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はじめに

Zoomの使用にあたり、以下の注意点をあらかじめご確認ください。

・インターネットにつながる通信環境がよい場所でご参加ください
※目安として速度測定サイト「 fast.com」にて有線LANのWEB環境で40Mbpsあれば
最低限大丈夫と思われます。

・極力静かな場所で雑音が入らないようお願いいたします。
・お持ちのPCにカメラ、スピーカー、マイクが付属されてい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。

・PCの負担軽減のため、ご自身のPC上で不要なアプリケーションは全て閉じてください。
・利用の前には必ずZoomアプリケーションが最新版かを確認し、最新版でない場合は
アップデートしておいてください。
確認サイト：
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362233?mobile_site=true

・Macでご使用の際は若干の仕様は異なりますが、基本的な機能、ボタンの位置等は
同じになります。

2

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362233?mobile_site=true


事前準備〜当⽇進⾏の段取り
事前 7月5日

02:00 PM～05:00PM
Zoomウェビナーでの接続テスト トピック：

The 22nd Annual Meeting of the RNA Society of Japan Line test
https://us02web.zoom.us/j/84886146617?pwd=NEpqcFV4LzNn
R0NWQ245TWFGcUtzUT09 
ID 848 8614 6617 パスコード：169013

当日 セッション開始30分前 控室での接続テスト URLは7月5日に運営事務局より送ります

セッション開始5分前 控室から退出し、
発表会場に入室
発表会場でスタンバイ

全員ビデオOFF、マイクOFF 

セッション開始 １分前 配信開始 視聴サイトへの配信がスタートいたします。セッション開始までの
配信画面は学会 タイトルスライドが映っています。
全員ビデオON、マイクOFFの状態でスタートまで静かにお待ちくだ
さい。
開始時間になりましたらアナウンスが座長の紹介をします。
座長はご自身でマイクをONにしてご進行をお願いします。

セッション開始 開始時刻 セッション開始
下記の流れでセッションを行います。
① 座長より：冒頭ご挨拶、演者の名前、所属タイトルを紹介。
② 演者はビデオONにして、待機して頂く。
座長の進行に従い、マイクON。画面共有にしてご発表を
お願いします。

③ 質疑疑応答Live配信
※以後、②〜④の繰り返し

セッション開始 終了時刻 セッション終了 座長の終了の挨拶が終わったら、座長・演者は「退出」してください。
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Zoom 入室までの流れ
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当日のZOOM運営イメージ
本学術集会はWeb開催でZOOMを使用します。
座長、ご発表の先生方は滞りなく、セッションを進行できるよう、以下のイメージで
「控室」にて接続確認等を実施、「本番会場」にてセッションの進行を行っていただきます。

１．控室での接続テスト ２．発表会場で本番進行

配信
スタッフ

座長 演者

セッション開始30分前にセッション全
員の 座長、演者にお越しいただき、接
続確認をいたします。

控室から退出し、

発表会場に入室
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座長 演者

参加者が視聴

セッションが開始になりましたら、座長に
進行いただき、ご発表をお願い致します。



控室の入室方法（30分前）

当日は各ご担当のセッション30分前にZOOMミーティングルーム（控室）に入室頂
き、接続テストを行います。
※ZOOMミーティングルーム（控室）URLは7月5日に送付
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◆当日（控室）で行うこと
①お1人お1人、テストさせて頂きます。
②先生のカメラの映りをチェック⇒画面調整（人物の大きさ）、お部屋の明るさ、背景などチェック。
③先生の音声のチェック⇒ノイズが無いか、クリアに聴こえるか確認。ホスト側の音も聴こえているかも
確認。
④画面共有のテストも個別に行いますのでPowerPointの発表データを開いた状態でお待ちください｡
⑤座長、演者の先生方にカメラON/OFF、マイクON/OFFはご自身で行って頂く。再度確認。
⑥有線LANをご使用であれば、抜けていないか、不具合は無いか確認する。

送信元表示名：第22回日本RNA学会年会運営事務局
e-mail：rna22@shinsen-mc.co.jp
件名：第22回日本RNA学会 控室URL



ZOOMのオーディオ設定

下記の内容にてZOOMのオーディオ設定を調整することができます。

本番時はPCにヘッドセットもしくはマイク
付きイヤフォンを推奨します。
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発表会場の入室方法

控室で接続確認終了後、 ZOOMウェビナー本番用URLに
全員ビデオOFF、マイクOFF にて速やかにご入室ください。
※ZOOMウェビナー本番用URLは7月5日に送付
送信元表示名：Zoom
e-mail：no-reply@zoom.us
件名：The 22nd Annual Meeting of the RNA Society of Japanのパネリスト

アナウンスが座長の紹介をしましたら、スタートの合図です。
座長の先生、ご自身でマイクをONにしてご進行をお願いいたします。

8



セッション開始
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セッション開始（座長の先生方に行って頂くこと）

①通常の学会と同じように、冒頭ご挨拶、自己紹介､演者の名前、所属､タイトル紹介｣を行ってくだ
さい。演題取下げ、順番変更などが発生した際は運営事務局（ホスト）よりチャット にてご連絡致
します。

②演者の発表中はマイクOFFにしていただく。講演終了後、マイクONにしてお話し頂く

③質問はZoomの「手を挙げる」機能を使用します。
参加者は質問時に「手を挙げる」ボタンを押しますので、挙手された質問者を指名してください。
運営側で質問された方の音声開始を許可します。
演題発表の進行状況により、質問者の選定は座長に一任いたします。

④もし、何も質問が寄せられない場合は、座長の先生からご質問して頂く

⑤すべての講演が終了しましたら、
「以上でこのセッションを終了します。 ご講演頂きました先生方、ありがとうございました。」
とセッション終了のお言葉をお願いいたします。

開始時間になりましたらアナウンスが座長の紹介をします。
座長はご自身でマイクをONにしてご進行をお願いします。
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セッション開始（演者の先生方に行って頂くこと）

前の講演者の終了が近づいたら、いつでもZoomで画面を共有しミュートを解除できるように
準備をしておいて下さい。

＜演者＞
①開始時間になりましたらアナウンスが座長の紹介をします。
座長の進行に従い、マイクONにしてご講演をお願いします。

②画面共有にしてご発表をお願いします。

③質疑疑応答Live配信について
ライブ配信の際、質問はZoomの「手を挙げる」機能を使用します。
参加者は質問時に「手を挙げる」ボタンを押しますので、座長が挙手された質問者を指名します。
質問者は自身でマイクをONにして質問をはじめます。

④質問が終わりましたら、 演者の先生がご自身でマイクをオンにして、お答えください。

⑤講演＋質問が終わりましたら、ビデオOFF、マイクOFFにして頂き、退出してください。
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画面 音声・内容 参加者

【座長コメント】 【座長コメント】
座長：只今より「session〇「 」を開始します。

座長を務めさせていただきます、「座長お名前」と「座長お名前」…
（ごあいさつ）
：それでは発表に移ります。

⇒演者 ビデオ開始、ミュート解除
まずは、0-1 「」 と題しまして、

〇〇先生にご発表いただきます。
それでは、宜しくお願いいたします。

① 【演者発表】 【演者発表】
よろしくお願いいたします。・・・・・・・

⇒演者 画面共有。発表開始

PPT終了後、画面共有の停止

② 【質疑応答】 【質疑応答】
座長コメント：○○先生ありがとうございました。

それでは、これより質疑応答に移ります。
座長が挙手された質問者を指名。

↓
運営側で質問された方の音声をオンにします
↓
質問者は自身でマイクをONにして質問をはじめます
↓
演者は自身でマイクをオンにして回答
↓
演題発表の進行状況により、質問者の選定は座長に一任いたします。
⇒①～②繰り返しとなります。

質問はZoomの
「手を挙げる」機
能を使用します。
参加者は質問時に
「手を挙げる」ボ
タンを押しますの
で、座長が挙手さ
れた質問者を指名
します。
質問者は自身でマ
イクをONにして
質問をはじめます

開始時間になりましたらアナウンスが座長の紹介をします。
座長はご自身でマイクをONにしてご進行をお願いします。

セッションの流れ（発表LIVEの場合）
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画面 音声・内容 参加者

【座長コメント】 【座長コメント】
座長：只今より「session〇「 」を開始します。

座長を務めさせていただきます、「座長お名前」と「座長お名前」…
（ごあいさつ）
：それでは発表に移ります。

まずは、0-1 「」 と題しまして、
〇〇先生にご発表いただきます。
それでは、宜しくお願いいたします。

① 【演者発表】
⇒運営側でスライド配信
⇒演者 ビデオOFF、マイクOFF

② 【質疑応答】 【質疑応答】
座長コメント：○○先生ありがとうございました。

それでは、これより質疑応答に移ります。
座長が挙手された質問者を指名。

↓
運営側で質問された方の音声をオンにします
↓
質問者は自身でマイクをONにして質問をはじめます
↓
演者は自身でマイクをオンにして回答
↓
演題発表の進行状況により、質問者の選定は座長に一任いたします。
⇒①～②繰り返しとなります。

質問はZoomの
「手を挙げる」機
能を使用します。
参加者は質問時に
「手を挙げる」ボ
タンを押しますの
で、座長が挙手さ
れた質問者を指名
します。
質問者は自身でマ
イクをONにして
質問をはじめます

開始時間になりましたらアナウンスが座長の紹介をします。
座長はご自身でマイクをONにしてご進行をお願いします。

セッションの流れ（動画ファイルを流す場合）
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講演時の注意事項と操作方法

★注意事項

PCでZoomと発表用のPowerPoint以外のアプリ、ソフトウェアを起動していると、

スペックにより動作が遅くなることがありますので必ず終了しておいてください

「発言する時」 と 「発言しない時」 の注意事項

「発言する時」以外は

必ず音声のマイクミュートを心掛けてください。
音声のハウリング等に繋がり視聴者が
聞きづらくなってしまいます。

また座長につきましては、
演者がマイクミュート解除など忘れている場合は
マイクミュートを解除するようにお声掛けしてください。
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画面共有の方法
①画面下の画面共有ボタンを押します。

②共有したいウィンドウを選択して、右下 の共有ボタンを押します
。

③スライドショーになっていない場合は スライドショーにして、
講演を始めてください。

①マウスを画面上に持っていき、共有の停止を押します

②カメラ映像に切り替わり、画面共有が停止されます。

【画面共有の停止】
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質疑応答について
視聴者からの質問は、原則、手を挙げる機能で受付けます。
※下記①の参加者ボタンを押して右側に②参加者が表示されるようにしてください。
手を挙げた質問者が参加者一覧の上位に移動します。

①座長の方は「質疑応答」の時に手を挙げた質問者の名前を呼んで、
「○○大学の●●先生、質問をお願いします」と指名してください。
②運営事務局オペレーターが、質問者のマイク機能を許可します。
③質問者は自身でマイクをONにして質問をはじめます。
④質問が終わりましたら、 演者の先生がご自身でマイクをオンにして、お答えください。

※質問者がいない場合のために、座長でも質問をご用意ください。

時間の管理
セッションや発表時間の管理は、お手数ですが、座長・講演者ご自身でお願いします。 16
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お問い合わせ
【運営事務局】

株式会社シンセンメディカルコミュニケーションズ
TEL：025-278-7232

学会当日のテクニカルに関するお問い合わせは以下にお願いいたします。
【テクニカルサポート】 7/7～7/9（8：00～18：00 ）

090-7814-8980（中村）
090-5436-5986（東海林）

E-mail：rna22@shinsen-mc.co.jp

17


	第22回日本RNA学会年会
	はじめに�Zoomの使用にあたり、以下の注意点をあらかじめご確認ください。
	事前準備〜当⽇進⾏の段取り
	Zoom 入室までの流れ
	当日のZOOM運営イメージ
	　控室の入室方法（30分前）
	ZOOMのオーディオ設定
	発表会場の入室方法
	セッション開始
	セッション開始（座長の先生方に行って頂くこと）
	セッション開始（演者の先生方に行って頂くこと）
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	講演時の注意事項と操作方法
	画面共有の方法
	質疑応答について
	スライド番号 17

