
― 16 ―

発表者へのご案内

 口演発表者へ
〔Web参加〕
　詳細は大会のホームページよりご確認ください。

〔現地参加〕
・セッション開始時刻の15分前までに、必ず会場左手前方の次演者席にお着きくだ

さい。
・発表時間は座長の指示に従ってください。
　指定プログラム：発表時間は運営事務局から個別にご案内いたします。
　一般演題口演：発表 7 分、討論 3 分の計10分です。
　※	いずれのセッションもスライド枚数に制限は設けませんが、時間厳守でお願いい

たします。
・発表形式（言語）および発表スライドは、原則日本語とします。
　※	一部、発表形式（言語）および発表スライドが英語に指定されているセッション

や発表スライドが日英併記のセッションがありますのでご注意ください。

◆発表データのお持ち込みについて
Windows Macintosh

パソコン本体の持ち込み ○ ○

メディアの持ち込み
（USB	フラッシュメモリ）

○ ×

アプリケーション PowerPoint	2010/2013/2016/2019 ―

動画ソフト Windows	Media	Player ―

※	本学会は、PCプレゼンテーションのみの発表となります。スライドフィルム、OHP、
VTRなどは使用出来ませんので、ご注意ください。

※動画ファイルがある場合は、パソコン本体を必ずお持込みください。

◆発表データをお持ち込みの方へ
1 ．講演時間の45分前までにPC受付にて試写用パソコンで発表データの確認を行って

ください。
　　データのお持ち込みは会期中であれば発表日以外でも受け付けられます。
　　受付場所：神戸国際会議場　 3 階　エントランスホール
　　受付時間：11月12日（木）  8 ：30～16：30
　　　　　　　11月13日（金）  7 ：00～16：30
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　　　　　　　11月14日（土）  7 ：00～13：30
　　※	神戸国際展示場 1 号館でご発表の先生も神戸国際会議場にてPC受付を行って

ください。
2 ．メディアはUSBフラッシュメモリをご使用ください。
　　メディアを介したウイルス感染の事例がありますので、最新のウイルス駆除ソフト

でメディアにウイルスが感染していないことをご確認の上、お持ち込みください。
3 ．データの容量は最大640MBまでとさせていただきます。
4 ．OSとアプリケーションは以下のものをご用意します。
　　・OS：Windows	10
　　・アプリケーション：Windows	版PowerPoint	2010/2013/2016/2019
5 ．使用フォントはOS	（Windows	10）	標準搭載のものをご使用ください。以下のフォ

ントを推奨いたします。
　　・日本語：MS	ゴシック、MSP	ゴシック、MS	明朝、MSP明朝
　　・英　語：	Times	New	Roman、Arial、Arial	Black、Arial	Narrow、Century、

Century	Gothic
6 ．ファイル名は「セッション名_演者名.pptx」としてください。㊟「.pptx」は拡

張子	（英数半角）	です。
　　例）	シンポジウム1_発表太郎
7 ．動画や音声をご使用になる場合は、データ登録の際に必ずお知らせください。
8 ．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入れてく

ださい。
　　※動画ファイルの注意点
　　　	Windowsの場合、Windows	10	（OS）	およびWindows	Media	Player	12の初期

状態に含まれるコーデックで再生できる動画ファイルをお持ちください。動画
ファイルはWMV形式を推奨します。

　　　不測の事態に備えて、ご自身のパソコンを必ずお持ちください。
9 ．発表データ作成後、作成したパソコン以外のパソコンで正常に動作するかチェッ

クしてください。
10．発表会場ではデータの修正はできませんので、あらかじめご了承ください。
11．試写が終了しましたら、データはLAN回線を経由して、発表会場まで転送され

ます。
12．発表時には、発表データの 1 枚目をスライドショー状態でスクリーンに映写し

ますので、演台上のマウスとキーボードをご利用の上ご自身でデータの送りを
行ってください。

　　※	演台にレーザーポインターも用意しております。発表者ツールはご使用いただ
けません。
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13．発表データは「PC受付」のサーバーと会場のパソコンにご発表データを一時保
存いたしますが、これらのデータは本学会終了後、合同事務局にて責任を持って
廃棄します。
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◆発表にご自分のパソコンをご使用になる方へ
1 ．	発表予定時間の45分前までにPC受付へお越しください。
2 ．試写用モニタにてケーブルの接続を確認してください。D-sub15ピン	（ミニ）	の

ケーブルをご用意いたします。一部のノートパソコンでは本体付属	（別売り）	の
コネクタが必要な場合がありますので、必ずお持ちください。

3 ．持ち込まれるパソコンのバージョン指定はございませんが、外部出力するための
PC機器付属のアダプターは必ずご持参ください。

4 ．持ち込まれるパソコンから外部モニタに正しく出力されるか、事前に確認してく
ださい。

5 ．デスクトップ上のわかりやすい場所に、発表データのショートカット	（エイリア
ス）	を作成してください。ファイル名は「セッション名_演者名.pptx」としてく
ださい。㊟「.pptx」は拡張子	（英数		半角）	です。

　　例）	シンポジウム1_発表太郎
6 ．画像の解像度はXGA（1024×768）、アスペクト比は 4 ： 3 になります。このサ

イズより大きいまたは小さい場合、画質の劣化やスライド周囲が切れることがあ
ります。

7 ．動画や音声をご使用になる場合は、発表データ確認の際に必ずお知らせください。
8 ．あらかじめ、スクリーンセーバー、省電力設定を解除しておいてください。
9 ．起動時にパスワードなどを設定している場合は、解除しておいてください。
10．会場にて電源をご用意しておりますので、ACアダプターを必ずお持ちください。
11．発表予定時間の30分前までに	（講演中でもかまいません）	、会場内左手前方演台

付近のオペレーター席までお越しの上、オペレーターにパソコンをお渡しくださ
い。オペレーターがケーブルに接続し、外部出力の確認を行います。

12．発表時には、演台にセットされているモニタ、マウス、キーボード、レーザーポ
インターをご使用ください。発表者ツールはご使用いただけません。

13．不測の事態に備えて、バックアップデータを必ずお持ちください。
14．発表会場ではデータの修正はできませんので、あらかじめご了承ください。
15．パソコンを預けたオペレーター席でパソコンをご返却いたします。ご発表終了後

は、オペレーター席のスペースに限りがありますので、できるだけ速やかにパソ
コンのお引き取りをお願いいたします。

D-sub15ピン（ミニ）
Mac出力ケーブル　例
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 利益相反について
・発表時には、すべての発表者に利益相反の開示が義務付けられます。
・	口演発表の場合は、発表スライドの 2 枚目（タイトルスライドの後）、ポスター発表

の場合はポスターの最後部に利益相反の開示を必ず掲出してください。
・下記のサンプルを参考にして、利益相反の有無のスライドを作成してください。
　	スライドのサンプルは大会ホームページよりダウンロードしてご利用ください。
　第60回日本核医学会学術総会：	

https://site2.convention.co.jp/jsnm-jsnmt2020/coi/coi60.html
　第40回日本核医学技術学会総会学術大会：	

https://site2.convention.co.jp/jsnm-jsnmt2020/coi/coi40.html

■第60回日本核医学会学術総会（日本語・英語発表共通）
Sample	slides	for	conflict	of	interest（PowerPoint）

■第40回日本核医学技術学会総会学術大会（日本語発表）
利益相反スライドサンプル（PowerPoint）

■第40回日本核医学技術学会総会学術大会（英語発表）
Sample	slides	for	conflict	of	interest（PowerPoint）

Annual Meeting of the Japanese Society of Nuclear Medicine

Disclosure of Conflict of Interest
Name of first author： ○○ ○○

Matters requiring disclosure of COI 
with regard to our presentation are as follows;

Research founding：○○ Pharma Co.  Limit.
Acceptance of Researchers： ○○ Pharma Inc.

Annual Meeting of the Japanese Society of Nuclear Medicine

Disclosure of Conflict of Interest
Name of first author： ○○ ○○

I have no COI 
with regard to our presentation.

様式1
学術講演，口頭発表，電子ポスター発表時，申告すべき

COI状態がない時

発表演題名：

演題発表に関連し，開示すべきCOI関係にある

企業などはありません．

日本核医学技術学会
COI開示

筆頭発表者名：〇〇 〇〇

旬様式2
学術講演，口頭発表，電子ポスター発表時，申告すべき

COI状態がある時

演題発表に関連し，開示すべきCOI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：

日本核医学技術学会
COI開示

筆頭発表者名：〇〇 〇〇

（記載例）

講演料： ＊＊製薬，＊＊製薬

原稿料： ＊＊製薬

奨学寄付金： ＊＊製薬，＊＊製薬

← 開示すべき内容がある項目のみ記載

The Annual Meeting of the Japanese 
Society of Nuclear Medicine 

Technology

■The author has no conflict of interest to 
disclose with respect to this presentation.

Company / Organization

■The author has conflict of interest to 
disclose with respect to this presentation.

The Annual Meeting of the Japanese 
Society of Nuclear Medicine 

Technology


