Marce 2020 バーチャル大会の楽しみ方

How to Enjoy the Marcé2020 Virtual Conference
A Guide

October 5-7, 2020

バーチャルミーティングへの
参加方法について

Some
questions
that you may
have about
how to
participate in
the virtual
meeting…

1.

Where is the virtual conference located and how do I “get” there?

2.

What will happen during the conference?

3.

How should I prepare for participating in the conference?

4.

What are the “live, synchronous scheduled events” and how do I join?

5.

What are the “invited preconference workshops and how can I participate?

6.

How do I participate in the live events; e.g. what is the proper zoom etiquette
regarding my video and sound?

7.

How will the keynote presentations be given and are they available if I am not able to
join the live at the scheduled time?

8.

How will discussion be held for symposia?

9.

How do I participate in the workshops, the case conference, or the special interest
group meetings?

10.

For the asynchronous part of the conference, how do I view and discuss the single oral
and poster presentations?

11.

If I did not upload my presentation by September 4 (the extended deadline for
submission), will my prerecorded presentation be posted on the website?

12.

Which live sessions are being recorded? And How long will I have access to the Canvas
conference website?

13.

Are there any social events?

14.

Tips for planning a “reasonable” conference schedule

15.

Information for presenters: What to expect

1. 大会はどこにあり、どうすれば辿り着くのでしょうか？

1. Where is the conference located and how do I
“get” there?
The conference will be located on a
University of Iowa website that hosts
all university courses-the platform is
called “Canvas.”
If you have uploaded a video, you are
already enrolled in the “course”.
If you have not uploaded a video, you
will receive an invitation to join the
course via email by then end of day
September 30.
大会はアイオワ大学のウェブサイト上で行われ、
大学のすべてのコースをホストしている”Canvas”という
プラットホームを活用しています。
ご自身のご発表があり、動画をアップロードしている場合は、
すでに「コース」に登録されています。
動画をアップロードしていない場合は、右の画面のような
"Course Invitation"のタイトルの受講のご案内メールを、
9月30日までに各自のメールにお送りします。

大会への参加方法（ Canvasのウェブサイトの使い方）：ステップ1とステップ2

１．下記の内容のメールを受け取ったら、

How to join
the
conference
Canvas
website:
Steps 1 and 2

２．[Get Started]のボタンをクリックします。

大会への参加方法（ Canvasのウェブサイトの使い方）：ステップ3とステップ4
３．Canvasのサイトに誘導されます。

How to join
the
conference
Canvas
website:
Steps 3 and 4

４．[Create My Account]をクリックします。

大会への参加方法（ Canvasのウェブサイトの使い方：ステップ5とステップ6
5. メールアドレスはすでに入力済みですので、あとはパスワードを作成して
「利用規約」の同意し、✔をつけ、[Register]をクリックするだけです。

How to join
the
conference
Canvas
website:
Steps 5 and 6
6. [Register]ボタンをクリックすると、大会の議題や動画が掲載されているサイトに
ログインされます。

2. 大会中には何が起こりますか？
学会発表は2つの形式で配信されます：

2. What will happen during the conference?
The conference presentations are delivered in two formats:
日時指定された同期のライブ・シンクロナス発表※

Live-synchronous-scheduled*

For these events you will find a zoom link
on the Canvas website to join a …
• “live” event (as opposed to recorded)
• at a scheduled time*
*The schedule/program list all events in U.S.
Central Time zone. There is a handy converter that
allows you to put in U.S. Central Time zone and
your time zone
• http://www.timebie.com/mloc/
これらのイベントについては、Canvasのウェブサイト上で
Zoomリンクを見つけて、参加することができます。
- ライブイベント
- 決められた日時に*
*すべてのイベントのスケジュール/プログラムは、
米国中部時間帯で記されています。
米国中央時間帯とあなたのタイムゾーンを入れることができる
便利なコンバータがあります。

24時間アクセス可能な録画された非同期の発表

Recorded-asynchronous-accessible
24/7
All presentations (single oral, poster,
and symposia) have been
prerecorded and uploaded to the
Canvas website.
You will have access these recordings
on October 2nd at 5:00 pm Central
Standard time.
すべての発表（口頭発表、ポスター、シンポジウム）は
事前に録音され、Canvasのウェブサイトにアップロード
されています。
これらの録音は、10月2日17時（米国中部標準時）まで、
アクセスできます。

イベント・タイプ：
ライブ配信

：

10月2日

：

10月5日

なし

：

学会前ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

：

10月6日7日

：

学会後～12月1日まで

：基調講演、シンポジウム、：
なし
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、事例検討等
事前録画
：Opening Ceremony：事前録画された発表（口頭*、ﾎﾟｽﾀｰ*、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ）：録画された基調講演等
(24時間再生可能)：&録画された発表 ：*ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ・ﾎﾞｰﾄﾞが与えられる

Event Types

Oct 2

Oct 5

Oct 6 & 7

Post Conference –
Dec 1

Keynotes
Invited preconference
workshops

Live
Synchronous

None

Scheduled

Requires registration
and fee
See
https://marce2020.com

Invited panels, presentations
& demos
Symposia

None

Workshops
Case conference
Special interest group
meetings
Post keynote mixers
Mix it up Session

Recorded
Asynchronous
Accessible 24/7

Opening
Ceremony **
&
Prerecorded
presentations
Single
Poster
Symposia

Keynotes
Prerecorded presentations
Single*
Poster*
Symposia
*With moderated discussion board: October 6

Note: Conference materials will be available only after you have viewed the
opening ceremony, i.e. viewing the opening ceremony unlocks rest of
conference. Opening ceremony videos are not optional.

Invited panels, presentations
& demos
Case conference
th

-7th

Prerecorded presentations
Single
Poster
Symposia
Late Breaking Special Events

注：大会へのアクセスは、開会式(Opening Ceremony)をご覧にならないと、ご利用いただけません。
開会式(Opening Ceremony)の動画は任意ではありません。必ずご覧ください。

3. 大会に参加するためには、どのような準備をすればよいのでしょうか？
大会の前の週末を利用して、録画された動画を見ることができます。
・Canvasのサイトは、10月2日17:00（米国中央標準時）にオープンします。「開会式(Open Ceremony)」をご覧になると、
10月5日～7日に行われるすべてのプレゼンテーションとライブイベントにアクセスすることができます。
・これらの情報を事前に確認しておくことで、大会中にシンポジウムのディスカッションや、口頭発表やポスター発表の
ディスカッションボードに参加することができるようになります。

3. How should I prepare for participating in the conference?
Bottom Line: Use the weekend prior to the conference to view prerecorded videos
• The Canvas website will open on October 2, 5:00 pm Central Standard Time. Once you have
viewed the “opening ceremony” you will given access to all the prerecorded presentations and
the live events on October 5-7.
• It is a good idea to view these ahead of time so that during the conference you are able to be an
informed participant in the symposia discussions or the moderated discussion boards for the
single oral and poster presentations.
• This conference is utilizing a flipped classroom format-watch prerecorded presentations ahead of
“class” and then be prepared to discuss either via live scheduled discussion for the symposia or
moderated discussion board for the single oral or poster presentations.
• Attendees will have the opportunity to participate as judges of poster videos.
So instead of preparing to travel to the conference (packing, getting tickets, going to the airport,
traveling, arriving at the conference hotel), you may spend the time preparing to fully participate
in the conference, in the comfort of your home and during your days.
No jet lag!!

・この大会では、「授業」に先立って事前に録音されたプレゼンテーションを見て、シンポジウムの場合はライブでスケジュール
されたディスカッションを、口頭発表やポスター発表の場合はモデレートされたディスカッションボードを使って議論するという、
フリップ・クラスター形式を採用しています。
・参加者は、ポスタービデオ録画の審査員として参加する機会があります。
そのため、大会に参加するための準備（荷造り、チケットの取得、空港への移動、移動、会議ホテルへの到着）の代わりに、
自宅で快適な時間を過ごしながら、大会に完全に参加するための準備に時間を費やすことができます。時差ぼけはありません!

4. 「ライブで同期予定のイベント」とは何か、どうやって参加すればいいのか？
「ライブ同期予定イベント」には5つのカテゴリーがあります。

4. What are the “live, synchronous scheduled events” and how
do I join?
1.
2.
3.
4.
5.

There are five categories of “live, synchronous, scheduled events:
Keynotes
1. 基調講演
Symposia discussions
2. シンポジウムでの議論
Pre-conference invited workshops –requires registration and separate fee
3. 大会前ワークショップ -登録と別途料金が必要です。
Workshops submitted as abstracts by attendees
4. 参加者からabstractとして提出されたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
Special events:
5. 特別イベント。
• Invited panels, presentations and demo
- 招待されたパネル、プレゼンテーション、デモ
- ケースカンファレンス
• Case conference
- 2つの特別関心団体の会合：ﾍﾟﾘﾈｲﾀﾙ・ﾛｽと父親
• Two special interest group meetings: Perinatal Loss and Fathers
How do I join the live events?
A zoom link to join the live event, will be published in Canvas a few minutes prior to the scheduled time. To join, you click that link
Note: these events have been scheduled at varying times so that attendees may attend at least some of the events during their daytime.
All attendees are welcomed to join any live event. Symposia were scheduled with the location and time zone of the presenters in mind.
See next slide for a “draft sample” of the program for the first day of the conference –events listed in this sample might differ from the
final schedule you have been sent.

ライブイベントに参加するには？
ライブイベントに参加するためのZoomリンクが、予定時間の数分前にCanvasに公開されます。参加するには、そのリンクを
クリックしてください。
注：これらのイベントは、参加者が日中にイベントに参加できるように、様々な時間帯でスケジュールされています。
すべての参加者がライブイベントに参加できます。シンポジウムは、発表者の場所と時間帯を考慮してスケジュールされています。
このサンプルに記載されているイベントは、送られてきた最終的なスケジュールとは異なる可能性があります。

*All dates, days and times are listed in US
Central Daylight Savings Time. Click here
to find the offering time where you are.
Keynotes

8:00 am
Marcé Medal Award

8:30 am

9:00 am

9:30 am

10:00 am

10:30 am

Break/Mixer

Traumatic Childbirth: The EverWidening Ripple Effect
Cheryl Beck

Symposia

Break/Mixer

From Understanding Risk to Developing Interventions – the
Benefit of Perinatal Informed Patient Cohorts
• Abstract ID #: 93
Ian Jones, Marisa Casanova Dias, Alistair Souch, Elen Thomas
Postpartum PTSD: Current Developments and Future
Directions
• Abstract ID #: 46
Susan Garthus-Niegel, Susan Ayers, Antje Horsch, Victoria Kress
Prenatal Stress, Anxiety and Depression and the Effects on the
Child; Underlying Mechanisms
• Abstract ID #: 20
Vivette Glover, Alison Hipwell, Catherine Monk, Tom O’Connor,
Kieran O’Donnell
Breastfeeding and Postpartum Depression
• Abstract ID #: 78
Barbara Figueiredo, Ana Conde, Tiago Miguel Pinto, Erika Vieira,
Manola Vidal

Workshops

Break/Mixer

Tackling Perinatal Behavioral Health Care Across A Large
Health System: Models of Care Meeting Patients Where
They Are
• Abstract ID #: 15
Priya Gopalan, Elizabeth Hovis, Eydie Moses-Kolko, Meredith
Spada
Multimodal Predictors for Perinatal Parental Mental
Disorders and the Influence on the Development of the
Child
• Abstract ID #: 50
Sarah Kittel-Schneider, Thorsten Mikoteit, Maria Muzik,
Thalia Robakis
The Physical-Mental Maternal Health Interface in the
Perinatal Period
• Abstract ID #: 27
Claire Wilson, Amira Aker, Debra Bick, Antje Horsch
The Role of Allopregnanolone in Perinatal Mood and
Anxiety Disorders
• Abstract ID #: 34
Jennifer Payne, Lauren Osborne, Graziano Pinna, Inger
Sundstrom Poromaa

• Understanding Trauma in the Perinatal Period: Brain-Based Treatment for Families in
Distress
• PATH. An innovative, international cross border approach to supporting families with their
mental health in the perinatal period
• Using relational psychotherapy techniques in health care provision for perinatal mental
illness – a transferable skill set
• For Obstetricians: Quickly Addressing Perinatal Mental Health Issues Competently and with
Ethical Compassion in the Exam Room
• A Psychotherapeutic model for perinatal loss

5. 「招待された大会前ワークショップ」とは何ですか？
10月5日には、ワークショップのトピックに精通した個人によるプレカンファレンスワークショップを開催します。
参加には事前登録が必要で、一部追加料金の支払いが必要なものもあります。
ワークショップ参加は30名限定。
ワークショップは2時間です。
ワークショップ登録者には、ワークショップ開始直前にZoomリンクをお送りします。

5. What are the “invited preconference workshops” and how
can I participate? Yes…
On October 5th, we are hosting invited pre-conference workshops delivered by
individuals with expertise in the workshop topic
Participation requires preregistration and some require payment of an additional fee
Workshop participation is limited to 30 attendees
Workshops are 2 hours in duration
Workshop registrants will receive a zoom link just prior to the start of the workshop
To see the list of workshops and to register go to: https://marce2020.com/program/workshops

Note: “Systematic Literature Searching” & “Writing for Publication” have full capacity
and are closed to registration
注）「Systematic Literature Searching」と「Writing for Publication」は定員に達したため、登録を締め切っています。

6. ライブイベントに参加するにはどうすればいいですか？
ライブイベントの種類 ：参加者のレベル：ズームエチケット
基調講演：なし：参加者のマイクとカメラがオフになっています。
特別イベント、パネル、デモ、プレゼンテーション：質問やコメントをモデレートされた掲示板に投稿する：参加者のマイクとカメラオフ
特別なイベント、事例検討、特別関心団体会合：フル参加：話すときにマイクのミュート解除、セッション中カメラはオン
シンポジウム ディスカッション、ワークショップ：フル参加：話すときはマイクのミュート解除、 セッション中はカメラをオン

6. How do I participate in the live events; e.g. what is the
proper zoom etiquette regarding my video and sound?
Type of Live Event

Attendee Level of
Participation

Zoom Etiquette

None

Muted sound and your video turned
off

Post questions, comments to a
moderated discussion board

Muted sound and your video turned
off

Special events:
Case conference, special interest group
meetings

Full

Unmuted when speaking Video
turned on throughout

Symposia Discussions
Workshops

Full

Unmuted when speaking Video
turned on throughout session

Keynotes
Special events:
panels, demos, & presentations

To help us create the “center stage” or “podium experience” of a face-to-face conference, during some live events
you are asked to remain in the background e.g., with your sound muted and video turned off.
対面式会議のような「センターステージ」や「演台」を演出するために、ライブイベントでは、参加者はマイクをミュートにして
カメラをオフにした状態でのご参加をお願いする場合があります。

7. 基調講演はどのように行われるのか、また予定時間に参加できない場合は後で視聴できるのか？
基調講演は、参加者が大会期間中に少なくとも一部の講演に参加できるように予定されています。
基調講演者の紹介と基調講演のプレゼンテーションはすべて事前に録音されています。
大会期間中、録画は、最初に予定された時間に放映されます。
これらの録音は、大会期間中および12月1日まで視聴できます。

7. How will the keynote presentations be given and are they
available if I am not able to join the scheduled time?
Keynotes presentations have been scheduled so that attendees may attend a least some of them
during the conference
The introduction of keynote speakers and the keynote speaker presentations are all prerecorded
During the conference they will be played for the first time a scheduled time
These recordings will be available throughout the conference and through December 1.
Mixer/Breaks
After some keynote presentations, there is a “mixer” event, which are random breakout rooms of
session attendees. The purpose is to simulate the connections and conversations that happen at the
break time at the refreshments table of a face-to-face conference. To participate you only need to
remain connected to the zoom link used for the keynote presentation. The duration of these
“mixers” will be brief. You will get to see your colleagues or meet new ones.
ミキサー/休憩室（Mixer/Breaks)
いくつかの基調講演の後には、セッション参加者のランダムなブレイクアウトルームである「ミキサー(Mixer)」イベントがあります。
これは、対面式の会議の休憩時間に行われる軽食テーブルでのつながりや会話をシミュレートすることを目的としています。
参加するには、基調講演に使用されているズームリンクに接続している必要があります。
これらの「ミキサー(Mixer)」の時間は短いです。同僚に会ったり 新しい出会いがあるでしょう。

8. シンポジウムでのディスカッションはどのように行われるのか？

シンポジウムのために録音されたプレゼンテーションは、Canvasのウェブサイトの「シンポジウム・プレゼンテーション」に掲載されています。
シンポジウムは、主催者の姓名とシンポジウムのタイトルで表示されます。
各シンポジウムに関連した4つの個別プレゼンテーションと主催者の概要ビデオは、Canvasのウェブサイトにまとめられています。
これらのビデオは、ライブで予定されているシンポジウムのディスカッションに参加する前にご覧になることをお勧めします。
シンポジウムのディスカッションのZoomリンクは、ディスカッション開始予定時刻の数分前にCanvasのウェブサイトに掲載されます。
参加するにはそちらのリンクをクリックしてください。

8. How will discussion be held for symposia?
Prerecorded presentations for symposia are posted on the Canvas website under
Symposia Presentations”
Symposia are listed by the last name of the organizer and the symposia title
The four prerecorded individual presentations associated with each symposia as well the
organizers’ overview video are grouped together on the Canvas website
It is best to view these videos BEFORE attending the live, scheduled, symposia
discussion
Zoom links for symposia discussions will be posted in the Canvas website a few minutes
before the discussion is scheduled to begin. To join this click on this link.

9. ワークショップ、ケースカンファレンス、特別関心団体の会合に参加するにはどうすればいいですか？
ワークショップ、ケースカンファレンス、特別関心団体の会合は大会の新形式です。
ワークショップや特別な関心を持つグループのミーティングは、90分間のライブイベントで、事前に録音されたビデオはありません。
参加するには、予定された開始時間の数分前にCanvasのウェブサイトでZoomリンクが公開されます。
ケースカンファレンスには録音済みのビデオがありますので、予定されているライブの司会付きディスカッションセッションの
数分前に視聴することができます。

9. How do I participate in the workshops, the case conference,
or the special interest group meetings?
Workshops, the case conference, and special interest group meetings are
new formats for the biennial meeting
Workshops and special interest group meetings are live events, scheduled
for 90 minutes duration, with no pre-recorded videos. To join, a zoom link
will be published on the Canvas website a few minutes prior to the
scheduled start time.
The case conference has pre-recorded videos that you may watch ahead
of the scheduled live, moderated discussion session.

10. 大会の非同期部分では、口頭発表とポスター発表をどのように見て、議論するのですか？
口頭発表またはポスターとして提出された録画ビデオは、Canvasのウェブサイトの「口頭発表およびポスター」ビデオとして掲載され、
テーマ別に分類されます。
テーマごとにモデレートされたディスカッションボードへのリンクが用意されており、そこに質問やコメントを投稿することができます。
各掲示板にはモデレーターが配置されています。
10月6日、7日に議論の場を設けます

10. For the asynchronous part of the conference, how do I view
and discuss the single oral and poster presentations?
The videos of abstracts submitted as
single oral presentations or posters will
be posted on the Canvas website under
“Single Oral and Poster” videos,
categorized by themes-- listed on the
chart at the right
A link to a moderated discussion board
will be provided for each theme, where
you may post questions or comments
Each discussion board has assigned
moderators
Discussion boards will be available on
October 6 and 7

Themes
Descriptive **Mother or Father Views or Experience **Clinical Presentation
Diagnostic Considerations**Qualitative Studies
Epidemiology **Prevalence **Risk Factors or Causes or Correlates **Course
Effects or Consequences
Identification or Screening **Service Delivery ** Implementation **Models of Care
Dissemination or Implementation
Prevention **Treatment **Clinical Management Strategies
Tools for Support
Research Methods **Research Strategies **Psychometrics **
Instrument Development or Instrument Validation
Policy **Law ** Economic Analyses **Political Advocacy ** System Changes
Historical Perspectives or Accounts
Special Topics: Fathers
Special Topics: Perinatal Loss
Special Topics: Concealed Pregnancy
Special Topics: Postpartum Support International
Special Topics: Infertility or invitro fertilization

11. 9月4日（提出期限の延長）までにアップロードしなかった場合、10月5日までにホームページに掲載されるのでしょうか？
学会のバーチャルフォーマットへの移行は挑戦です。
9月4日の提出期限までにアップロードしている動画は、10月5日までに掲載します。
仮想プラットフォームへの移行が新しいため、提出期限を過ぎてアップロードされた動画が10月5日までに処理できるかは
わかりません。しかし、大会のウェブサイトは12月1日まで利用可能であり、できるだけ早くアップロードされます。

11. If I did not upload my presentation by September 4 (the extended
deadline for submission), will my prerecorded presentation be
posted on the website by October 5th?
Greetings!
The move to the virtual format for the conferences is challenging. Videos that are uploaded by the
extended deadline –September 4th, will be posted by October 5. Because the move to virtual
platform is new, we do not yet have the confidence in the process to know that late videos can be
processed by October 5th. However the conference website is available through December 1 and
your video will be uploaded as soon as possible.
Sincerely,
Center for Conferences

12. どのライブセッションを録画しているのか？Canvasカンファレンスのウェブサイトにはいつまでアクセスできますか？
どのライブセッションが録画されているか？
- 大会前ワークショップ
- 基調講演
- ケースカンファレンス
- 招待されたパネル、プレゼンテーション、デモ

12. Which live sessions are being recorded? How long will I have
access to the Canvas conference website?
•
•
•
•

Which live sessions are being recorded?*
Preconference invited workshops
Keynotes
Case conference
Invited panels, presentations and demo

How long will I have access to the Canvas conference website?
• Until December 1
• All prerecorded material will be available along with recorded live sessions
*Disclaimers
We will do our best to record these events. Technological difficulties may result in failure to
record.
All recorded presentation have been captioned using an automatic captioning system and thus
may have some grammatical or spelling errors.

Canvas カンファレンスのウェブサイトへのアクセスはいつまでですか？
- 12月1日まで
- すべての事前録画された素材は、録音されたライブセッションと一緒に利用可能になります。
*免責事項
これらの出来事を記録するために最善を尽くします。技術的な問題により、記録できない場合があります。
録画されたプレゼンテーションはすべて自動キャプションシステムを使用してキャプションを付けています。
文法的またはスペルミスがあるかもしれません。

13. 社会的なイベントはありますか？

はい

ポスト=基調講演用ミキサー
いくつかの基調講演の後には、セッション参加者のランダムな休憩室である「ミキサー」というイベントがあります。
Mix it up Settions： "キッズ」「大人」「シニア」

13. Are there any social events? YES!
Post-=Keynote Presentation Mixers
After some keynote presentations, there is a “mixer” event, which are random breakout rooms of session attendees.
The purpose is to simulate the connections and conversations that happen at the break time at the refreshments
table of a face-to-face conference. To participate you only need to remain connected to the zoom link used for the
keynote presentation. The duration of these “mixers” will be brief. You will get to see your colleagues or meet new
ones.
Mix it up Sessions: “Kids,” “Adults,” “Seniors”
This zoom event is purely social and based on length of membership in International Marce. Depending on the
number in each group, we may use random break out sessions. Please attend by clicking on the appropriate link and
have some fun!
• Kids—these are newcomers; that is those attending their first INTERNATIONAL Marce—so you may have attended
a MONA meeting or another regional group meeting but have never attended a biennial meeting of the
International Marce Society
• Seniors- Those who attended meetings prior to and including the Sydney meeting in 2002 are included in this
category
• Adults: All those who are not “kids” or “seniors
このズームイベントは純粋に社交性を重視したもので、Marce Societyの会員期間を基準にしています。
各グループの人数によっては、ランダムな分科会を使用する場合があります。該当するリンクをクリックしてご参加ください。
- キッズ-初めてMarce Societyに参加される方です。MONAの会議や他の地域グループの会議に参加したことがあるが、
Marce Societyの2年に1度の会議に参加したことがない方。
- シニア- 2002 年のシドニー会議以前およびその前後の会議に出席した者が含まれている。
- 大人-「キッズ」でも「シニア」でもないすべての人

14. "無理のない "会議スケジュールを計画するコツ
- この会議は国際的に開催されることを忘れないでください。このように、ライブイベントが予定されているため、
Zoomを使って誰もがライブイベントに参加できるようになっていますが、すべてのイベントに参加できるわけではありません。
- 米国/南米。ライブイベントは午前中に開始
- ヨーロッパ/アフリカ。ライブイベントは午後2時から
- インドです。ライブイベントは早晩6時30分から
- 日本とオーストラリア。ライブイベントは翌日6:00～8:00頃から開始。前日の午後4時頃から始まるイベントです。
10月5日～7日の全てに参加する必要はありません。今、プログラムをお送りしていますので、実際に参加したいライブイベントの
スケジュールを立てることができます。12月1日までサイトにアクセスできます

14. Tips for planning “a reasonable” conference schedule.
• Remember that the conference occurs internationally. Live events have thus been scheduled so that everyone
can attend some live events via zoom—but you are not expected to attend all the events!
• U.S./South America: Live events begins in the morning
• Europe/Africa: Live events begin at 2:00 pm
• India: Live events begin early evening 6:30 pm
• Japan and Australia: Live events begin around 6:00-8:00 am the next day. (These are events that begin around
4:00 pm U.S. Central the prior day)
You don’t have to attend all of them from October 5-7. We are sending the program now, so that you can make a
schedule of live events that you wish to attend in person. You have access to site until December 1
US Pacific
Mon 6:00 AM
Mon 7:00 AM
Mon 8:00 AM
Mon 9:00 AM

US Mountain
Mon 7:00 AM
Mon 8:00 AM
Mon 9:00 AM
Mon 10:00 AM

US Central
Mon 8:00 AM
Mon 9:00 AM
Mon 10:00 AM
Mon 11:00 AM

US Eastern
Mon 9:00 AM
Mon 10:00 AM
Mon 11:00 AM
Mon 12:00 PM

Brazil
Mon 10:00 AM
Mon 11:00 AM
Mon 12:00 PM
Mon 1:00 PM

London
Mon 2:00 PM
Mon 3:00 PM
Mon 4:00 PM
Mon 5:00 PM

Central European
Mon 3:00 PM
Mon 4:00 PM
Mon 5:00 PM
Mon 6:00 PM

South Africa
Mon 3:00 PM
Mon 4:00 PM
Mon 5:00 PM
Mon 6:00 PM

India
Mon 6:30 PM
Mon 7:30 PM
Mon 8:30 PM
Mon 9:30 PM

Japan
Mon 10:00 PM
Mon 11:00 PM
Tue 12:00 AM
Tue 1:00 AM

Sydney
Tue 12:00 AM
Tue 1:00 AM
Tue 2:00 AM
Tue 3:00 AM

Mon 10:00 AM

Mon 11:00 AM

Mon 12:00 PM

Mon 1:00 PM

Mon 2:00 PM

Mon 6:00 PM

Mon 7:00 PM

Mon 7:00 PM

Mon 10:30 PM

Tue 2:00 AM

Tue 4:00 AM

Mon 11:00 AM

Mon 12:00 PM

Mon 1:00 PM

Mon 2:00 PM

Mon 3:00 PM

Mon 7:00 PM

Mon 8:00 PM

Mon 8:00 PM

Mon 11:30 PM

Tue 3:00 AM

Tue 5:00 AM

Mon 12:00 PM
Mon 1:00 PM
Mon 2:00 PM
Mon 3:00 PM
Mon 4:00 PM

Mon 1:00 PM
Mon 2:00 PM
Mon 3:00 PM
Mon 4:00 PM
Mon 5:00 PM

Mon 2:00 PM
Mon 3:00 PM
Mon 4:00 PM
Mon 5:00 PM
Mon 6:00 PM

Mon 3:00 PM
Mon 4:00 PM
Mon 5:00 PM
Mon 6:00 PM
Mon 7:00 PM

Mon 4:00 PM
Mon 5:00 PM
Mon 6:00 PM
Mon 7:00 PM
Mon 8:00 PM

Mon 8:00 PM
Mon 9:00 PM
Mon 10:00 PM
Mon 11:00 PM
Tue 12:00 AM

Mon 9:00 PM
Mon 10:00 PM
Mon 11:00 PM
Tue 12:00 AM
Tue 1:00 AM

Mon 9:00 PM
Mon 10:00 PM
Mon 11:00 PM
Tue 12:00 AM
Tue 1:00 AM

Tue 12:30 AM
Tue 1:30 AM
Tue 2:30 AM
Tue 3:30 AM
Tue 4:30 AM

Tue 4:00 AM
Tue 5:00 AM
Tue 6:00 AM
Tue 7:00 AM
Tue 8:00 AM

Tue 6:00 AM
Tue 7:00 AM
Tue 8:00 AM
Tue 9:00 AM
Tue 10:00 AM

Mon 5:00 PM

Mon 6:00 PM

Mon 7:00 PM

Mon 8:00 PM

Mon 9:00 PM

Tue 1:00 AM

Tue 2:00 AM

Tue 2:00 AM

Tue 5:30 AM

Tue 9:00 AM

Tue 11:00 AM

15. 発表者への情報:
プレゼンテーション・タイプ：情報
・招待されたプレカンファレンスワークショップ
いずれも10月5日に予定されているもので、所要時間は2時間。Outlookカレンダーの時間をご確認ください。
10月2日（金）にズームリンクと登録者リストをお送りします。すべてのズーム機能にフルアクセスできる共同ホストになります。
予定時刻の数分前にズームリンクを開き、出席者への挨拶の準備をしておくとよいでしょう。
・カンファレンス・ワークショップ ：10月6日～7日にプログラム全体で1.5時間開催予定。ワークショップの数分前にズームリンクに
アクセスすることができます。すべてのズーム機能にフルアクセスできる共同ホストになります。予定時刻の数分前にズームリンクを
開き準備をしておくとよいでしょう。

15. Information for Presenters: What to Expect
Type of Live Presentation

What to Expect

Invited preconference
workshop

All scheduled for October 5 for a duration of 2 hours
Please confirm your time which is on your Outlook calendar.
You will receive a zoom link on Friday October 2 and a list of registrants
You will be a cohost with full access to all zoom functions
A few minutes prior to the scheduled time you might open up the zoom link and be ready to greet your attendees

Conference workshops

Scheduled throughout the program on October 6-7 for 1.5 hours
You will have access to the zoom link a few minutes prior to the workshop
You will be a cohost with full access to all zoom functions
A few minutes prior to the scheduled time you might open up the zoom link and be ready to greet your attendees

Symposia

Scheduled throughout the program on October 6-7 for one hour.
As symposia organizer be prepared to facilitate a discussion of the recorded videos-this is discussion format only (no screen sharing)
A few minutes prior to the scheduled time you might open up the zoom link and be ready to greet your presenters and attendees

Case Conference-moderator
Case Conference -presenters

Scheduled: Moderator will be a zoom cohost
Presenters: Attend session and be prepared to discuss your client case

Invited special events

Scheduled; Zoom access depends on event

See next page for additional information for presenters
・シンポジウム：10月6日～7日のプログラム全体で1時間の予定です。シンポジウムのオーガナイザーとして、録画されたビデオの
ディスカッションを行う準備をしてください。予定時刻の数分前にズームリンクを開き、プレゼンターや出席者に挨拶をする準備を
しておくとよいでしょう。
・ケースカンファレンスの司会者と発表者：予定の時間に、司会はズームで進行します。発表者は、セッションに参加し、クライアント
のケースを議論するための準備をしてください。
・招待された特別イベント：ズームアクセスはイベントによって異なります。

プレゼンテーションの種類 : 録画済みビデオ: 配信モード: 主演者へのズームアクセス : ライブセッションの録画
大会前ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ : なし：10月5日から2時間のライブスケジュール : 共催者は画面共有、投票、ブレイクアウトなどにフルアクセス可能 : あり
シンポジウム : あり：プログラム内60分ライブスケジュールを設定：画面共有なし : なし

Presentation type

Pre-recorded
video/s

Mode of Delivery

Zoom access for
lead presenter

Is the Live Session
Recorded

Invited Preconference
workshop

No

Live-scheduled on
October 5-2 hours

Co-host will full access to
screen sharing, polls,
breakouts, etc.

Yes

Symposia

Yes

Live-scheduled in
program-60 minutes

No screen sharing

No

Workshop submitted as
abstracts

No

Live-schedule in program90 minutes

Co-host will full access to
screen sharing, polls,
breakouts, etc.

No

Case Conference

Yes

Live-scheduled in the
program with moderator

Moderator will have full
access to screen sharing,
polls, breakouts, etc.

Yes

Invited Special Events

Some

Live-scheduled in program
with lead presenters

Panels-access to chat only
Demos-screen sharing,
polls
Monologue-access to chat

Yes

Single oral and poster
abstracts

Yes

Asyncrhronous
Moderated discussion
board

Not applicable

No

abstractとして提出されたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：なし：ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内90分ﾗｲﾌﾞｽｹｼﾞｭｰﾙを設定：共催者は、画面共有、投票、ﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄなどのﾌﾙｱｸｾｽ可能：なし
ｹｰｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ ：あり：司会者とのﾗｲﾌﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ : 司会者はスクリーン共有、投票、ブレイクアウトなどにフルアクセス可能：あり
招待された特別なｲﾍﾞﾝﾄ： 一部 : 主演者によるﾗｲﾌﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ : ﾊﾟﾈﾙ - ﾁｬｯﾄのみｱｸｾｽ可能。ﾃﾞﾓ、画面共有、投票、ﾓﾉﾛｰｸﾞ-ﾁｬｯﾄのみｱｸｾｽ可能 : あり
口頭およびポスター：あり：非同期, Moderated discussion board : 該当なし : なし

See you soon!

October 5-7, 2020

