合討論について
①座長の先生が2名いらっしゃる分科会は、どちらの先生が総合討論の進行を対応されるか、セッ
ション開始前にご担当の割振りを決定しておいてください。

②登壇者は全員ご自⾝でビデオをONにしてください。座長の先生は総合討論の開始を告げ、ご発
言を求める先生に「●●先生お願いします」とお声がけください。指名された先生はご自⾝でマイクを
ONにしてご発言してください。ご発言後は再度マイクをミュートに設定してください。

③演者の先生方へご意見を求める場合は、「ご登壇の先生の中で、ご意見のある方は挙手をお願
いします」などとお声がけください。発言を希望する先生は「手を挙げる」のボタンをクリックし、座長の
先生からの指名をお待ちください。指名された先生はご自⾝でマイクをONにして発言し、発言後は
マイクをミュートに設定してください。

④次の質問に進む際には一度手を挙げている参加者の手をおろしてください。

手を挙げている参加者全員の手を一括で降ろしたい場合は、
参加者一覧画⾯の中央の「すべての手を降ろす」をクリックすると、
全員の手を一括で降ろすことができます。

主催者側で参加者の手を下ろしたい場合は、マウスのカーソルを
手を降ろしたい参加者の名前の詳細の場所に合わせると、
「手を降ろす」アイコンが表⽰されるので、こちらをクリックすると
手を降ろすことができます。

当日について：総合討論
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①終了のお時間になりましたら、座長の先生より締めのご挨拶をお願いします。

②配信オペレーターが下記のセッション終了スライドを表⽰します。

③画⾯右下の「終了」ボタンを押して退出してください。

※セッション終了後退出されていない登壇者がいらっしゃる場合も、スライド表⽰から1分後にミーティ
ングを終了いたします。予めご了承ください。

当日について：セッション終了時
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●Zoom画⾯内には残り時間を⽰すタイムキープ用の時計表⽰がございません。各演者の講演持ち
時間・総合討論・Q＆A時間をあらかじめご確認のうえ、ご自⾝の時計で時間管理をお願いいたします。

●座長・演者の通信不良の場合
通信不良の発生など緊急連絡が必要な場合、下記の電話番号にご連絡ください。（間違い電話防
止やすみやかな電話発信のために、先生の携帯電話に下記の番号を登録しておいてください）。
ご連絡が無い場合は、大会運営準備室よりご連絡いたします。
<当日緊急連絡先 電話番号> 9月19日（日） 9：00~18：30

9月20日（月・祝）8：00~12：00
第54回日本薬剤師会学術大会運営準備室 園川 090-2855-4579（会期中のみ）

092-715-0633

座長の場合：座長が2名いらっしゃるセッションは、一方の座長の先生が通信不良の場合、もう一方
の座長の先生で進行を継続してください。座長が1名のセッションはディレクターの指⽰に従ってください。
演者の場合：演者の先生がZoomに入室されない場合や通信不良の場合は、下記のような方法を
ディレクターとご相談の上、座長の先生のご判断に従い進行してください。
・（通信不良でZOOMに参加できない場合）発表順番を変更する
・（ZOOMには参加できるがスライドの画⾯共有に不具合がある場合）スライドデータをメールにて提
出頂き、オペレーターが画⾯共有・スライド操作を行う

●講演中の座長の先生と運営準備室（ディレクター・配信オペレーター含む）との連絡にはZoomの
チャット機能を使います。個別で連絡ができ、チャットを受け取った方以外はチャットの内容を見ることは
できません。

●学会でのオンラインでの発表は、自動公衆送信による再送信とみなされます。著作物を使用するに
は、原則として、著作権者の許諾が必要となります。画像・音声等にも出典を明記することや、著作
権を侵害していないことの確認をお願いします。
映像コンテンツの著作権は発表者に帰属します。当該コンテンツが第三者の権利や利益
の侵害問題を生じさせた場合、発表者が一切の責任を負うことになりますのでご注意ください。

●公益財団法人日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度 研修受講シール
視聴ログを確認することで、研修受講シールの配付を行います。条件に合致した場合、 大会終了
後に郵送にて受講シールを送付いたします。通常はセッション終了後にキーワードの回
答が必要ですが、今回は特例としてキーワードの回答は不要となっております。

その他


