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⃝ 学会参加者へのご案内

1．参加受付
１）参加費
　　医師・大学教員　　　     10,000 円
　　研修医・メディカルスタッフ・社会人大学院生   5,000 円
　　学生・大学院生（学生証等の証明書をご提示ください。） 　無料

　　プログラム・抄録集販売      1,000 円
　　会員懇親会       　無料

　　※当日の学会入会は事務局受付までお越しください。（入会費：10,000 円）

２）参加受付
　　パピヨン 24　2F ガスホール　ロビー
　　1 月 20 日（土）　8：00 ～ 17：00
　　1 月 21 日（日）　8：00 ～ 14：00

2．クローク
　　パピヨン 24　2F ガスホール　ロビー
　　1 月 20 日（土）　8：00 ～ 18：20　※ 18：20 以降は、懇親会場前にて荷物をお預りいたします。
　　1 月 21 日（日）　8：00 ～ 15：30

3．プログラム・抄録集
　　事前に会員の皆様に送付しておりますので各自でご持参ください。
　　残部がある場合は会場にて販売いたします。（1 部 1,000 円）

４．主要講演のDVDについて
　　主な講演の映像は学会ホームページで公開とし本大会では DVD としての配布はいたしません。
　　公開予定：2018 年３月～４月予定
　　※詳細は会員メールにてご案内いたします。

５．共催セミナー
　　ランチョンセミナーにてお弁当を配布いたします。
　　数に限りがございますのであらかじめご了承ください。

６．理事会・評議員会
　　日時：1 月 20 日（土）8：30 ～ 9：10
　　会場：パピヨン 24　2F 第 2 会場（14 号会議室）

７．総会
　　日時：1 月 20 日（土）13：45 ～ 14：15
　　会場：パピヨン 24　2F 第 2 会場（14 号会議室）

８．会員懇親会
　　日　時：1 月 20 日（土）18：20 ～ 20：00
　　会　場：パピヨン 24　2F レストラン「& and」
　　参加費：無料
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⃝ 座長・演者へのご案内

1．座長の先生方へ
　　（1）ご担当セッション開始の 10 分前までに、会場内の次座長席にご着席ください。
　　（2）進行は座長一任と致します。演者の発表時間を厳守してください。

2．口演発表の先生方へ
　　（1）発表時間の 30 分前までに PC 受付（２F ホワイエ）にて発表データをご確認ください。

　　（2）発表開始の 10 分前までに会場内の次演者席にお越しください。
　　（3）指定演題の発表時間は事前にご案内致しました通りです。
　　（4）優秀演題候補口演の発表時間は 1 演題につき、発表 7 分・討論 3 分（計 10 分）です。
　　（5）PC によるプレゼンテーションのみとなります。
　　（6）Macintosh 及び動画を使用される場合は、必ずご自身のコンピュータをお持ち込みください。
　　（7）ご発表の際は、演台の操作キーとマウスでスライドを操作してください。

《注意事項》
【データ受付および保存方法】
　　●本学会で用意しております PC の OS とアプリケーションは以下のとおりです。
　　　OS：Windows7
　　　アプリケーション：Windows 版  PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016
　　　（Macintosh で作成されたデータをご使用の場合、ご自身の PC をお持ち込みください。）
　　●フォントは OS 標準のみ使用可能です。
　　　日本語：MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
　　　英　語：  Times New Roman, Arial, Arial Black, Arial Narrow, Century, Century Gothic, Courier,  

Courier New Georgia
　　　　　　　（※画面レイアウトの乱れを防ぐため、上記のフォントの使用をおすすめします。）
　　●メディアは USB フラッシュメモリでお持ち込みください。
　　　なお、ファイル名は「演題番号 _ 演者名」としてください。
　　●必ずバックアップ用のデータをお持ちください。
　　●  PC 本体を持ち込まれる場合、外部モニター接続端子（ミニ D-sub15 ピン）をご確認の上、コネクターが

必要であれば必ずご持参ください。また AC アダプターをお忘れにならないようご注意願います。
　　● PC 受付にて外部出力モニター接続の上、動作を確認してください。
　　●スクリーンセーバーならびに省電力設定は予め解除してください。

3．ポスター発表の先生方へ
　　（1）ポスター貼付・発表・撤去時間は下記のとおりです。

　　　　※撤去時間終了後を過ぎても放置してあるポスターは事務局で破棄いたしますので予めご了承ください。

20 日 （土） 貼付  8：30 ～  9：30
閲覧  9：30 ～ 18：10
発表 14：20 ～ 14：55　一般演題　ポスター発表 1

15：00 ～ 15：28　一般演題　ポスター発表 2
15：40 ～ 16：15　一般演題　ポスター発表 3

21 日 （日） 閲覧  8：30 ～ 14：00
発表  9：30 ～ 10：05　一般演題　ポスター発表 4
撤去 14：00 ～ 14：30

PC 受付
（２F ホワイエ）

20 日 （土）  8：00 ～ 16：30
21 日 （日）  8：00 ～ 14：00
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　　（2）  発表開始時刻 5 分前までにご自身のポスター
前に待機してください。

　　（3）  各演題の発表時間は、発表 5 分・討論 2 分（計
7 分）です。

　　（4）ポスター掲示パネルのサイズ
　　　　本文サイズ…………横 90cm・縦 160cm
　　　　演題番号……………事務局で準備いたします。
　　　　演題タイトル………各自制作してください
　　　　　　　　　　　　　（横 70cm・縦 20cm）
　　　　発表内容は、目的、方法、成績、結論の項目に
　　　　分けて掲示してください。
　　（5）演題番号および貼付に必要な押しピンは事務局
　　　　で用意します。
　　（6）  ポスター掲示パネルに演者用リボン（黄）があ

りますのでご利用ください。
　　　　発表終了後は元の位置へ返却してください。
　　（7）  ポスター掲示パネルには直接書き込むことはで

きません。
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