参加者・登壇者へのお知らせ
1. 開催形態
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大を受け、本コングレスは現地開催と WEB 開催（LIVE
配信・一部オンデマンド配信）を併用したハイブリッド開催とします。
◆参加者の皆様へ

現地参加もしくは WEB 参加か選択が可能です。
WEB 参加方法
本コングレスホームページの TOP 画面に、
「WEB 配信特設ページ」へのログインボタンが設置さ
れます。予め参加登録をお済ませの上、こちらのボタンよりログインください。
「WEB

配信特設ページ」では、LIVE 配信・オンデマンド配信プログラムの視聴、e-Poster の閲覧
が可能です。

◆登壇者の皆様へ

司会：原則、現地でのご対応をお願いします。
※現地へのご来場が困難な場合は、
当日リモートにてご対応をお願いします。
（詳細は項目 8（P.14）
を参照）

演者：原則、現地会場でのご発表をお願いします。
※現地発表が困難な場合は、事前に音声付講演データのご提出が必要です。（詳細は項目 3（P.11）
を参照）
但し、質疑には当日リモートにて応答いただくことが可能です。
当日、現地会場にご来場いただく皆様におかれましては、以下の感染対策にご協力をお願いします。
※ご来場の皆様へご協力のお願い※
・ご来場の際は、健康チェックシート記入にご協力をお願いします。
（事前参加登録済みの方は、記入済みのものをご持参ください）
・37.5 度以上の熱、味覚・嗅覚障害、息苦しさ（呼吸困難）
、咽頭痛などの症状がある方や全
身倦怠感など感染兆候のある方は、現地参加はご遠慮いただき、WEB 参加への切り替えをお
願いします。
・館内では常時マスクの着用をお願いします。また、「咳エチケット」の励行をお願いします。
・館内設置の消毒液や、手洗いなどでこまめな手指の消毒をお願いします。
・密集を避けるため、会場の定員を制限しております。座席数に限りがありますことをご了承
ください。
・手渡し配布は原則行いません。必要な資料等は施設内に積み置きますので、お手数ですが各
自でお取りください。
・お持ちのスマートフォンに接触確認アプリ（COCOA）のインストールをお願いします。
・発症時や万が一クラスターが発生した場合に備え、いつどこで誰と会ったか、行動記録をお
願いします。
・会期前後も感染防止のための適切な行動（例：打ち上げ等における感染リスクのある行動の
回避）をとるようご協力をお願いします。
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2. 登録

＜参加受付時間・場所＞
場

所：ホテル日航福岡

3F

ホワイエ

時

間：2 月 22 日（月） 11:00 ～ 19:00
2 月 23 日（火）

7:30 ～ 17:00

2 月 24 日（水）

7:30 ～ 16:00

学会に参加される方は 2 月 24 日（水）開催の PD ナース研修会の会費は免除します。
＜受付登録費＞
参加者の皆様におかれましては、現地参加もしくは WEB 参加か選択が可能です。
事前参加登録期間・詳細につきましては、ホームページをご確認ください。
参加区分

【第一次事前登録】【第二次事前登録】 【当日登録】
現地参加 /WEB 参加 現地参加 /WEB 参加 現地参加 /WEB 参加

医師および一般（会員）

備考

8,000 円

9,000 円

10,000 円

抄録集事前発送済※ 1

医師および企業・一般
（非会員）

12,000 円

13,500 円

15,000 円

抄録集代含む

医師以外の医療従事者※ 2

5,000 円

5,000 円

5,000 円

抄録集代含む

初期研修医

無料

無料

無料

学部学生

無料

無料

無料

※2

「学生証」提示必要

※1

会員の方には本抄録集を事前にお送りしています。忘れずにお持ちください。

※2

ホームページ掲載の証明書をダウンロードのうえ、
「責任者署名欄」に、責任者の署名・捺印
を得たものを受付にてご提出ください。

（https://www.c-linkage.co.jp/mdsj14/registration.html）
～第一次・第二次事前参加登録済みの皆様へ～
参加証明書・領収証・健康チェックシートを、参加登録完了メールに添付でお送りします。
現地会場では、健康チェックシートと引き換えにネームカード・ネームカードケースをお渡し
します。現地会場へご来場の場合は、予めご記入の上ご持参ください。

～当日登録期間に WEB 参加をご希望の皆様へ～

参加証明書・領収証を、参加登録完了メールに添付でお送りします。
＜開催プログラムについて＞
シンポジウム、教育講演、Controversy、パーキンソン病道場、
現地開催＋ LIVE 配信＋（※オンデマンド）
優秀演題発表、最優秀賞受賞者講演
ビデオセッション（旧イブニングビデオセッション）

現地開催＋ LIVE 配信（飲食提供無し）

スポンサードプログラム（特別プログラム、オープニング
セッション、プレナリーセッション、教育セッション、ラ 現地開催＋ LIVE 配信
ンチョンセミナー）
第 17 回 PD ナース研修会

現地開催＋ LIVE 配信（事前申込制）

症例検討と Discussion

現地開催のみ（事前申込制）

（※オンデマンド）
：会期終了後オンデマンド配信（承諾が得られたプログラムのみ）
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会期中オンデマンド配信＋（※オンデマンド）
現地での口演発表無し
ポスター発表演者の皆様へ（詳細は項目 6
（P.13）を参照）

ポスター発表
レセプション

COVID-19 感染拡大防止のため中止

（※オンデマンド）
：会期終了後オンデマンド配信（承諾が得られたプログラムのみ）
＜第 17 回 PD ナース研修会について＞
学会に参加される方は PD ナース研修会の会費は免除します。
開催形態：現地開催＋ LIVE 配信（WEB 参加可能） ※事前申込制
※ WEB 参加受付締切：2021 年 2 月 23 日（火） 正午

開催日時：2 月 24 日（水） 12:15 ～ 16:25
会

場：ホテル日航福岡

5F

志賀の間

登 録 費：3,000 円（PD ナース研修会のみに参加される方）
日本難病看護学会の認定資格更新のポイントを取得できます。
※ PD ナース研修会のみの参加の場合、学会（第 14 回コングレス）への参加はできません。
3. 口演発表の方へ

＜発表時間＞※各講演 1 名に対しての講演時間です。
シンポジウム

：15 分発表、5 分質疑応答

教育講演

：15 分発表、5 分質疑応答

パーキンソン病道場：7 分発表、7 分質疑応答
Controversy

：１テーマ 30 分
（各 10 分発表、10 分総合討論／詳細は項目 4（P.13）を参照）

ビ デ オ セ ッ シ ョ ン：発表 10 分以内（詳細は項目 4（P.13）を参照）
※所定の時間内で終了するようご配慮ください。
＜発表データ受付＞
現地登壇の場合
発表 30 分前までに PC データ受付にて、発表データのチェック・提出を行ってください。
受付場所：ホテル日航福岡

3F

ホワイエ

受付時間：2 月 22 日（月） 11:00 ～ 19:00
2 月 23 日（火）

7:30 ～ 16:30

2 月 24 日（水）

7:30 ～ 16:00

リモート登壇の場合
現地登壇が困難な場合は、事前に音声付講演データを運営事務局までご提出ください。
音声付講演データご提出締切日：2021 年 2 月 17 日（水）
※提出方法：個別にメールにてご案内します。
当日は、事前にご提出いただいた講演データを運営事務局にて放映します。
質疑応答時は、Zoom を利用しリモートにて応答いただきます。リモート登壇時の Zoom URL は
個別にメールにてご案内します。
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＜発表上の注意（現地登壇時）＞
発表は演台上に設置されているキーボードまたはマウスを各自操作し発表してください（データ
持込、本体持込ともに同様）
。
※演台にはレーザーポインターのご用意はございませんので、ご注意ください。
＜現地に PC 本体持ち込みの方へ＞
PC 本体持ち込みの場合は PC データ受付にて動作確認後、ご自身で発表会場の PC オペレータ席（会
場左手前方）へお持ちください。
出力コネクタとの接続は、
「D-sub ミニ列 15 ピン型」と HDMI をご用意しております。
※一部ノート PC では本体付属のコネクタが必要となる場合があります。
※ Macintosh の場合には、本体付属のコネクタを必ずご持参ください。
※ PC の電源 AC アダプターは必ずご持参ください。
発表データはデスクトップ上に発表ファイルが明確に分かるように保存してください。
スクリーンセーバー、
ウイルスチェック並びに省電力設定（Macintosh の場合はホットコーナーも）
は事前に解除しておいてください。
CD-R または USB フラッシュメモリに保存した発表データのバックアップを必ずご持参ください
（Mac book air をご利用の場合は、特にご注意ください）。
セッションの進行に影響が出るため、発表者ツールは使用できません。発表原稿が必要な方は、
あらかじめプリントアウトをご用意ください。
＜現地にメディアでのデータ持ち込みの方へ＞
メディアは CD-R または USB フラッシュメモリに限らせていただきます（CD-RW、MO、FD、ZIP
は一切お受けできません）
。
OS およびアプリケーションソフトは下記に限定させていただきます。
・Windows OS 10
・PowerPoint 2010 以上
・MAC OS X（PowerPoint 2004/2008）
※ Macintosh のご用意はありません。Macintosh で作成された場合は、PC 本体をお持込ください。
文字フォントは OS に標準で装備されているものでお願いいたします。画面レイアウトのバラン
ス異常を防ぐため、フォントは「MS ゴシック」「MS 明朝」「Times New Roman」「Century」を
お奨めいたします。
解像度は XGA（1024 × 768）を推奨しております。
アニメーション、動画を使用される場合はご自身の PC での発表をお願いいたします。
※必ず、作成した PC 以外で動作確認をしてからお持ちください。
発表データは会場内のパソコンにコピーさせていただきますが、学会終了後に削除いたします。
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4. Controversy 発表の方へ
Controversy 発表の方は、ご自身の考えは別にして、与えられたテーマを支持する文献的エビデン
スがどのくらいあるかを 10 分以内に簡潔に発表ください。発表スライドは、10 ～ 12 枚以内にお
願いします。お二人の発表のあと、10 分総合討論を行います。スムーズな進行となるよう、時間厳
守でお願いします。
5. ビデオセッション発表の方へ
ビデオセッションは、この学会の目玉の一つです。演題数も多く、時間が限られているため、以下
要領でお願いします。
・お一人あたりの持ち時間は、ディスカッションを含めて 10 分でお願いします。
・発表時に使用するデータは、事前にご提出いただいた音声付データとします。
※発表言語は日本語又は英語、スライドは英語にて作成ください。
・ディスカッション時は、原則現地会場でのご登壇をお願いします。
現 地登壇が困難な場合は、Zoom を利用しリモートでのご登壇が可能です。リモート登壇時の
Zoom URL は、個別にメールにてご案内します。

6. ポスター発表の方へ
新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）
拡大を受け、ポスター演題の会場での口演発表は中止します。
ポスターセッション中の聴講者の混雑が、感染拡大に影響することを鑑み、皆様の健康を第一に考
えての判断でありますこと、何卒ご理解ください。

ポスター演題
演者の方へ

優秀演題発表
基礎部門
臨床部門（ジュニア・シニア）
演者の方へ

会期中オンデマンド配信＋（※オンデマンド）
演 者 全 員：事前に音声付の講演データをご提出が必要です。
講演データ：3 分程度
～提出方法～
ホームページ「e-Poster 発表者へのご案内」で詳細を確認の上、
2021 年 2 月 3 日（水）までにホームページよりご提出ください。
現地開催＋ LIVE 配信＋（※オンデマンド）
演 者 全 員：事前に音声付の講演データをご提出が必要です。
講演データ：3 分
当日 1 演題あたりの発表時間：6 分（発表データ 3 分＋質疑応答 3 分）
質疑には現地で応答ください。
現地会場への来場が困難な場合に限り、リモートにて応答いただくこと
は可能です。
～提出方法～
ホームページ「e-Poster 発表者へのご案内」で詳細を確認の上、
2021 年 2 月 3 日（水）までにホームページよりご提出ください。

（※オンデマンド）
：会期終了後オンデマンド配信（承諾が得られたプログラムのみ）
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7. 利益相反（COI）に関する表示
（1）口演発表におけるCOI状態の開示

（2）ポスター発表におけるCOI状態の開示

スライドの1枚目にCOIスライドを開示してください。 ポスターの末尾に以下のように開示してください。
日本パーキンソン病・運動障害疾患コングレス
COI開示

日本パーキンソン病・運動障害疾患コングレス
COI開示

①顧問：
なし
②株保有・利益：
なし
③特許使用料：
なし
④講演料：
なし
⑤原稿料：
なし
⑥受託研究・共同研究費：
〇〇製薬
⑦奨学寄付金：
〇〇製薬
⑧寄付講座所属：
なし
⑨贈答品などの報酬：
なし
⑩主な収入（給与等）を受けている組織：〇〇病院

①顧問：
なし
②株保有・利益：
なし
③特許使用料：
なし
④講演料：
なし
⑤原稿料：
なし
⑥受託研究・共同研究費：
〇〇製薬
⑦奨学寄付金：
〇〇製薬
⑧寄付講座所属：
なし
⑨贈答品などの報酬：
なし
⑩主な収入（給与等）を受けている組織：〇〇病院

筆頭発表者：〇〇

〇〇

筆頭発表者：〇〇

〇〇

8. 口演司会の方へ
現地登壇の場合
時間になりましたらアナウンスが入りますので、司会席に上がり、セッションを開始してください。
演者の紹介は所属とお名前のみで結構です。時間厳守をお願いします。時間を超過して発表してい
る方に関しては、途中でも中断して結構です。
リモート登壇の場合
現地登壇が困難な場合は、当日リモートにてご対応をお願いします。
Zoom を利用しリモートにてご担当いただきます。リモート登壇時の Zoom URL は個別にメールに
てご案内します。
演者の紹介は所属とお名前のみで結構です。時間厳守をお願いします。時間を超過して発表してい
る方に関しては、途中で中断して結構です。
9. ランチョンセミナー
開催時間：2 月 22 日（月） 13:45 ～ 14:45
2 月 23 日（火） 12:15 ～ 13:15
2 月 24 日（水） 12:15 ～ 13:15
お弁当は会場入口に準備します。整理券配布はございません。
10. 企業展示のご案内
場

所：ホテル日航福岡

3F

都久志の間（左）

時

間：2 月 22 日（月） 11:00 ～ 19:00
2 月 23 日（火）

8:00 ～ 18:00

2 月 24 日（水）

8:00 ～ 17:00

展示内容については、WEB 配信ページからもご覧いただけます。
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11. 託児室
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大を受け、託児室の設置を中止いたします。
12. クロークのご案内
場

所：ホテル日航福岡

3F

ホワイエ

時

間：2 月 22 日（月） 11:00 ～ 20:00
2 月 23 日（火）

7:30 ～ 19:00

2 月 24 日（水）

7:30 ～ 17:30

13. 事務局・ホームページアドレス
＜会員登録に関するお問い合わせ＞
MDSJ 事務局
株式会社コンベンションリンケージ内
東京都千代田区三番町 2 三番町 KS ビル
TEL：03-3263-8697

FAX：03-3263-8687

E-mail：mdsj@secretariat.ne.jp
http://mdsj.umin.jp/
＜第 14 回コングレスに関するお問い合わせ＞
第 14 回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス 運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ内
〒 812-0016

福岡市博多区博多駅南 1-3-6 第三博多偕成ビル

TEL：092-437-4188

FAX：092-437-4182

Email：mdsj14@c-linkage.co.jp
URL: https://www.c-linkage.co.jp/mdsj14/
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