
第 91 回日本寄生虫学会大会：発表データ登録のご案内 

 

この度は、第 91 回日本寄生虫学会大会に演題のご登録をいただき、誠にありがとうご

ざいます。発表データの事前登録について、事務局よりご案内をさせていただきます。 

 

 

口頭発表(シンポジウム、BPA、一般口頭発表) 

 

本大会では、新型コロナウイルス感染症対策として、当日の PC（発表データ）受付は

設置いたしません。お手数ですが、下記期日までに、発表データのご提出をお願いいたし

ます。遠隔地からご発表の先生もアクセス、画面共有等のトラブル回避のため、発表デー

タのご提出にご協力をお願い致します。 

 

 発表データ登録期間 

5 月 24 日（火）17：00 ※時間厳守でお願いいたします。 

 

 発表データについて 

・BPA 発表は発表 10 分、質疑 5 分、一般口頭発表は発表８分、質疑４分です。 

・発表スライドは、PowerPoint データをご登録ください。 

※key note でのデータは対応しておりませんので、何卒ご了承ください。 

・スライド枚数に制限はございませんが、発表時間の厳守をお願い致します。 

・WEB 配信を予定しており、スライドは、16：9 のサイズでの作成を推奨いたします。 

・スライドで使用する文字は、標準フォントでお願いいたします。（文字化けや文字ずれを

防ぐため） 

・動画を使用される場合は、必ずスライドに「挿入」ください。ハイパーリンクは使用で

きませんのでご留意ください。 

・保存ファイル名は、必ず「演題番号-氏名」でご登録ください。 

 

 口頭発表データの登録先/登録方法 

https://www.dropbox.com/request/r4lY0h3mQzn9rhfC2diH 

 

≪登録方法≫ 

①上記 URL を開きましたら、「ファイルを追加」ボタンをクリックし、「パソコンのファ

イル」もしくは 

「パソコンのフォルダ」を選択し、登録するデータを選択（アップロード）ください。 

③登録データを選択（アップロード）いただきましたら、先生の氏名とメールアドレスを

入力ください。 



③締切日以降に登録データを確認し、事務局代行（（株）シーエーブイ）より受領のご連絡

をさせていただきます。 

※登録期間内のデータ修正は可能です。更新された場合は、ファイル名を「修正版-演題

番号-氏名」で再度ご登録ください。 

④データ提出に関してのご質問・お問合せ先 

※メールでお問合せの際は、第 91 回日本寄生虫学会大会であることを明記ください

ますようお願いいたします。 

株式会社シーエーブイ   E-mail：cv@kcav.co.jp    TEL: 011-837-2155 

 

 当日の発表方法について 

・事務局で準備する PC は、【OS】Windows10、【ソフト】Microsoft PowerPoint 2013、

2016、2019 です。 

・発表は、PC によるプレゼンテーション 1 面映写です。 

・発表時はご提出いただいた発表スライドの 1 枚目をオペレーターが表示しますので、2

枚目以降のスライドを演台上のマウスを使用し、ご自身で進めながらご発表ください。 

・遠隔地からのご発表の場合、ご自身で画面共有を操作いただき、ご発表いただきます。 

 

事前オリエンテーションと発表用ＵＲＬのご案内は、開催 2～3 日前になります事をご

承知おきください。 

 

  



ポスター発表 

 

本大会は、ハイブリッド開催のため、現地会場において掲載するポスターのほか、オン

ライン参加者のために発表内容の PDF スライドデータをご提出いただきます。今回多数

の参加者が現地参加希望でしたので、オンラインでのディスカッション時間は設けており

ません。 

 

 現地会場でのポスター掲示について  

・ポスターは縦 160 cm x 横 87 cm の範囲内で作成してください。 

・ポスター貼付面に収まるように掲示してください。 

・最上段に演題名、氏名、所属、連絡先をご提示ください。演題番号は、事務局で準備い

たします。 

・貼付のための画鋲は事務局にてご用意いたします。粘着テープ等のご使用はご遠慮くだ

さい。 

・指定の撤去時間以降に残っているポスターは、事務局にて処分させて頂きます。ご了承

ください。 

 

 討論時間 

 

・ポスター討論時間中に軽食を配布しますが、マスクを外して飲食しながらのディスカッ

ションは行わないでください。 

・大声での発表、ディスカッションは控えるとともに、適度なソーシャルディスタンスの

確保にもご配慮をお願い致します。 

日付  掲示時間 閲覧時間 ポスター討論 取外し時間 

５月 28 日(土) 奇数番号 ８：3０～ 8：30 ～ 18：30 １3：30 ～ 14：30 終了後～１８：３０ 

５月 29 日(日) 偶数番号 ８：3０～ 8：30 ～ 16：00 11：55 ～ 12：55 終了後～１６：００ 



 

 ポスター電子データの登録について 

・A4 サイズ、1 枚で発表内容の PDF データを作成してください。 

・ポスターデータは大会期間中、大会 Web サイト内のパスワード付きページにて、閲覧

できるようにいたします。現地掲載ポスターをそのまま PDF に変換して提出することを

想定していますが、研究データの情報漏洩を懸念される場合は、抄録情報を基に可能な範

囲で研究内容を発表して下さい。 

・オンラインディスカッションは行わないため、問い合わせ連絡先を明記して下さい。 

 

 ポスターデータの登録先/登録方法 

・PDF ファイルを添付のうえ、大会演題サイト 91jspendai@obihiro.ac.jp までメー

ル送信して下さい。 

・PDF の保存ファイル名は、必ず「演題番号-氏名」でご登録ください。 

 

 発表データ登録期間 

5 月 24 日（火）17：00 ※時間厳守でお願いいたします。 

 

※登録期間内のデータ修正は可能です。更新された場合は、ファイル名を「修正版-演題番

号-氏名」とし、再度メールしてください。 

※ポスター電子データは大会事務局が取り扱いますので、メールでお問合せの際は、第 91

回日本寄生虫学会大会事務局 91jsp@obihiro.ac.jp までお問い合わせください。 

 

オンライン参加の Zoom アカウントをご案内する際、Web サイトに入るためのパスワー

ドも一緒にご案内させて頂きます。 

 

 

お願い 

 

■ 口頭発表、ポスター発表とも、非参加登録者へのパスワード、Zoom アカウント開示

はかたくお断りします。また、口頭発表の録画や、ポスター電子データのダウンロード、

保存も決してなさらないようお願いいたします。 

 

  



■ Brief guidelines for the oral presentation speakers 

・ Please prepare the slides by PowerPoint (16:9 size).  

BPA: 10 min presentation 5 min discussion 

Regular oral presentation: 8 min presentation 4 min discussion 

Symposium: Please follow the symposium organizers’ instructions. 

・ Please submit the slides to the following address 

https://www.dropbox.com/request/r4lY0h3mQzn9rhfC2diH 

・ Deadline: May 24 (Tue) 17:00 

・ File name: e.g.1A01(presentation number)_Kawazu (presenter’s name) 

・ If you want to revise the slides, please submit the file with a name such as  

R1_1A01_Kawazu.   

・ If you have movie data, please compress and insert into the slides (please 

don’t use hyperlink). 

・ Please declare COI on the first slide. 

・ The congress service company (CAV Co.) will inform you presenter’s account 

for Zoom (maybe just a few days before the presentation). 

・ Please don’t let other people to know the Zoom account. Please don’t record 

the presentation. 

■ Brief guidelines for the poster presentation 

Please prepare a poster and an electric data of the poster by PDF. 

・ Please prepare a poster within H 160 cm x W 87 cm. 

・ We will have a poster session on May 28, 13:30-14:30 (Odd number), and  

May 29, 11:55-12:55 (Even number).  

・ Electric data of the poster: please prepare A4 size 1-page data by PDF. 

・ Please send the PDF data to 91jspendai@obihiro.ac.jp as an attached file. 

Deadline: May 24 (Tue) 17:00 

File name: e.g. P001(presentation number)_Kawazu (presenter’s name) 

・ Please declare COI on the poster. 

・ Attendee can watch the PDF data at the congress website. We don’t have 

an online poster session.  

・ We will send you the password to enter the poster PDF site just before the 

meeting period. Please don’t let other people to know the password. Please 

don’t download or save the poster data. 

■ Important notice for the reception party attendee 

・We will ask you to show COVID-19 test record or vaccine record for 

attendance. 


