
開催についてのご案内 

１．開催期間と会場 

当学術集会は、現地会場およびWeb上にて開催するハイブリッド形式です。 

【会場開催】 

会期：2022年 8月 20日（土）～21日（日） 

会場：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋 2丁目 1－2） 

【オンライン開催】 

会期：ライブ配信 2022年 8月 20日（土）～21日（日） 

オンデマンド配信 2022年 8月 20日（土）～9月 19日（月）

会場：オンライン開催ページ（ https://mansei16.online.yupia.net/ ） 

参加に関する詳細は「参加者の方へ」のそれぞれの項をご参照ください。 

２．開催形式（ハイブリッド開催）について 

各プログラムにより、開催方法が異なります。以下ご参照ください。 

プログラム 会場 オンライン

開会式 

企業共催セミナー 
（アッヴィ合同会社）

優秀演題表彰式・口演 

会場にて実施 
・ ライブ配信あり

・ オンデマンド配信なし

会長講演 

基調講演 

特別企画 

教育講演 1,2 

シンポジウム 1,2

イブニングセミナー

会場にて実施 

・ ライブ配信あり

・ 記録動画のオンデマンド配信

あり

（開催後 1 週間以内にオンラ

イン開催ページに掲載予定）
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プログラム 会場 オンライン 

招聘講演 

教育講演 3 

委員会企画 

事前収録動画を 

会場にて放映 

・ ライブ配信なし 

・ 事前収録動画のオンデマンド

配信あり（8月 20日より視聴

可能予定） 

一般演題 

交流集会 

企業共催セミナー 

（アルケア株式会社、株式会社東急イーラ

イフデザイン、ライオン株式会社） 

なし 

 

※オンデマンド配信とは 

開催期間内はいつでも好きな時にご覧いただける配信方式です。 

※ライブ配信とは 

定められた日時に配信する方式で、リアルタイムでのやり取りが可能です。 
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参加者の方へ 

 

 

 
 

現地会場参加・オンライン参加 共通事項 
 

 

１．プログラム・抄録集 

プログラム・抄録集は PDF発行です。印刷冊子の配布はありません。 

オンライン開催ページにログインして、ダウンロードしてください。 

ログイン方法等については「オンラインでのご参加について」の項をご参照ください。 

 

２．参加証・領収書 

参加証・領収書は PDF発行です。紙面での交付はいたしません。 

オンライン開催ページにログインして、ダウンロードしてください。 

どうしても紙面での交付や別様式が必要な場合はご相談ください。 

 

３．撮影・記録の禁止（権利侵害についてのご注意） 

発表については、発表者に著作権や肖像権等の権利があります。発表者に許可なく撮影や

録音をしたり、画面のスクリーンショットを撮ったりすることは権利侵害にあたりますの

ですべて禁止いたします。十分にご留意ください。 

なお、配布資料はダウンロードが可能です。ダウンロードした資料の内容を引用・参照す

る場合は必ず引用・参照元を明記してください。 
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現地会場へのご参加について 

１．会場アクセス 
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使用禁止
（封鎖中）

来場者
入口

大会会場

一橋講堂
利用案内窓口

来場者動線②
エレベーター

来場者動線①
階段

来場者動線

大会本部
・講師控室

受付

２．会場内配置図 
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※2階座席および1階後方2列は使用できません。数字の記載のある座席
にお座りください。なお、座席指定ではございません。

※当日、会場にも掲示いたします。

一橋講堂　座席配置
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中会議場３・4

中会議場３・4座席配置図
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３．当日の受付と会場参加用名札について 

＜開場時間＞ 

・ 8月 20 日（土）：12時 30分 

・ 8月 21 日（日）： 9時 00分 

 

＜会場での受付方法＞ 

・ 会場での受付は不要です。会場参加用の名札（下記参照）を印刷してご持参ください。 

・ 会場参加を申し込んでいない方は、現地会場に参加することはできません。 

 

＜会場参加用名札について＞ 

・ 会場参加をお申し込みくださった方は、オンライン開催ページで参加証・領収書と共に

名札がダウンロードできます。これを印刷して会場にご持参ください。 

・ 会場にて名札ケースをご用意していますので、上記を 4 つ折りにして名札面が見える

ようにケースに入れ、ご着用ください。 

・ 名札はモノクロ印刷でも問題ありません。カラー印刷ができない場合にはご希望によ

りカラーの名札用紙に引き換えいたしますので、モノクロ印刷を参加者受付へご提示

ください。 

・ お手元で印刷ができない方や当日お忘れの方は、当日会場で参加者受付にお申し出く

ださい。登録状況を確認の上、名札用紙をお渡しします。 

 

 

４．会場参加時のご注意 

１） 入館時の手続き 

・ 施設への入り口は感染対策のため、現在１箇所のみに限定されています。 

学術総合センター（高いビルの１階）の入り口からご入館ください。 

・ ご入館時は、設置してあるサーモグラフィにて体温をチェックしてください。37.5 度

以上の発熱、または咳・咽頭痛などの症状がある場合、入館はご遠慮いただきます。ま

た、会場内では必ずマスクの着用をお願いいたします。 

・ 階段（推奨）、エレベーターを利用し、メイン会場である 2 階の一橋講堂にお進みくだ

さい。 

・ クロークの設置はありません。会場内での荷物はご自身で管理してください。どうして

も大きな荷物でお困りの場合は、お近くの運営スタッフにお声がけください。 

・ 会場での実際の参加確認のために、館内にて掲示をしてある「当日参加登録用二次元

バーコード」をスマートフォンで読み取り、当日の参加登録（簡単な項目のみを入力）

を必ず行ってください。2 日間参加する場合、当日の参加登録は 2 日とも行ってくだ

さい。スマートフォンをお持ちでない方は、運営スタッフにお申し出ください。 
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２）飲食について 

・ メイン会場である一橋講堂は、飲食禁止です。水分摂取も禁止です。ただし、講師・座

長の水分摂取は認められています。ご了承ください。 

・ 2階ロビーゾーンについては、飲み物のみ可能です。（ロビーでの食事は禁止） 

・ 1階のソファーエリアはご使用いただけません。 

・ 飲食は、２階中会議場 3～4 でのみ行ってください。 

・ ゴミは必ず各自持ち帰るようにしてください。会場内にゴミ箱の設置はいたしません。 

 

 

５．感染拡大防止のためのお願い 

本学術集会においては、一橋講堂の covid-19ガイドラインを遵守いたします。会場へお

越しいただく皆様におかれましても、以下の対応についてご理解・ご協力の程、何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

 

本学術集会における感染防止対策  

１） 施設入り口に消毒液を設置いたします。 

２） テーブル・マイクなど設備・備品・機材は定期的に消毒を行います。 

３） 会場扉の開放及び空調による換気を定期的に行います。 

４） スタッフは感染症防止の為、マスク着用を徹底しております。 

５） スタッフは参加前の検温・定期的な手洗い・消毒の徹底等により自己の体調管

理に努めております。 

６） 化粧室のハンドドライヤ―は休止いたします。 

７） ご利用者の皆様(主催者・参加者・業者等含む)に対し、新型コロナウイルス感染

症に関連して必要に応じて保健所等の公的機関へ提供される場合があります。 

参加者へのお願い事項  

１） 入館の際は常時マスク着用をお願いいたします．マスクを着用でない方の入館

はご遠慮いただきます。 

２） 石鹸による手洗い・うがい・手指消毒液の使用についてご協力お願いいたしま

す。一橋講堂ロビーに携帯用消毒用アルコールを準備しておりますので、各自

でお持ちください。 

３） 受付される場合には、間隔を空けて並んでいただくことをお願いします。列が

できる場合は最低 1ｍ（できるだけ 2ｍを目安に）の間隔をお空けください。 

４） 入り口にて、検温器による体温確認をお願いします。37.5 度以上の発熱や咳・

咽頭痛などの症状がある方の入館はご遠慮いただきます。 

５） 過去 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方との濃厚接触

があった方や同居している方に感染が疑われた方の入館はご遠慮いただきま

す。 
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６） 過去 2 週間以内に、感染が引き続き拡大している国・地域へ訪問したことがあ

る方や感冒症状で受診や服薬をした方は入館をお控えください。 

７） 体調不良であることが見受けられる方には運営スタッフよりお声がけさせてい

ただく場合がございます。体調不良時には運営スタッフまでお申し出ください。 

８） 施設ガイドラインに沿って座席間隔の確保にご協力ください。 

９） 講堂は飲食禁止です。水分摂取も禁止です。中会議場では飲食可としますが、

黙食にご協力ください。 
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オンラインでのご参加について 
 

 

１．オンライン開催ページ 
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オンライン開催ページ  

https://mansei16.online.yupia.net/ 

 

 

 

・ オンライン開催ページは Google Chrome, Microsoft Edge の最新版（2022 年 7 月時

点）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では正しく動作しない場合があります。 

・ オンライン開催ページに、ライブ配信のURLやオンデマンド配信の動画を掲載します。

抄録集や参加証・領収書も、上記にログインしてダウンロードしてください。 

・ 操作せずに 6 時間が経過するとログアウト状態になります。お手数ですが、再度ログ

インをお願いいたします。 

 

 

２．ログイン情報 

・ オンライン開催ページにログイン

するためには、ID（参加登録番号）

とパスワードが必要です。 

ID とパスワードは参加登録時の

「参加登録を完了しました」という

メールに記載されています。 

・ 入金確認ができていない場合は 

ログインできません。 

・ ID とパスワードはご本人専用で

す。複数名でのご利用は避けてくだ

さい。視聴する方は全員参加登録及

びお支払いの上、個別にログインをお願いいたします。 

・ 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。 

・ 参加にあたっての留意事項についてご確認いただき、遵守する旨のチェックを入れて

ログインしてください。 

（上記および以下の画面画像は準備中のものであり、内容やデザインは変更となる可能性があります） 

ログイン可能期間：9月 19日（月祝）まで 
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３．ライブ配信（8月 20、21日）ご視聴（会場参加なし）の方へ 

・ 各プログラムのライブ配信視聴用 URLは、オンライン開催ページをご確認ください。 

・ ライブ配信参加時の質問は、チャット機能を用いて文字で行ってください。 

ただし、座長の判断により対応できない場合もございます。 

・ 会場の回線の状況により、映像に一部乱れが生じることがあるかもしれません。何卒、ご了承

ください。 

 

以上、ご不便をおかけする点もあるかとは思いますが、何卒ご理解をいただきたくよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

４．オンデマンド配信 

・ オンライン開催ページにログインして頂くと、「メインプログラム」「一般演題」「委員

会企画・交流集会」のページで、講演・発表動画が視聴できます。 

動画の視聴方法はページ内の説明をご参照ください。 

・ 会場開催の記録動画は、開催後 1週間以内に掲載します。掲載後、メールおよびホーム

ページでお知らせいたしますので、少々お待ちください。 

 

 

 

 

５．メッセージボックス 

・ オンライン開催ページの中には「メッセージボックス」というページがあります。 

・ このページでは一般演題・委員会企画・交流集会の掲示板においてやりとりされた質
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問・感想（後述）の履歴を表示します。この表示内容は、ログインした方に個別の内容

となります。 

・ 質問・感想があった場合、投稿者・発表者にメールが送信されます。メール不要の場合

はメールを受け取らない旨のチェックボックスにチェックを入れてください。 

 

 

 

６．オンデマンド配信へのリアクション 

・ 各プログラムのページには、コメント欄や質問・感想掲示板を設置しており、一般演題

や交流集会は「いいね」を押すことができます。ぜひ積極的にご活用ください。 

・ コメント欄や質問・感想掲示板への投稿内容について、事務局が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のでご了承ください。 

不適切な書き込みを発見した方は、速やかにお知らせください。 

 

１）メインプログラム 

各プログラムにコメント欄を設置しています。 

投稿すると、ご自身の氏名と投稿時刻が自動的に表示され、公開されます。 

質問の書き込みも可能ですが、基本的には回答できませんことをご了承ください。 
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２）委員会企画・交流集会・一般演題 

それぞれに「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（Google Chrome, Microsoft Edge）をご利

用ください。 

 

（１）いいね 

1演題につき 1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。「いいね」の数は表示されません。演題発表者のメッセージボックスにのみ「いい

ね」の総数が個別に表示されます。「いいね」は匿名であり、誰が押したかはわかりま

せん。 

 

 

 

 

（２）質問・感想 

クリックすると該当演題の質問・感想掲示板が開き、質問・感想を書き込むことが

できます。 

 

 

投稿すると、ご自身の氏名と投稿時刻が自動的に表示され、公開されます。発表者

からの返信に対してさらに返信を書き込むことも可能です。 

質問・感想の書き込みがある演題では、質問・感想ボタン上に丸印が表示されます。 

 

投稿履歴は各自のメッセージボックスのページで確認できます。質問への回答があ

ると、メールでお知らせします。メール配信不要の方はメッセージボックスのページ

で配信不要のチェックを入れてください。 
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発表者が回答する時間が必要ですので、ご質問はできるだけ 9 月 14 日（水）まで

にお願いします。なお、回答がない場合もありますことをご了承ください。 

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記載しない

ようご注意ください。 

 

 

  

第16回日本慢性看護学会学術集会



 

委員会企画・交流集会・演題発表者の方へ 

 

 

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。内容を確認し、対応いたします。 

 

１）いいね 

参加者はそれぞれの演題に 1 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」を押した人数は表示されません。 

発表者（演題申込者）は、ご自身の「メッセージボックス」のページで「いいね」総数

が確認できますが、「いいね」は匿名であり、誰が押したかはわかりません。 

 

２）質問・感想 

発表演題に新しい質問・感想（または自分以外の返信）があると、発表者（申込者）

へメールでお知らせするとともに、メッセージボックスページにお知らせを表示します。

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示していますが、できるだけ

ご対応いただければ幸いです。 

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

などを投稿できます。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が自動的に記載されます。 

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記載し

ないようご注意ください。 
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