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参 加 者 へ の ご 案 内

1　Web参加登録

Web開催により事前登録のみの受付です．事前登録は学術集会ホームページ（http://www.nksnet.co.jp/

jspp2020/）からお申し込みください．学会および資格認定協会取得単位数が記載された参加証は，学
術集会へのWeb視聴がログにて確認された後に，ご連絡先に郵送させていただきます．
※今回はクレジットカード決済のみとなりますので，ご注意ください．
※Web閲覧サイトのURLについては会期直前に電子メールにてご案内いたします．
※2020年9月11日（金）～ 13日（日）に久留米での現地開催企画は一切ございませんのでご注意ください．

1）参加資格
 　Web開催のため，原則，日本小児心身医学会会員のみの参加とさせていただきます．
 　 非会員で参加をご希望される方は，大会長（38sinsin@med.kurume-u.ac.jp）までメールでご連絡く

ださい．

2）事前登録費
 　医　　師　12,000円
 　医師以外　 8,000円
 　学　　生（大学院生を除く）　3,000円

3）プログラム・抄録集
 　 別刷を1,000円（送料別）で販売しております．ご希望される方は，jspp2020@nksnet.co.jpまでご

連絡ください．

2　学会および資格認定協会取得単位数

　詳細は，各学会にお問合せください．
　　 （1）日本小児心身医学会 …………………………… 10単位
　　 （2）日本心身医学会 ………………………………… 3単位
　　 （3）日本小児神経学会　参　加 …………………… 2単位 　　 　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 発表者 ……………………  3単位　　連名者……1 単位
　　 （4）日本小児精神神経学会　参　加 ……………… 1点
　　　　　　　　　 　　　　　　発表者 ……………… 1点
　　 （5）日本児童青年精神医学会 ……………………… 1単位
　　 （6）日本臨床心理士資格認定協会　参　加 ……… 2単位
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　発表者 ……… 4単位
　　　　　 　　　　　　　シンポジスト・司会 ……… 3単位
　　 （7）子どものこころ専門医 更新単位
　　　　　 認定更新対象講習： 基調講演，特別講演1，特別講演2，特別講演3，シンポジウム1～ 3，6 

イブニングセミナー，思春期健診デモンストレーション，小児心身医学
基礎講座
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　　 （8）日本小児心身医学会認定医・指導医，子どものこころ認定心理士　受験・更新単位
　　　　　 認定更新対象講習：イブニングセミナー
　※オンライン開催の場合，認定されない単位が発生します．
　　詳細は学会ホームページでご案内いたしますのでご確認ください．
※※ （7）（8）の単位は，視聴後に機構・学会ホームぺ－ジから申請書をダウンロードして，申請して

いただきます．詳細は学会ホームページでご確認ください．

3　関連会議

※関連会議の最新情報は，学会ホームページでご確認ください．

　�1）現理事会
 　 　日　　時：9月10日（木）　15：00～ 17：00

 　 　Web開催

�　2）代議員会（社員総会）
 　 　日　　時：9月10日（木）　17：00 ～ 17：30

  　　場　　所：久留米シティプラザ

�　3）新理事会
 　 　日　　時：9月10日（木）　17：30 ～ 18：30

 　 　Web開催

　�4）会員総会（会員へのお知らせ）
 　 　日　　時：9月12日（土）　13：40 ～ 14：00

 　 　会　　場：第1 Webサイト

�　5）各種委員会
 　 　日時・会場につきましては，別途ご案内させていただきます．

4　第11回認定医試験のご案内

 　 日　　時：9 月 13日（日）受付開始　8：30（予定）～　試験開始時間9：00（予定）
 　 会　　場：久留米シティプラザ   4F「中会議室1」
 　 試験方法：筆記試験　30 分，口頭試問　10 分
　 ※ 日本小児科学会専門医試験に準じた感染防止策を実施いたします．受験者の方に個別にお知らせ

いたしますのでご協力をお願いいたします．
　 ※※流行状況により福岡県内への移動が制限される事態となれば開催を中止いたします．
　 ※※※ 受験の延期を希望される方については，症例要約採点までを実施し，次年度以降に筆記試験

と面接試験を行う予定です．詳細は事務局よりご連絡させていただきます．
　　　
　 第11回認定医試験の事前打ち合わせ（認定医試験の運営担当者）
　 　　未定　＊運営担当者に事務局よりお知らせいたします．
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5　第13回子どものこころ専門医認定試験のご案内

 　日　　時：9 月13日（日）9：00 ～（受付開始　8：40）
 　会　　場：久留米シティプラザ 4F「中会議室3」
 　試験方法：講義　45分，筆記試験　30分
 　※ 日本小児科学会専門医試験に準じた感染防止策を実施いたします．受験者の方に個別にお知らせ

いたしますのでご協力をお願いいたします．
 　※※流行状況により福岡県内への移動が制限される事態となれば開催を中止いたします．
 　最新情報は，学会ホームページでご確認ください．

6　第1回子どものこころ認定心理士試験のご案内

 　  9月13日（日）受付開始　8：30（予定）～　試験開始時間9：00（予定）　
 　講義45分　筆記30分　面接15分　
 　※実施については検討中です．
 　最新情報は，学会ホームページでご確認ください．

7　次期学術集会のご案内

 　第39 回日本小児心身医学会学術集会
 　テ ー マ：“ 親と子の関係性” と子どもの心とからだ
 　会　　長：牛田　美幸（独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター）

 　会　　期：令和3年9月23日（木／祝）～ 25日（土）
 　会　　場：かがわ国際会議場・サンポートホール高松 

8　学術集会事務局連絡先

 　第38回日本小児心身医学会学術集会　運営事務局
 　　〒839-0809 福岡県久留米市東合川3丁目10-36

 　　株式会社西日本企画サービス
 　　TEL：0942-44-5800　FAX：0942-44-6655

 　　E-mail：jspp2020@nksnet.co.jp

9　Web開催方式について　　

Web開催の方式については，次ページからの表，イメージイラスト，および各解説をご参照ください．全演題，
プログラムスケジュールに沿ったon timeでのライブまたは音声パワーポイントでの配信を行います．全て
の演題についてライブでの質疑応答を実施します．Web視聴者からの各演題に対する質問もライブチャット
をご利用ください．配信が終了したプログラムは学会期間中のみオンデマンドでも配信を行います．
開催方式に関するご質問は jspp2020@nksnet.co.jpまでご連絡ください．
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ライブ配信 ライブ質疑
（チャットを含む）

オンデマンド配信
（許可が得られた講演のみ）

基調講演・特別講演
記念講演・教育講演

〇 〇 〇

シンポジウム 〇 〇 〇
思春期健診デモストレーション 〇 〇 〇

地方会推薦演題 音声付き
パワーポイント
のライブ配信

〇 〇
優秀推薦演題 〇 〇
一般演題 〇 〇
学会企画 〇 〇 〇

小児心身医学講座
ADHDの診療講座

× × 〇

教育セミナー 〇 〇 〇
＊〇実施　×未実施　　　＊学会企画は，イブニングセミナー /研究委員会報告 /災害シンポジウム
＊オンデマンド配信は，該当講演配信後から，令和2年9月13日（日）23：59まで配信
　（小児心身医学講座・ADHDの診療講座については，令和2年9月13日（日）8：00から配信開始）

配信イメージイラスト

基調講演・特別講演・記念講演・教育講演

【Web開催における注意事項】
▪ 発表データの登録および参加費の支払いをもって，第38回日本小児心身医学会学術集会にて発表し
たものとみなします．
▪症例報告は個人の同定がなされないようにプライバシー保護に配慮してご発表をお願いします．
▪ 画面キャプチャを含む，録音など発表者の権利を侵害する行為は絶対に行わないでください．不正行
為が特定された場合には，厳正に対処させていただきます．
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シンポジウム・イブニングセミナー・研究委員会報告・災害関連セッション	

一般演題・地方会推薦演題・優秀推薦演題
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モーニングセミナー・教育セミナー・思春期健診デモンストレーション

小児心身医学基礎講座・ADHDの診療講座
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10　Web開催視聴の仕方

1）学術集会ホームページ（http://www.nksnet.co.jp/jspp2020/）から，参加登録をしてください．
2） Web登録，クレジット決算が確認された後に，大会直前に運営事務局より登録者へ視聴URLをお送
りし，そこから各セッションへオンラインでアクセスしていただきます．各個人でインターネット
環境が安定した場所からご参加ください．

3）通常の学術集会と同様，タイムテーブルに沿ってプログラムを進行いたします．
4） ライブ配信はZoomを使用して，ディスカッションやライブチャットにより発表者への質問も可能
です．

　   Zoomの使用方法は，学術集会ホームページで紹介しています．
5） また，ライブ配信後にはオンデマンド配信を行います．
　  ※ オンデマンド配信は，会期中3日間のみ情報端末（パソコン・スマホ，タブレット等）から，聴

講が可能です．
6）受信映像や資料の保存，録音，再配布は禁止です．

11　ライブチャット（質疑応答）について

基本はZoomのチャット機能を用いて参加者（聴講者）から質問を受け付け，座長の裁量で選択する形
とします．Zoomチャットの使用方法は，学術集会ホームページで紹介しています．

12　座長と演者のみなさまへ　

1）発表会場の入室方法

� ①座長と演者はセッション開始前に必ず入室してください．
� 　�「座長/演者用」のURLは，必ず事前に電子メールでお送りする「招待URL」から入室をお願いいたします．
� ②�複数のセッションで座長またはご講演される場合，URLとパスワードはセッションによって異なります．
� 　 必ず該当セッションの「招待URL」と「パスワード」を使用して入室していただくようご注意ください．

2）マイク音声ミュートの確認

� ①発言する時以外は必ず音声をミュートするように心掛けてください．
� 　音声のハウリング等の原因となり他の視聴者が聞きづらくなってしまいます．
� 　Zoomでの音声ミュートの仕方は，学術集会ホームページで紹介しています．

3）発表環境の確保

� ①発表の際は，発表やセッション進行の邪魔にならない場所を確保してください．
� 　～好ましくない環境や場所～
� 　　・周辺の雑音が入ったり，電話がかかってきて中断するような状態
� 　　・関係のない人がカメラに映り込む　など
� ②パソコンはバッテリー駆動ではなく電源に接続してください．
� ③できるだけ良いネットワーク環境で発表を行ってください．有線LANの使用を強く推奨いたします．
� 　必ず事前にテストを行い，講演に問題ないかを確認してください．
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13　座長のみなさまへ

　�1）セッション進行について
  　①事前にお配りするプログラムの時間に基づき，時間厳守を徹底してください．
  　② 発表の順番になっても演者に接続の不具合等がある場合は，事務局よりお知らせいたします．次

の演者を繰り上げてセッションを進めてください．また，質疑応答の時間に余裕を持たせていただ
いても結構です．いずれの場合でも，セッションの終了時間の厳守をよろしくお願いいたします．

  　③ セッションが予定よりも早く終了した場合でも，次のセッションは前倒しせずに，予定の時間
どおりに開始していただきます．（空いた時間は休憩時間とします）

 　2）セッション中の対応について
  　① 最初の演者が発表を開始する前に，セッションの開始を宣言し，セッションの開始を明確にし

てください．
  　②講演が開始されたら，演者の画面や音声が問題なく伝送されているか確認してください．
  　③演者が講演時間を超えて話し続けるようであれば，警告し終了するように伝えてください．
  　④ 質疑応答については，チャット機能の画面から適宜質問を選んで，参加者（聴講者）の代わり

に演者へ質問してください．
  　※Zoomチャットの使用方法は，学術集会ホームページで紹介しています．

14　演者のみなさまへ

1）�セッション会場（Zoomシステム）には，セッション開始前に接続し，座長と演者との間で音声のやりとり
ができるかの確認を行います．

2）�ご自身の発表のあるセッション中は，セッション開始時から継続的に接続しておいてください．

　��以下，各セッションごとの注意事項となります．

基調講演，特別講演，記念講演，教育講演，シンポジウム，思春期健診デモンストレーション，
学会企画教育セミナー発表者のみなさまへ

① 前の演者の講演終了が近づいたら，すぐにご自身の講演ができるようにZoomの画面共有の準備と音
声ミュートを解除する準備をしておいてください．
②前の講演が終わらないうちは画面の共有は開始しないでください．
　発表開始時の画面共有は，必ず前の講演が完全に終了したことを確認してから行ってください．
　※ 前の講演が終わらないうちに画面共有を開始すると，前の演者の画面共有（＝ご発表）が停止され

てしまいますので十分ご注意ください．
③ 前の講演が終了したら，画面共有を開始し，音声ミュートを解除したうえで，座長からの紹介に続い
て発表を開始してください．
④発表者は，最初に自分の名前・所属を参加者（聴講者）へ簡単に伝えてください．
⑤講演時間は厳守してください．
　原則として，計時進行のベルは鳴りませんので，発表者自身で発表時間を管理してください．
⑥参加者の通信環境への配慮を行ってください．
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　 帯域の細いネットワーク環境で聴講している参加者の画面では，発表者が手元で画面を切り替えたり
マウスを操作したりしてから，それが伝わるまでに遅延が発生します．そのことを十分に考慮してプ
レゼンを行ってください．
⑦講演時間を過ぎましたら，最後まで発表できていなくても直ちに発表を終了してください．
⑧講演が終了したら質疑応答に進みます．画面共有を解除し，座長の指示に従って質問に答えてください．
⑨質疑応答が終了したら，速やかに音声をミュートしてください．

［一般演題，地方会推薦演題，優秀推薦演題　発表者のみなさまへ］

① プログラムで各セッションの時間を確認してください．講演時間は発表6分・質疑応答4分です（ポ
スター発表演題は発表3分・質疑応答2分です）．
②セッション開始前に必ず入室してください．
③音声をミュートにして待機してください．
④事前にご提出いただいた音声付きパワーポイントスライドを配信スタッフが再生いたします．
⑤ ご自身のスライドの再生が終了後，質疑応答に進みます．音声ミュートを解除して待機してください．
座長の指示に従って質問に答えてください．
⑥質疑応答が終了したら，速やかに音声をミュートしてください．
※ 一般演題，優秀推薦演題，地方会推薦演題の演者の方は事前に音声録音を行ったパワーポイントの送
付が必要になります．提出方法につきましては，運営事務局より各演者へご連絡いたします．
　音声パワーポイントの作成方法に関しては，下記の「音声パワーポイント作成の仕方」をご確認ください．
　学術集会ホームページでも作成方法を図示しています．

【音声パワーポイント作成の仕方】

①［スライド�ショー］，［スライド�ショーの記録］の順に選択します．
②［先頭から記録を開始］を選択し，プレゼンテーションの先頭から録音します．
③スライド発表の準備ができたら，［記録●］をクリックします．3，2，1のカウントダウンが始まります．
④�カウントダウンが終了したら，記録が開始されます．スライドを送りながら，スライドに沿って講演をお願い

します．スライドに沿って音声も収録されます．予め，レーザーポインターを選択すれば，レーザーポインター
を指して説明することもできます．

⑤�プレゼンテーションでの記録を停止する場合には，次の2種類があります．［一時停止］：記録を一時停止します．
［停止］：記録を終了します．スライドを最後まで送った場合には自動で記録が停止します．

⑥�スライド一覧表示を確認し，各スライドの左下に時間が明記されていることを確認します．PowerPointを保存（新
しく名前を付けて保存）します．再度ファイルを開いて音声やスライドのタイミングが問題ないか確認を行って
ください．

⑦スライドを確認して問題なければ，書き出しを行います．
　［ファイル］→［エクスポート］→［ビデオの作成］で動画ファイルの書き出しが行われます．
　ビデオ解像度は［1920×1080］を選択，［記録されたタイミングのナレーションを使用する］を選択
　�→「ビデオの作成」ボタンを押します．ファイル形式はMP4を選択し，ファイル名は「演題番号＿演者名�

例O-33＿久留米太郎」としてください．右下の保存をクリックすると動画が作成され，自動的に保存されます．
　＊保存には数分の時間を要します．
　＊動画として配信するために，⑦の作業が必要です．
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15　全ての発表者のみなさまへ重要なお知らせ

 演題発表の際には利益相反（COI：Conflict of interest）の開示をお願いします．
 利益相反の基準は日本小児科学会の基準に準じます．以下に日本小児科学会の基準を示します．
 《日本小児科学会における基準》

❶報酬額　1企業･団体から年間100万円以上，❷株式の利益1企業から年間100万円以上，あるいは当該
株式の5％以上保有，❸特許使用料1つにつき年間100万円以上，❹講演料が1企業・団体から年間50万円
以上，❺原稿料が1企業・団体から年間50万円以上，❻研究費・助成金などの総額が1企業・団体からの
研究経費を共有する所属部局（講座，分野あるいは研究室等）に200万円以上，❼奨学（奨励）寄付など
の総額が1企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局（講座，分野あるいは研究室等）に200万円以上，
❽企業などが提供する寄付講座企業などからの寄付講座に所属している，❾旅費・贈答品などの受領1企業・
団体から年間5万円以上，10上記の団体や企業に1等親の親族が現在勤務している．

　
演題発表の際のCOIスライドのひな形を次に示します．

　・学術集会演題発表時，申告すべきCOI状態がない場合
 　　　　　　　　　　　　　日本小児心身医学会　COI開示
　　発表者名： 
　　※共同演者を含む全員の氏名を記載してください．
　　日本小児心身医学会の定める利益相反に関する開示事項はありません

　・学術集会演題発表時，申告すべきCOI状態がある場合
　　　　　　　　　　　　　日本小児心身医学会　COI開示
　　発表者名：
　　※共同演者を含む全員の氏名を記載してください．
　　日本小児心身医学会の定める利益相反に関する開示事項に則り開示します 　　
　　産学連携活動に係る受け入れ：　・・製薬
　　コンサルタント・指導料： ・・株式会社
　　講演料：　・・製薬
　　原稿料：　・・製薬
　　給与：　・・製薬
　　株式保有・利益：　・・株式会社
　　役員報酬：　・・株式会社
　　特許使用料：　・・製薬
　　一親等の親族勤務：　・・製薬
　　※開示すべき内容のある項目のみ記載してください

　　ポスター発表の際にも，出力したスライドの掲示をお願いいたします．
　　 なお，演題発表の際のCOIスライドのひな形は日本小児心身医学会ホームページ上にも公開します
ので，ご利用ください．

　
【色覚障害など，色覚の多様性に配慮したスライド・ポスターの作成のお願い】

色覚特性（色覚障害）の参加者が，視覚情報を支障なく受け取れるように，色彩や配色，文字の大きさ
等に配慮をお願いします．Web開催になる久留米大会ではPCの画面で発表を視聴することになると思
われますので，見やすい色遣いの情報提供が求められます．
詳しくはhttp://www.jisinsin.jp/conference.htmをご覧ください．




