
・  ベストポスターセッション/ポスターセッションの発表形式は英語セッションと
日本語セッションに分かれています。

・  ポスター会場は、下記に設置します。
ポスター会場　　パシフィコ横浜　展示ホール C

■ベストポスター
第 83回学術集会では、一般演題応募の中から、査読評価の高かった演題を集めたベ
ストポスターセッションを新設いたしました。
ベストポスターに選ばれた先生方は、通常の紙のポスターをご用意いただき掲示し
ていただくとともに、発表は掲示したポスターの前で行うのではなく、口演同様に
スライドデータを作成いただき、ポスター会場に設置した大型モニターに投影しな
がら、座長進行のもとに口頭発表していただきます。

日程 ベストポスター　発表第一部 ベストポスター　発表第二部
1日目

3月 29日（金）
冠動脈疾患部門
9：30～10：20

心不全・心筋症部門
14：40～15：30

2日目
3月 30日（土）

基礎・リハビリテーション部門
10：10～11：00

血管疾患・リスクファクター部門
15：00～15：50

3日目
3月 31日（日）

画像診断部門
10：00～10：50

不整脈部門
14：00～14：50

■座長の方へ
・  2人座長制です。
・  セッション開始時刻の 10分前までに、ポスターセッション受付にお越しくださ
い。座長用リボンをお渡しします。

・  進行は時間厳守でお願いいたします。
・  ベストポスター、ポスター発表は 1演題 7分（発表時間 5分＋質疑応答 2分）で
す。

・  不測の事態により座長をお務めいただけない場合は、代理を立てていただいたう
えで、セッション開始時刻の 30分前までに運営本部（パシフィコ横浜　会議セン
ター 2階　211+212　TEL：045-228-6382）までご連絡ください。

■発表者の方へ
・  ポスターセッション受付にて発表者用リボンをお受け取りください。
・  ポスターの掲示期間は 1日です。
・  掲示および撤去は以下の時間に行ってください。撤去時間を過ぎても掲示されて
いるポスターは運営準備室で処分いたしますので、予めご了承ください。

ポスターセッションに関するご案内
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日程 掲　示
ベスト
ポスター
発表
第一部

発表
第一部

ベスト
ポスター
発表
第二部

発表
第二部 撤　去

1日目
3月 29日
（金）

8：00
〜

9：00

9：30
〜

10：20

10：20
〜

11：10

14：40
〜

15：30

15：30
〜

16：20

18：00
〜

19：00
2日目

3月 30日
（土）

8：00
〜

9：00

10：10
〜

11：00

11：00
〜

11：50

15：00
〜

15：50

15：50
〜

16：40

18：20
〜

19：00
3日目

3月 31日
（日）

8：00
〜

9：00

10：00
〜

10：50

10：50
〜

11：40

14：00
〜

14：50

14：50
〜

15：40

16：40
〜

17：30

・  発表予定時刻の 5分前までにご自身のポスターの前で待機してください。
・  セッションの進行に関しては座長の指示に従ってください。
・  ベストポスター、ポスター発表は 1演題 7分（発表時間 5分＋質疑応答 2分）で
す。

■ポスター作成要領
・  ポスターパネルのサイズは縦180cm×横90cmです。演題番号は予め表示されて
います（下図参照）。タイトルは演者ご自身でご用意ください。

※演題名・所属・発表者名は演者ご自身で
　ご用意ください。

演題番号
（事務局用意）

20cm

20cm

160cm

目的

結論

70cm

演題名・所属・発表者名
（発表者用意）

・  文字や図表のサイズ、レイアウトを工夫し、離れたところからでもわかりやすい
判読しやすいポスターを作成してください。なお、「目的」「方法」「結果」「結論」
などを明確にし、目的は左上部に、結論は右下部になるようにレイアウトしてく
ださい。

・  発表言語に関わらずポスターは可能な限り英語で作成してください（チーム医療
セッションは日本語でも可）。

・  印刷されたポスターをポスター会場にて受け取れる「手ぶらでポスター発表」サー
ビスをご用意しております。詳細は学術集会ホームページをご参照ください。
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【利益相反（COI）の申告について】
ポスターセッションで発表する方は、利益相反の申告をお願いします。http://www.
j-circ.or.jp/coi/coi_index.htmに掲載されております〈一般社団法人　日本循環器学
会「臨床研究の利益相反に関する共通指針」の細則〉をご確認いただき、申請見
本をダウンロードまたは同様式で作成のうえ、ポスターの最後にご提示いただき
ますようお願いいたします。

ポスター発表提示例
 ※チーム医療セッションの場合

 

COI Disclosure of Authors  
   ①Consultation fees:       none 
  ②stock ownership/profit:  none 
  ③patent fees:        none 
  ④remuneration for lecture:   none 
  ⑤manuscript fees:   ○○pharmaceutical company 
  ⑥trust research/joint research funds:   ○○pharmaceutical company 
  ⑦scholarship fund: ○○pharmaceutical company 
  ⑧Affiliation with Endowed Department: yes（○○pharmaceuticals） 
  ⑨Other remuneration such as gifts:  none           
 

Disclose COI status at the end of the poster  
when giving a presentation at academic meetings. 
 Form 1-B      How to Disclose COI status 

The authors have no financial conflicts of interest to 
disclose concerning the presentation. 
or 

If “yes”, give the name of 
company/organization past three 
years. There is no need to disclose 
the amount. 

発表者のＣＯ Ｉ 開示

循環器疾患の病因に関する
疫学的検討

関東医科大学 循環器内科

東京 一郎、埼玉 次郎、群馬 三郎、◎栃木 四郎

演題発表に関連し、発表者らに開示すべき

CO I関係にある企業などはありません

↓ 発表者全員の氏名を記載する

発表者のＣＯ Ｉ 開示

演題発表に関連し、発表者らの開示すべきCO I 関係にある企業として

循環器疾患の病因に関する
疫学的検討

関東医科大学 循環器内科

東京 一郎、埼玉 次郎、群馬 三郎、◎栃木 四郎

講演料： 太平製薬、黒海製薬
受託研究・共同研究費： 太平製薬
奨学寄付金： 黒海製薬

↓ 発表者全員の氏名を記載する

↑ 開示すべき内容が過去3年間にある項目のみ記載する
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