
 

学術集会に参加される方へ 

 

【ハイブリッド開催について】 

1. 当学術集会は、現地会場とオンラインでのハイブリッド形式で開催いたします。 

2. メインプログラムは現地会場にて講演を実施、一部動画を上映します。また、教育講演

4 と指定集会 4 以外のメインプログラムについて、現地開催の記録動画を後日掲載しま

す。 

3. ワークショップは現地会場にて開催します。録画や配信はありません。 

4. 一般演題はオンデマンド配信によるオンライン発表とし、発表データ（スライド・ポス

ターの PDF ファイル）を 9 月 16 日まで視聴可能とします。掲載期間中は随時、掲示板

にて質疑応答ができます。 

5. 講演集やネームカードは後述するオンライン開催ページでダウンロードしてください

（印刷物の郵送はありません）。 

 

  

オンデマンド配信がないプログラム 

・教育講演４ 

・指定集会４ 

現地会場（富山国際会議場） Web（オンライン開催ページ）

8 月27 日（土）・28日（日）

メインプログラム

ワークショップ

オンデマンド配信

メインプログラム
（記録動画の掲載）

一般演題
（発表ファイルの掲載）

9月16日（金）まで

×

Zoom等によるライブ配信はありません
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×
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現地会場へのご参加について 
 

 

【受 付】 

1. 受付場所と受付開始時間 

受付場所：2 階ホワイエ 

受付開始時間：8 月 27 日（土）9：00／8 月 28 日（日）8：30 

2. 事前申込をされた方へ 

1) 受付は不要です。オンライン開催ページでダウンロードできるネームカードをご自身

で印刷してご持参ください。 

2) 2 階ホワイエ（受付付近）に名札ケースを用意しています。ケース内にネームカード

を入れてご着用ください。 

（カラー印刷ができない方、当日お忘れの方は受付にお申し出ください。） 

3. 当日申込をされる方へ 

1) 受付にご用意する当日参加申込用紙をご記入・ご提出の上、当日参加費を現金にてお

支払いください。ネームカードと名札ケースをお渡しします。 

2) ネームカードに必要事項を記入し、名札ケースに入れてご着用ください。 

【会 場】 

1. 1 階会議室 101 にクロークを設置いたします。貴重品はお預かりできません。 

時間： 8 月 27 日（土） 9：00～17：40 

8 月 28 日（日） 8：30～16：00 

2. 会場内は禁煙です。 

3. 会場内では携帯電話の電源を切るか、マナーモードにしてください。 

4. 巻頭の「会場の感染対策方針」をご確認いただき、感染予防にご留意ください。 

【注意事項】 

1. 講演・発表内容の撮影・録音を行うことは権利侵害となりますため、固く禁止いたし

ます。撮影・録音等を行っていることが明らかとなった場合には、それ以降の学術集

会への参加をお断りいたします。 

2. 報道関係者（プレス用の腕章着用者）に限り、写真撮影・録画・録音を許可します。 

【昼 食】 

1. ホール内での飲食は禁止です（ランチョンセミナーを除く）。 

2. 第 2、第 3、第 4 会場内での飲食は可能です。ただし、ご自身でお持ち込みになった昼

食のごみは、必ずご自身でお持ち帰りください。会場内のごみ箱には投棄なさらないで

ください。なお、ワークショップなどで会話がある場面での飲食はお控えください。 

3. 3 階ホール横に昼食がとれる休憩スペースを用意しています。スペース内での会話はお

控えいただき、黙食にてお願いいたします（1 階にも休憩スペースを設けますが、1 階

では飲食厳禁・マスク着用必須です）。 
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4. 両日ともに、3 階休憩スペース横で 11:30 より弁当を販売します（税込み 1,000 円・数

量限定）。弁当のごみは当日指定する場所にご返却ください。 

5. 近隣にも飲食店がございます。飲食店のパンフレットは学術集会ホームページの「ご参

加の方へ」のページにリンクを掲載しています。また、当日は掲示板そばのチラシ置き

場および 1 階の観光案内で配布します。薬膳などは予約が必要なお店もありますので、

事前にご確認ください。 

【ランチョンセミナー】 

1. 8 月 27 日（土）の共催ランチョンセミナーでは弁当が提供されます。当日の朝 9:00 よ

り、2 階ホワイエにて共催ランチョンセミナーのチケットを配布します。チケットは名

札をお持ちの方（事前参加申込済み、もしくは当日参加受付を済ませた方）に、1 人 1

枚のみ配布します。 

【開催中止】 

1. 感染症の流行や災害等により、学術集会の自粛が必要な場合、速やかに現地会場での学

術集会の中止を決定し、講演集による誌上発表に切り替えます。 

2. 現地会場での学術集会の中止が決定された場合、学会ホームページに緊急掲示するとと

もに、会場の入口等に掲示します。 
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Webでのご参加について 
 

 

日本地域看護学会第 25 回学術集会 

オンライン開催ページ  

https://jachn25.online.yupia.net/ 

 

 

 

・ Web 開催の会場は上記の「オンライン開催ページ」です。 

・ オンライン開催ページは Google Chrome, Microsoft Edge の最新版で動作確認をしてい

ます。スマートフォンでもご覧いただけます。なお、Internet Explorer ではご利用いた

だけません。 

・ オンライン開催ページにログインするためには、「参加申込を受け付けました」という

メールに記載されている参加登録番号（ID）とパスワードが必要です。参加費のご入金

が確認できた方のみ、ログイン可能となります。 

 

【講演集・参加証・領収書】 

1. 講演集・参加証・領収書はオンライン開催ページでダウンロードできます。 

2. ログイン可能期間を過ぎるとログインできなくなり、ダウンロードができなくなります

ので、必ずログイン期間内にダウンロードしてください。 

3. 講演集に演者の略歴を掲載しておりますのでご参照ください。 

【注意事項】 

1. 講演・発表内容のスクリーンショットを撮ることや、撮影・録音を行うことは権利侵

害となりますため、固く禁止いたします。スクリーンショットの撮影、その他撮影・

録音等を行っていることが明らかとなった場合には、それ以降の学術集会への参加を

お断りいたします。 

2. ID とパスワードはご本人専用です。複数名でのご利用はお控えいただき、視聴する

方は全員参加登録および参加費のお支払いをお願いいたします。 

3. 同じ PC から別の方が参加される場合は、一度ログアウトをして頂き、改めてご自身

の ID とパスワードでログインしてください。 

【リアクション】 

それぞれの発表に対してリアクションすることができます。 

いずれについても、トラブル発生時などは事務局がリアクションした方やその内容を確認

する場合がありますこと、不適切と判断した内容については削除させていただく場合があり

ますことをご了承ください。 

  

ログイン可能期間：2022年 8月 27日（土） ～ 9月 16日（金） 
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１．メインプログラム（開催後オンデマンド配信） 

ページに設置しているコメント欄に感想などのコメントを投稿することができます。投

稿すると、内容の他にお名前や投稿時間が掲載されます。 

質問も可能ですが、演者から必ず返信があるわけではありません。ご了承ください。 

 

２．一般演題 

それぞれの演題に「いいね」「質問・感想」のボタンを用意しています。ブラウザによっ

ては正しく動作しませんので、推奨ブラウザ（Edge, Chrome）をご利用ください。 

 

１）いいね 

1 演題につき一度押すことができます。もう一度押すと「いいね」が取り消されま

す。その演題に「いいね」を押した参加者数が数字で表示されます。「いいね」は匿名

であり、誰が押したか発表者にはわかりません。 

複数の演題に「いいね」を押すことができます。発表者への応援の気持ちも込めて、

ぜひ積極的にご利用ください。 

 

２）質問・感想 

クリックすると該当演題の掲示板が開き、質問・感想を書き込むことができます。

氏名と時刻は自動的に記載されます。匿名での質問はできません。質問を書き込んで

も、発表者の都合によっては回答がない場合もあることをご了承ください。 

投稿内容は参加者が全員閲覧できます。個人情報や公開不可の内容は入れないよう

ご注意ください。 

投稿の履歴は「メッセージボックス」のページで確認・ダウンロードできます。質

問への回答があると、メールでお知らせします。メール配信が不要の方はメッセージ

ボックスページで配信不要のチェックを入れてください。 
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一般演題発表者の方へ 
 

【リアクション（いいね、質問・感想など）への対応】 

各演題に「いいね」「質問・感想」のボタンを用意し、参加者がリアクションできるように

しています。不適切な内容を受け取ったり、対応に困ったりすることがあれば事務局へご連

絡ください。リアクションした方やその内容を確認し、対応致します。 

 

１．いいね 

参加者はそれぞれの演題につき一度ずつ「いいね」を押すことができます。もう一度押

すと取り消されます。「いいね」を押した人数は横に数字で表示されます。「いいね」は匿

名であり、誰が押したかはわかりません。「いいね」に関する通知メールは送信されません。 

 

２．質問・感想 

発表演題に新しい質問・感想（またはや自分以外の返信）があると、メールでお知らせ

します。また、「メッセージボックス」ページに表示します。メール配信が不要の方はメッ

セージボックスページで配信不要のチェックを入れてください。 

開催期間内に発表演題の「質問・感想」をクリックし、該当する投稿に返信してくださ

い。それぞれの質問・感想の投稿に対して返信ボタンがついています。返信は任意です。

発表者の都合によっては回答がない場合もあることを参加者へのお知らせでご案内して

いますが、できるだけご対応いただければ幸いです。 

質問・感想欄にご自身で投稿することも可能です。発表の補足など必要であれば、発表

者であることや発表の補足であることを添えて書き込んでください。 

投稿には氏名と時刻は自動的に記載されます。匿名での投稿はできません。 

なお、投稿内容は全ての参加者が閲覧できます。個人情報や公開不可の内容は入れない

ようご注意ください。 

【優秀演題賞】 

優れた演題に優秀演題賞を授与します。受賞演題は学術集会ホームページに掲載します。 

 

 

 

 

一般演題座長の方へ 
 

8 月 27 日から 9 月 16 日まで開催するオンライン開催において、開催中いずれかのタイミ

ングで各演題の抄録と発表用 PDF ファイルをご覧ください。各演題には質問・感想掲示板が

設置されています。期間内に、ご担当のすべての演題の掲示板に質問、またはコメントを投

稿してくださいますよう、お願いいたします。 
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ワークショップ世話人の方へ 

 

1. ワークショップの番号、会場および開催日時は別途連絡担当者の方へメールでお知らせ

しておりますのでご確認ください。 

2. 代表者の方は、開始時刻の 20 分前までに受付にお越しいただき、ワークショップ受付

をお願いします。 

3. 会場には、前のプログラム終了後にご入場ください。前後のプログラムへのご配慮をお

願い申し上げます。 

4. 会場はスクール形式（机のある形）となります。机の移動は可能ですが、時間内に原状

復帰してください。 

5. 受付用として、部屋の外に机 1 台と椅子 2 脚、掲示物を吊り下げるためのスタンド 1 本

をご用意します。自由にご利用ください。 

（なお、壁面への貼り付けは禁止させていただきます。壁面の保護にご留意ください。） 

6. 申込時に PC レンタルを希望されていない場合は、PC をご持参ください。 

7. HDMI 接続で会場のプロジェクター・スクリーンが使用できます。それ以外の機器が必

要な場合は原則として世話人でご準備をお願いいたします。 

（なお、事前に申請された内容により、各ワークショップ世話人の方へレンタル物品・

レンタル機器についてご連絡しています。） 

8. 会場の準備・運営・進行・片付けはすべて世話人が行ってください。時間内に片付けま

で終了し、終了時刻までに退出してください。終了後の休憩時間には次のプログラムの

方が準備できるよう、ご協力をお願いいたします。 

9. 会場内は飲食可能となっていますが、意見交換など会話のある場面では飲食を控えてい

ただくよう参加者の方にお伝えください。 

10. 世話人及び参加者は全員必ずマスクを着用し、感染予防に十分ご配慮ください。 
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