
■座長の方へ
・  セッションの開始時刻の 20 分前までに必ず会場右手前方の次座長席にお着きく
ださい。

・  進行は、時間厳守にてお願いいたします。
・  Featured Research Session、チーム医療セッション一般口述は 1演題 15分（発表時
間 10分＋討論時間 5分）です。一般口述（英語・日本語）は、1演題 10分（発
表時間 7分＋討論時間 3分）です。その他のセッションについては事前にご案内
いたします。

・  質疑応答の発言者には、予めマイク付近で待機するよう注意を促してください。
・  不測の事態により座長をお務めいただけない場合は、代理を立てていただいたう
えで、セッション開始時刻の 30分前までに運営本部（パシフィコ横浜　会議セン
ター 2階 211＋212　TEL：045-228-6382）までご連絡ください。

■発表者の方へ
・  すべての口述発表はWindows機による PC発表（1面映写）のみといたします。
スライドは使用できません。

本学術集会での発表スライドは、全てワイドスクリーン（16：9）となります。
予め 16：9 で発表データをご用意ください。

・  Macintoshを使用される場合、パソコン本体をお持ち込みください。その際はVGA
か HDMIの変換アダプターもご持参願います。（アップル純正品もしくはアップ
ル認定品を推奨します。）

・  パソコンを持込まれる場合は ACアダプターを必ずご持参願います。VGA出力、
HDMI出力に対応いたします。Windows機でも変換アダプターが必要な機種もあ
りますのでご確認ください。スクリーンセーバーや省エネルギー設定は切の状態
でご準備願います。
（Macintoshはホットコーナーも切としていただけるようお願いします。）

〈VGA の場合の変換例〉

口述発表（Oral Presentation）に関するご案内
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〈HDMI の場合の変換例〉

・  発表データの作成の際には、次の点にご留意ください。
1）発表データのうち 1枚は「結論（Conclusion）」に当ててください。
2）  民間との共同研究あるいは補助を受けた研究については、可能な限り発表デー
タ上で開示してください。

3）  発表言語に関わらず発表データは可能な限り英語で作成してください。（チー
ム医療セッションは、日本語でも可。）

・  発表予定時刻の 1時間前（午前の最初のセッションは 30分前）までに発表会場が
ある施設のスピーカー・レディ・ルームにて、発表データを試写確認のうえご提
出ください。

【利益相反（COI）の申告について】
口述発表の方は、利益相反の申告をお願いします。http://www.j-circ.or.jp/coi/coi_
index.htmに掲載されております〈一般社団法人　日本循環器学会「臨床研究の利
益相反に関する共通指針」の細則〉をご確認いただき、申請見本をダウンロード
または同様式で作成のうえ、スライドの 1枚目にご提示いただきますようお願い
いたします。

〈口頭発表スライド例〉
 ※各委員会セッション、
 　国内他学会とのジョイントセッション、
 　チーム医療セッションの場合

 

ＣＯ Ｉ 開示
発表者名： 石川太郎、長野花子、香川次郎、◎長崎正子（◎代表者）

演題発表内容に関連し、発表者らに開示すべき
CO I 関係にある企業などはありません。

年次講演会・生涯教育講演会用
口頭発表時、申告すべきCOI状態がない時

The Japanese Circulation Society
COI Disclosure

Name of Authors :

Use Form 1-A when you have conflicts of interest to disclose 
concerning a presentation. Give the name of commercial entity 
involved.
①Consultation fees: none
②stock ownership/profit: none
③patent fees: none
④remuneration for lecture: none
⑤manuscript fees: ○○pharmaceutical company
⑥trust research/joint research funds: ○○pharmaceutical company
⑦scholarship fund: ○○pharmaceutical company
⑧Affiliation with Endowed Department: yes（○○pharmaceuticals）
⑨Other remuneration such as gifts: none

If “yes”, give the name of 
company/organization past three years. 
There is no need to disclose the amount.

 

演題発表内容に関連し、筆頭および共同発表者が開示すべきCO I 関係にある企業などとして、

①顧問：

②株保有・利益：

③特許使用料：

④講演料：

⑤原稿料：

⑥受託研究・共同研究費：

⑦奨学寄付金：

⑧寄付講座所属：

⑨贈答品などの報酬：

ＣＯ Ｉ 開示
発表者名： 石川太郎、長野花子、香川次郎、◎長崎正子 （◎代表者）

年次講演会・生涯教育講演会用
口頭発表時、申告すべきCOI状態（過去3年間）がある時

↑ 開示すべき内容が過去3年間にある項目のみ記載

（記載例）
発表者全員、過去3年間を一括して

講演料： ABC薬品㈱
原稿料： ABC製薬㈱
奨学寄付金： ABCファーマ㈱
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【発表データの作成】
・  OSはWindows、アプリケーションはMicrosoft  PowerPoint 2010/2013/2016/2019、
文字は以下の OS標準フォントをご使用ください。
例：
［日本語］MSゴシック・MSP ゴシック・MS 明朝・MSP 明朝・メイリオ
［英　語］Times New Roman・Arial・Arial Black・
 　　　　Arial Narrow・Century・Century Gothic・
 　　　　Courier・Courier New・Georgia

・  画面サイズは 16：9に統一します。
・  ファイル名は「演題番号（半角）発表者名（漢字）」としてください。（例：OE01-1
日循太郎）

・  データの容量には特に制限はありませんが、容量が 500MBを超える場合は PC本
体をお持ち込みください。

・  音声や動画の使用は可能です。特殊なコーデックを使用した動画を使用される場
合、PC本体を持ち込まれることを推奨いたします。動画ファイルは、Windows 
Media Player 11の初期状態に含まれるコーデックで再生できるよう作成してくだ
さい。（WMV形式またはMP4での作成をお勧めします。）

・  動画などの参照ファイルがある場合は、全てのデータを同じフォルダに格納して
ください。

・  万が一の場合に備え、バックアップデータを持参してください。

【スピーカー・レディ・ルーム】
・  スピーカー・レディ・ルームは会期中、下記の通り、設置いたします。

1日目
3月29日（金）

2日目
3月30日（土）

3日目
3月31日（日）

スピーカー・レディ・ルーム 1
（パシフィコ横浜　展示ホール A）

7：00
〜

18：10

7：00
〜

18：30

7：00
〜

16：10
スピーカー・レディ・ルーム 2

（パシフィコ横浜　
会議センター　地下 1階）

7：00
〜

18：10

7：00
〜

18：30

7：00
〜

16：10

・  朝 10時までは、その日の午前中のセッションでの発表の方を優先的に受け付けま
す。

・  お持ち込みいただけるメディアは USB フラッシュメモリまたは CD-Rに限りま
す。
※  CD-Rへの書き込みはハイブリッドフォーマット（ISO 9660）をお使いくださ
い。

※  パケットライトなど特殊な機能は読めない原因になりますのでご使用にならな
いでください。

※  メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新のウィルスチェッ
クソフトでスキャンしてからご使用ください。
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・  コピーミスを防ぐため、メディアに発表データを格納した後、他の PCでも正常
に作動するかをご確認ください。

・  発表データは学術集会終了後、事務局で責任をもって消去します。
・  スムーズな進行をするために PowerPoint 等の「発表者ツール」機能の使用はお

控えください。発表原稿が必要な方は、予めプリントアウトをお持ちください。
・  持込パソコンの演台乗せ上げもお控えください。
・  上記の内容で発表に支障がある場合は予め運営準備室までご相談ください。

【発表時のご注意】
・  次演者は会場左手前方の次演者席にお着きください。
・  発表時は演台上のマウスとキーパッドをご自身で操作してください。
・  発表時間の終了 1分前に黄ランプ、発表時間終了時に赤ランプにて時間をお知ら
せいたします。くれぐれも時間厳守でお願いいたします。

【Featured Research Session・一般口述（英語・日本語）】
一般口述演題は、Featured Research Session、一般口述（英語・日本語）の 3種類に
分かれています。
◆発表言語
・  Featured Research Session、一般口述（英語）：英語
・一般口述（日本語）：日本語
◆発表時間
・  Featured Research Session： keynote講演 30分/1演題 15分
 （発表時間 10分＋質疑応答 5分）
・一般口述（英語・日本語）：1演題 10分（発表時間 7分＋質疑応答 3分）

【Late Breaking セッション】
◆発表言語
・  Late Breaking Cohort Studies（LBCS）1、2、4：日本語
・  Late Breaking Clinical Trials（LBCT）1・2、Late Breaking Cohort Studies（LBCS）

3：英語
◆発表時間
・  Late Breaking Clinical Trials（LBCT）：1演題 15分（発表時間 10分＋質疑応答 2分/
ディスカッサント発言 3分）

・  Late Breaking Cohort Studies（LBCS）：1演題 15分（発表時間 10分＋質疑応答 2
分/ディスカッサント発言 3分）

【特別セッション】
◆発表言語
・  「発表言語と同時通訳のご案内」（97ページ）をご参照ください。
◆発表時間
・  発表時間、総合討論の有無については事前にご案内いたします。
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【チーム医療セッション一般口述】
チーム医療セッション一般口述は、第 9回コメディカル賞審査講演会とチーム医療
セッション一般演題（口述）の 2種類に分かれています。
◆発表言語
日本語

◆発表時間
・第 9回コメディカル賞審査講演会：1演題 15分（発表時間 10分＋質疑応答 5分）
・  チーム医療セッション一般演題（口述）：1演題 15分（発表時間 10分＋質疑応答

5分）

■発言者の方へ
・  発言を希望される方は、あらかじめフロアのマイク付近で待機してください。
・  発言者は座長の指名順とし、発言の前にまず所属、氏名を名乗ってください。
・  発言者は発表データを提示できません。
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