
発表者へのご案内 

■発表方法

1) ノートパソコンを用いたPC プレゼンテーションに限ります。

2) 発表言語は日本語または英語です。ただし、発表言語に関わらず質疑応答は座長の

判断で両言語の使用を可とします（奨励賞候補演題を除く）。

3) 音声出力のためHDMIをご利用になりたい方は、事前にご相談下さい。

4) iPad 等タブレットでの発表はご遠慮ください。

5) ご自身の PC を使われる場合は、HDMI(タイプA)端子もしくはVGA(ミニD-Sub15)端

子での外部出力が可能なものをご持参ください。この形状への変換コネクタが必要

な場合は、ご持参ください。

6) 事務局が用意するPowerPoint2016 インストール済みのノートPC (Windows 10) を

ご利用の方は、発表用ファイルを保存したCD/DVD ディスクを持込みください。

■利益相反情報の開示

冒頭で利益相反開示のスライドを示さなければなりません。詳しくは日本生理学会の

HP をご参照ください。

■発表時間

口演 討論 計 討論の言語 

一般演題 10 分 2 分 12 分 日本語および英語 

奨励賞候補演題 10 分 5 分 15 分 口演での使用言語のみ 

■発表の流れ

1) 発表中にスクリーンセイバーが起動したり、スリープや省電力モードにならないよ

うに設定してください。

2) 医修館２階第二講義室のスライド試写室で試写を行って下さい。試写後、発表会場

(医修館１階第一講義室)へご自身のノートパソコンあるいは発表用ファイルを保存

したCD/DVD ディスクを持って移動して下さい。

3) 発表されるセッションの10 分前までに、PC オペレーターデスク（会場内、右端）

へ、ご自身のノートパソコンをAC アダプターと一緒にご提出ください。

4) 発表の 10 分前までに右端前方の次演者席にお座りください。

5) 演台への PC の移動は係りの者が行います。

6) ご登壇後、発表時のパソコン操作はご自身で行ってください。下記の時間にチャイ

ムが下記の回数鳴ります。

口演終了１分前 口演終了時 討論終了時 

チャイム ♪ ♪♪ ♪♪♪ 

7) 討論は原則、発表に使われた言語としますが、活発な討論を促すために、他方の言

語でも受け付けることがあります（奨励賞候補演題は除く）。発表言語と異なる言

語で質疑があった場合、応答は演者だけでなく共同発表者あるいは座長の方が積極

的にフォローしてくださるようお願いいたします。

8) 発表終了後、ご自身でモニター出力端子と電源ケーブルを取外し、PC を携えてご

降壇ください。

9) 演台奥の演者専用出口から退出して下さい。
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Information for Presenters 
■ Instruction for Presentation
1) Presentations at the Meeting are restricted to the usage of a computer.
2) Japanese and English are official languages for presentations and discussions.
3) Should you require access to audio, please contact the Meeting service staff in advance.
4) An iPad, iPhone, or tablet PC is not acceptable for use for the presentation.
5) A D-sub 15 pin or HDMI type A monitor connector is necessary to connect your laptop to the

projector equipment provided at the Meeting venue. If your computer has a special-format
monitor output terminal, bring a D-sub 15 pin conversion adaptor.

6) If you are plannning to use an on-site laptop computer (installed Windows 10 and PowerPoint
2016) provided from the Secretariat, please bring a CD/DVD disk saved your PowerPoint file.

■Declaration of Conflict of Interest
Speakers must declare a conflict of interest (COI) before starting their presentations. For more 
details regarding COI, please refer to the PSJ website. 

■Presentation Time
Presentation Discussion Total Language for Discussion 

General 10 min 2 min 12 min Both Japanese and English 
Award Applicants 10 min 5 min 15 min Language in his/her presentation

■Presentation Procedures
1) Please adjust your PC’s setting, so that it does not revert to screensaver or energy-saving

mode during your presentation.
2) Please preview your PowePoint in the Preview Room on the 2nd floor in advance. After preview,

go to the Presentation Room on the 1st floor, bringing with your PC or CD/DVD disk.
3) Please hand your PC with its AC adaptor to the Computer Operator Desk (on the right-hand side

near the stage) at least 10 minutes before the session that you sre scheduled to give a
presentation.

4) Please take a seat in the front row to the right of the stage specially reserved for the next speaker
at least 10 minutes before your presentation.

5) A computer operator brings your PC up to the stage.
6) Please operate your computer by yourself during your presentation.

One-minute left to finish your 
presentation 

Finish your presentation Finish the discussion 

Call Bell ♪ ♪♪ ♪♪♪ 
7) Discussions should be held in the same language that used in the presentation, in principle.

However, we strongly encourage the use of either language in the discussion sessions from the
standpoint of the internationalization of the Meeting (except for the presentation by Promotion
Award Applicants). Collaborators and/or Chairpersons are requested to support a speaker if
he/she only speaks either one of the languages.

8) After the presentation ends, please remove the monitor and the power cables by yourself, and
leave the stage with your PC.

9) Please leave the Presentation Room through the door behind the stage.

11




