参加者の皆様へ
◆各種委員会 等◆
理事会

7 月 18 日（水）17：00〜18：00

評議員会

7 月 19 日（木）12：30〜13：30

メルパルク横浜 2 階ヒスイ
メルパルク横浜 2 階
第 2 会場（コハク）

総

会

7 月 19 日（木）13：35〜13：55

メルパルク横浜 2 階
第 1 会場（エトワール・シェリー）

懇親会

7 月 19 日（木）19：00〜21：00

中華菜館 同發 別館
※本館と別館がございます。会場は【別館】ですのでご注意ください。

1．参加受付
ホテル メルパルク横浜 2 階ホワイエ
7 月 19 日（木）8：00〜18：30
7 月 20 日（金）7：30〜16：00
【参加費】会員

5,000 円

非会員

10,000 円（プログラム代含む）

非会員学生

5,000 円（学生証を必ずご持参ください）

※当日会場受付のみで、現金にてお支払いをお願いいたします。（クレジットカードの使用はできません。）
※参加受付時にネームカード、ホルダーをお渡しします。
※会場内では必ずネームカードに所属・氏名を記入の上、ご着用ください。
※ネームカードの再発行はできませんので、ご了承ください。
2．会場ユーティリティ・サービス
クロークは会場（ホテルメルパルク横浜）のクロークをご利用ください。
館内にて無料の Wi-Fi をご利用いただけます。
【SSID】Mielparque̲Yokohama
【Pass】0456622221
3．年会費
筆頭演者はすべて本学会員に限ります。
原則として学術集会の会場では入会手続きはできません。事前に入会手続きをしてください。
4．プログラム・抄録集
プログラム・抄録集は、会員の皆様には事前に送付します。
お忘れの場合は会場受付にて 1 部

2,000 円にてご購入ください。

5．呼び出し
受付付近にインフォメーションボードを設置しますのでご利用ください。
6．懇親会
日時：7 月 19 日（木）19：00〜21：00
場所：中華菜館 同發 別館
〒231-0023

※本館と別館がございます。会場は【別館】ですのでご注意ください。

横浜市中区山下町 148 番地

TEL 045-681-6331

会費：2,000 円（参加費をお支払いの際に併せてお支払いください）
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7．撮影及び録音について
講演会場内での撮影及び録音は禁止させていただきます。
8．携帯電話のご利用について
講演会場内での携帯電話のご利用は禁止させていただきます。
また、会場内では電源を OFF にするかマナーモードに設定してください。
9．服装について
7 月の横浜は蒸し暑いことが予想されます。学会ではクールビズを実践いたしますので、上着・ネクタイを着
用せず、軽装でのご参加を歓迎いたします。また、学会スタッフもクールビズに取り組みますので、ご理解
の程お願い申し上げます。

シンポジウム、ワークショップ座長の皆様へ
1．座長の方は、ご担当いただくセッションの 30 分前までに、総合受付へお越しください。また、担当セッショ
ンの開始 15 分前までに会場内の「次座長席」へご着席ください。
2．セッション開始、終了のアナウンスはしませんので、定刻になりましたらセッションの進行をお願いいたし
ます。
3．セッション中は発表・討論時間を遵守いただき、円滑なプログラム進行にご協力いただけますようお願い申
し上げます。
4．発表・質疑応答の時間は以下の通りです。
シンポジウム

座長に一任

ワークショップ

発表 8 分、質疑応答 3 分

研究奨励賞受賞者講演

発表 15 分、質疑応答なし

※プログラムの進行に支障のないよう発表時間は厳守してください。

ポスター座長の皆様へ
1．座長の方は、ご担当のセッション開始の 30 分前までに、総合受付へお越しください。
2．セッション開始のアナウンスはしませんので、定刻になりましたらセッションの進行をお願いいたします。
3．指し棒を準備いたします。スピーカー、マイクは使用しません。
4．セッション中は発表・討論時間を遵守していただき、円滑なプログラム進行にご協力いただけますようお願
い申し上げます。
5．発表・討論時間は以下の通りです。
ポスターセッション

発表 5 分、質疑応答 2 分
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シンポジウム、ワークショップ演者の皆様へ
1．発表用スライドはすべて英語で作成してください。口頭での使用言語は日本語、英語のどちらでも構いませ
ん。
2．利益相反（conflict of interest：COI）について、筆頭演者自身の過去 1 年間における発表内容に関連する企
業や営利を目的とする団体に関わる利益相反の有無をスライドの冒頭または最後に開示してください（共同
演者のものは開示不要）。
3．発表時間について
各セッションの発表・討論等の時間は下記のとおりです。
シンポジウム

座長に一任

ワークショップ

発表 8 分、質疑応答 3 分

研究奨励賞受賞者講演

発表 15 分、質疑応答なし

※プログラムの進行に支障のないよう発表時間は厳守してください。
4．発表方法と時間について
PC によるプレゼンテーションとなります。
参加受付にて参加申し込みを済ませてから、該当するセッションの 30 分前までに PC 受付へお越しくださ
い。
日時：7 月 19 日（木）8：00〜16：30
7 月 20 日（金）7：00〜14：30
場所：ホテル メルパルク横浜 2 階ホワイエ
担当セッションの 15 分前までに会場前方の「次演者席」にお越しください。
5．発表データについて
PC 受付でプレゼンテーションファイルの提出をお願いします（USB メモリでご持参ください）。データ試
写を行います。
データをコピーしますが、研究会終了後に責任を持って消去いたします。
会場の PC が対応しておりますアプリケーションは Windows 版 PowerPoint 2013/2016 です。
発表データは、作成したパソコン以外でも正常に動作することをご確認のうえ、ご持参してください。
文字フォントは特殊なものではなく、標準搭載のものをご使用ください。
発表データのファイル名は「（演題番号）（氏名）」としてください。
例：
「O-001 発表太郎」
持ち込まれるメディアのウィルスチェックを済ませてからご持参ください。
つぎの場合は PC をご持参の上、PC 受付にて接続を確認してください。
①動画をお使いの方
②発表者ツールをお使いの方
③ Macintosh の使用をご希望の方
Macintosh、一部の Windows PC では D-sub15 ピンとの接
続に変換コネクターが必要となりますので、必ずお持ちく
ださい。
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発表終了後、会場内オペレーター席にてパソコンを返却します。
発表終了後、出来るだけ速やかにパソコンをお引き取りください。
そのほかのご注意点
AC アダプター、バックアップデータもあわせてご持参ください。
ノートパソコンから外部モニターに正しく出力されるか、ご確認ください。
画面の解像度：XGA（1024×768）推奨
スクリーンセーバー、省電力設定：あらかじめ解除してください。
パスワードを起動時に設定している場合は、あらかじめ解除してください。
6．ご発表時について
発表時、演台にモニターとマウスを設置してあります。
発表データの 1 枚目をスライドショーの状態でスクリーンに映写しますので、演台上のマウスを使用し、
ご自身でスライドの操作を行ってください。

ポスター発表演者の皆様へ
1．発表用スライドはすべて英語で作成してください。口頭での使用言語は日本語、英語のどちらでも構いませ
ん。
2．ポスター貼付・撤去について
・ポスター受付は設置いたしません。ポスター貼付用ピンは各ポスターパネルに設置しておりますので、ご
自身の演題番号の掲示場所までお進みください。
・ポスター貼付・撤去については所定の時間内に行っていただきますようお願いいたします。
なお、撤去時間を過ぎても掲示してあるポスターは事務局にて処分いたします。
3．日程につきましては下記のとおりです。
7 月 19 日（木）
掲示

10：00〜17：40

発表

17：40〜18：30

撤去

18：30〜19：00

90 m
900ｍm
番号

4．発表形式、時間について

演題名、所属、演者名

200ｍm

700ｍm

発表と討論は、司会の指示のもとご自身のポスターの前で行い
ます。
セッション開始時刻をご確認の上、10 分前までにはご自身のパ
ネル前にお越しください。
ポスターセッション

発表 4 分、質疑応答 2 分
1600ｍm

2100ｍm

5．演題番号は運営事務局にて用意いたします。
右図のパネルの規格に従って、演題名、所属、演者名、発表内
容のポスターをご用意ください。

貼付不可
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300ｍm

研究奨励賞について

第 22 回研究奨励賞

受賞者

●神田 裕介
鳥取大学医学部 生態情報機能学講座 病態生化学分野
研究課題
『肝転移のドライバー分子の決定』

●神田 光郎
名古屋大学大学院 医学系研究科 消化器外科学
研究課題
『ゲノム編集技術を応用した胃癌血行性転移関連分子の機能解析』

※授賞式は総会（7 月 19 日（木）13：35〜13：55）にて行います。
※受賞記念講演はシンポジウム 4（7 月 20 日（金）13：40〜16：40）にて
行います。
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