
バーチャル展示・コミュニティエリアについて
～使い方は自由！仲間と集い楽しむために～

2021年10月24日

第21回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2021 in 横浜

実行委員会



コンセプト
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動画配信やイベントを実施するエリア。
参加者が自由に集い、何気ないコミュニケーション
を取る事で参加者との繋がりを広げる場になります。

参加者が自由に集まり情報交換するエリア。
COVID-19下で全国の仲間の繋がりが弱くなっている
ため、臨床試験に関わる仲間が集い、シンポジウム等
の意見交換を行ったり、悩みを相談したり、何気ない
コミュニケーションを取ることが出来る場になります。

サービスの紹介、各社の取組み
等について参加者とのコミュニ
ケーションを取る場になります。

～使い方は自由です！
いつでも、誰とでも、好きな時に集まり、自由に話しましょう～
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ホームページWEB開催
特設ページへログイン

WEB開催特設ページから
バーチャル展示・
コミュニティエリアへ移動



バーチャル展示・コミュニティエリアイメージ
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6ホールで構成され、各ホール最大500名までが入
場可能となっています。入場後各ホールは自由に
移動が可能となっています。なおホール内が500名
を超えると入場ができなくなる場合がございます。
他のホールからお楽しみください。



バーチャル展示・
コミュニティエリアイメージ
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展示ブース

現在フロア設計、デザインをしておりますので、
一部変更になる可能性がございます。

多目的

エリア

ラウンジ

エリア

ラウンジ

エリア
以下の画面より各ホールへ入場してください。



企画
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土曜 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 文化の日 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14

オンデマンド配信期間中に自由にバーチャル展示・コミュニティエリア
にて仲間と集いましょう！現地で開催する展示エリアにいるように
仲間とシンポジウムやePoster等の意見交換を行いませんか。

10月23日よりスタート！自由にご活用ください！

ePoster Week（同時開催：企業展示Week）

16時～18時一般演題発表者に参加してもらい、
ePoster発表内容について意見交換しませんか！

集合日時11月3日～5日 16時～18時

参加して頂きたい日程を指定させて頂きますので、
お仕事のご都合がつく方はお集まりください。

16時だヨ！全員集合
～第21回プログラム委員集まれ！～

開催日時：10月31日 16時～ 18時
プログラム委員の想いを聞きませんか！

自由に集まって、みんなで話す！話す！話す！



16時だヨ！全員集合
～第21回プログラム委員と話しませんか～

各ホールの多目的エリアに参加可能なプログラム委員が集っています。プロ
グラムを企画した想いを聞いてみませんか！

開催期間：10月31日 16時～18時 ※ 仲間と18時以降も楽しむのは自由です！

基本コンセプト：参加は自由です。プログラム委員と立ち話のように気軽に
会話を楽しんでください！もちろん新たなネットワーキングをするのもよ
し！仲間と日ごろの悩みを話すのもよし！自由な時間を楽しんでください。

基本ルール：Webの特性をご理解いただき、譲り合いながら会話を楽しみま
しょう。
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COVID-19禍で一度も集まれない中で熱い想いが詰まったプログラムを作り上げ
ました。そんな熱いプログラム委員（都合のつく方）が集まります！プログラ
ムに対する想いや、内容について皆でざっくばらんに話しましょう！

16時だヨ！

全員集合



プログラム委員集まれ！

• 16時にAホール 中央にある多目的エリアへお集
まりください。

• プログラム委員を探そう！
• プログラム委員は、名前に「シンポ/座談会/…＋名
前」を記載しています。

• 会議代表及びプログラム委員長より開会の挨拶
があります。

• プログラム委員の熱い想いを聞きましょう！
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プログラム委員集まれ！

• Aホール 多目的エリアに集合
• 中央にある多目的エリア④番にお集まりください。

• ミーティングアイコン をダブルクリックし線で繋
がってください。

• ミーティングモードに切り替わりビデオ通話が可能と
なります。

• 16時00分 会議代表 挨拶
※メガフォンにてホール全体に開会の挨拶

• 16時05分 プログラム委員長 司会でスタート！

9



プログラム委員集まれ！

• プログラム委員長より、各プログラム委員にインタビュー形式で

お話を聞いていきます。

• インタビューが終了後は、みんなで会話を楽しみましょう！
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• どのような想いで企画したプログラムなのか？
• 伝えたかったこと
• 苦労した点（あれば）
• つなぎたいこと（繋・絆・継）

進め方



楽しみ方
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アバターをクリック
してもらうと黒いエ
リアが見えます。あ
なたの会話が聞こえ
るエリアになります。
近くなれば大きく、
遠くになれば小さく
なります。

テーブルの真ん中に
ある丸いアイコンは
ミーティングアイコ
ンになります。アイ
コンをクリックして
もらうと黒い線が繋
がります。



楽しみ方
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ミーティングアイコ
ンで仲間と繋がると
お互いの声がクリア
に聞こえるようにな
ります。
必要に応じてビデオ
会話も可能となりま
すので、立ち話しを
お楽しみください。



楽しみ方
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ミーティングアイコ
ンに繋がるとカメラ
マークが追加された
ことが分かります。
オンにしてもらうと
線でつながったメン
バーと顔を見ながら
お話しができます。

「…」をクリックす
ると左記の機能が使
えます。



楽しみ方
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・メガフォンで話すとホール全体に声が響きます。誰かを呼び出したい時
にご使用ください。

・画面共有も可能です。シンポの資料があれば黒いサークル内にいる人に
画面共有が可能です。

・任意にミーティングアイコンをホール内に作ることも可能です。
どこでもオープンなミーティングを設定することができます。

・メモを使えばメッセージを記載表示することが可能です。
・InframeにURLを追加するとホームページ情報を共有することが可能です。



楽しみ方

• メモ機能
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メモ機能を立上てメッ
セージを残しておけば、
参加者も会話に参加しや
すくなるかもしれません。



楽しみ方

• Inframe機能
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URLをコピペし、
Loadしてみてくださ
い。ホームページが
ホール内に掲載され
ます。



楽しみ方

• 画面共有機能
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楽しみ方

• ミーティングアイコ
ンもしくは会議室で
Web会議のように顔
を見ながら会話を楽
しめます。

• 皆で時間を決めて集
まれば、活用方法は
無限大です！

18



ePoster Week
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目的：Web開催におけるePoster発表の課題の1つは、見に来て頂いた人との
情報交換ができないことです。本企画では、ePoster発表者と参加者が集い、
意見交換できる場を提供いたします。

開催期間：11月3日～5日 16時～18時

基本コンセプト：参加は自由です。業務のご都合に合わせてご活用ください。

参加して頂きたい方：ePoster発表者と意見交換したい方

参加時期：より多くの人に参加いただけるよう指定の日及びフロアを設定

※ 参加者とePoster発表者が意見交換できる機会を企画いたしました。

試験的な取組みでもあり、ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、

皆様と共に新たな取組にチャレンジしていきたいと考えております。



ePoster Week

Web開催特設ページ入り口からID・Passにより入場し、バーチャル展示・

コミュニティエリアに入室ください。

バーチャル展示・コミュニティエリアに入室されましたら、

テーブルに配置されたミーティングアイコン

近くにポスター発表者（演題番号＋名前）が

いるか探してください。

興味のあるポスター発表者がいましたら、
自己紹介して頂き、意見交換を楽しんでください。

人数が多く一度にお話しするときに、 アイコン
をクリックしてもらいお互い線で繋がってください。
必要に応じてビデオ会話も可能となりますので、
会話をお楽しみください。
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11/3 11/4 11/5

ホールA 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題

ホールB 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題

ホールC 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題

ホールD 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題

ホールE 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題

ホールF 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題 6 ~ 7演題

カテゴリ毎に割振りを行い
後日ご連絡いたします。
ご都合のつく方はご参加く
ださい。参加後は自由に他
の演者とも立ち話をお楽し
みください！

※こちらのイメージは一部
変更になる場合がございます。

ePoster Week
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採択演題に割振りを掲載さ
せて頂きます。イメージと
しては、演題番号横に参加
日、ホールナンバー、テー
ブル番号と掲載しますので
ご確認ください。業務都合
に合わせてご参加ください。

NEW ホームページ ePoster Week



バーチャル展示・コミュニティエリアへの
アクセス方法について
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指定された参加区分よ
りWeb配信システムへ

Log Inしてください

下から2番目 バーチャル展
示・コミュニティエリアへ

指定されたホールをクリックする
とバーチャル展示・コミュニティ
エリアに入れます。
全6ホール自由に行き来できます。

※ランディングページデザインに
ついては、一部変更になる場合が
ございます。

NEW
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

②

③

④

ホールにはいっていただくとコ
ミュニティエリアにテーブル等
に番号が割り振っています。例）Aホール

ePoster Weekでは参加可能な
演者がアバターで参加します。
指定されたホールの番号のエリ
アを探してみてください。
演者の方のアバター（演題番号
＋名前）に近づいて自己紹介の
後会話を楽しんでください。
自由にお楽しみください。

※ホールデザインについては
一部変更になる場合もございます。

NEW



楽しみ方は自由です！
Web配信システムよりバーチャル展示・コミュニティエリアへ移動してください。

利便性を考慮してバーチャル展示・コミュニティエリアにはパスワード設置をせ
ず、自由に移動できるように設定しました。

企業展示ブースでサービスや公開情報を楽しみましょう！

多目的エリアで動画を楽しみましょう！

ラウンジエリアで仲間と立ち話しのような会話を楽しみましょう！

参加者が近づいてきて話しかけてきましたら、
自己紹介して頂き、意見交換を楽しんでください。

人数が多く一度にお話しするときに、 アイコン
をクリックしてもらいお互い線で繋がってください。
必要に応じてビデオ会話も可能となりますので、
会話をお楽しみください。

使い方は自由です！ビデオ会話でちょっとした情報交換会なんかも
企画してみてはどうですか？！ 25



操作方法
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操作方法
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操作方法
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バーチャル展示・コミュニティエリアを実現する oVice

• oViceとは（https://ovice.in/ja/）

「となりで話しているような、バーチャル空間を。」
人を近くに感じられるから「ちょっといい？」と簡単に声をかけられます。
バーチャルオフィスやイベントスペースなど様々な用途に利用できます。

oVice ホームページより引用
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https://ovice.in/ja/

