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'）
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でプレゼンテーションデータを作成される方は、ご自身の
%& をお持ち込みください。お持ち込
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8）
! スライドのひな形は学術集会ホームページ
筆頭演者 ・ 共同演者の利益相反状態を、スライドの
" 枚目（タイトルスライドの後）に開示してください。
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【ポスターの配置について】
スライドのひな形は学術集会ホームページ
「座長
・
演者へのご案内」
よりダウンロードしてご利用ください。
ポスター配置は電子抄録および学術集会ホームページにてご案内いたしますのでご確認ください。
【ポスターの配置について】
!．
ポスター発表について
ポスター配置は電子抄録および学術集会ホームページにてご案内いたしますのでご確認ください。
!．
ポスター発表について
【優秀ポスター発表、
（一般）ポスター発表演者の皆様へ】
【ポスターの配置について】
5）
! 貼付、掲示、発表、
撤去時間
【優秀ポスター発表、
（一般）ポスター発表演者の皆様へ】
【ポスターの配置について】
ポスター配置は電子抄録および学術集会ホームページにてご案内いたしますのでご確認ください。
! ! 貼付、
貼付時間!
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（木）55:99 〜 5$:99
5）
掲示、発表、
撤去時間
ポスター配置は電子抄録および学術集会ホームページにてご案内いたしますのでご確認ください。
!!
!貼付時間! ※上記時間にご自身が間に合わない場合は、
可能な限り同僚、友人に貼付を依頼してください。
【優秀ポスター発表、
（一般）ポスター発表演者の皆様へ】
59 月8日
（木）55:99 〜 5$:99
【優秀ポスター発表、
!! ! 貼付、
掲示時間!
59（一般）ポスター発表演者の皆様へ】
月8日
（木）5$:99 〜 59 月59日
（土）56:56 可能な限り同僚、友人に貼付を依頼してください。
5）
撤去時間
! 掲示、発表、
※上記時間にご自身が間に合わない場合は、
5）
掲示、
発表、
撤去時間
!! ! 貼付、
発表時間!
優秀ポスター!
：
!59
月8日
（木）5$:#6
〜 5':66
貼付時間! 59
59 月8日
月8日
（木）55:99 〜
掲示時間!
（木）5$:99
〜 5$:99
59 月59日
（土）56:56
貼付時間!
59 月8日
（木）55:99!59
〜 5$:99
!! ! 発表時間!
（一般）ポスター!
（木）58:96
!
※上記時間にご自身が間に合わない場合は、
可能な限り同僚、友人に貼付を依頼してください。
優秀ポスター! ：
：!59 月8日
月8日
（木）5$:#6 〜
〜 5;:99!
5':66
! ! 掲示時間!
!
※上記時間にご自身が間に合わない場合は、
可能な限り同僚、友人に貼付を依頼してください。
! 月8日
! !59
59
月;日
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〜 5;:99!
58:66
59
（木）5$:99
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（土）56:56
! !
（一般）ポスター!
：
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〜
掲示時間!
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〜月8日
59
月59日
（土）56:56
撤去時間! 59
（土）56:56
5$:79
!! ! 発表時間!
優秀ポスター!
：
（木）5$:#6
! 月59日
! !59
59〜
月;日
（金）5':99 〜
〜 5':66
58:66
優秀ポスター!
（木）5$:#6 〜 5;:99!
5':66
!撤去時間! （一般）ポスター!
※ポスターは
7日間通して掲示していただきます。
!! ! 発表時間!
：
!59
月8日
（木）58:96
59 月59日
（土）56:56 〜 5$:79
! !
（一般）ポスター!
：
（木）58:96
※撤去時間を過ぎても残っている場合には運営事務局にて撤去
・ 廃棄致しますのでご了承くだ
!
! !59
59 月8日
月;日
（金）5':99 〜 5;:99!
58:66
!
!
※ポスターは 7日間通して掲示していただきます。
! ! 撤去時間! 59
! さい。
! 59〜
月;日
（金）5':99 〜 58:66
月59日
（土）56:56
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!
※撤去時間を過ぎても残っている場合には運営事務局にて撤去 ・ 廃棄致しますのでご了承くだ
撤去時間!
59 月59日
（土）56:56
〜 5$:79
"）
! ! ポスターパネルについて
!
※ポスターは
7日間通して掲示していただきます。
さい。
!
※ポスターは
7日間通して掲示していただきます。
!"）
サイズは横
;9!
*<
×縦
"59!
*<
です。
左上角には主催者が用意する
※撤去時間を過ぎても残っている場合には運営事務局にて撤去
・ 廃棄致しますのでご了承くだ
! ポスターパネルについて
! 演題番号が貼付されます。
※撤去時間を過ぎても残っている場合には運営事務局にて撤去
・ 廃棄致しますのでご了承くだ
さい。
! サイズは横 ;9! *< ×縦 "59! *< です。左上角には主催者が用意する
さい。
! ! ポスターパネルについて
その横、横'9!*<、縦
"9!*<の部分に演題名、所属、氏名を記載して
"）
演題番号が貼付されます。
"）
ポスターパネルについて
残りの部分、
横;9!*<、
縦5;9!*<が発表内容となります。
!! ! ください。
サイズは横
;9!
*<
×縦
"59!
*< です。
左上角には主催者が用意する
その横、横'9!*<、縦 "9!*<の部分に演題名、所属、氏名を記載して
! ! サイズは横
;9! *< ×縦 "59! *< です。左上角には主催者が用意する
7）
利益相反について
演題番号が貼付されます。
ください。
残りの部分、横;9!*<、縦5;9!*<が発表内容となります。
演題番号が貼付されます。
! ! その横、横'9!*<、縦
筆頭演者、共同演者の利益相反状態を開示してください。
記載方
7）
利益相反について "9!*<の部分に演題名、所属、氏名を記載して
! ください。
その横、横'9!*<、縦
"9!*<の部分に演題名、所属、氏名を記載して
法は、学術集会ホームページ
「座長、演者へのご案内」よりダウン
残りの部分、
横;9!*<、
縦5;9!*<が発表内容となります。
! 筆頭演者、共同演者の利益相反状態を開示してください。記載方
残りの部分、横;9!*<、縦5;9!*<が発表内容となります。
ロードの上ご確認ください。
7）
! ください。
利益相反について
法は、学術集会ホームページ
「座長、演者へのご案内」よりダウン
7）
!
利益相反について
#）
ポスター演者受付
! ロードの上ご確認ください。
筆頭演者、共同演者の利益相反状態を開示してください。記載方
筆頭演者、共同演者の利益相反状態を開示してください。
記載方
! ! ポスター演者受付
担当セッション開始の 79 分前までに各ポスター会場の「ポスター
法は、学術集会ホームページ
「座長、演者へのご案内」よりダウン
#）
法は、学術集会ホームページ
「座長、演者へのご案内」よりダウン
演者受付」にて受付をお済ませください。
! ロードの上ご確認ください。
担当セッション開始の
79 分前までに各ポスター会場の「ポスター
6）
! ロードの上ご確認ください。
発表時間
混雑を回避する為、ポスター受付は行わないことといたしました。
#）
ポスター演者受付
演者受付」にて受付をお済ませください。
#）
事務局にて確認は行いませんので、各自上記貼付け時間に貼付けを
発表時間は下記の通りです。
スケジュールが非常にタイトですの
! !! ポスター演者受付
担当セッション開始の
79 分前までに各ポスター会場の「ポスター
6）
発表時間
! で、時間厳守で進行をお願いいたします。
担当セッション開始の
79
分前までに各ポスター会場の「ポスター
お願いいたします。
順番になりましたら、座
! 演者受付」にて受付をお済ませください。
発表時間は下記の通りです。スケジュールが非常にタイトですの
演者受付」にて受付をお済ませください。
長の指示に従い速やかに発表を開始してください。
6）
! で、時間厳守で進行をお願いいたします。
発表時間
順番になりましたら、座
6）
発表時間
優秀ポスター! ：発表 # 分、
質疑 7 分
! ! 長の指示に従い速やかに発表を開始してください。
発表時間は下記の通りです。
スケジュールが非常にタイトですの
発表時間は下記の通りです。
スケジュールが非常にタイトですの
!! で、時間厳守で進行をお願いいたします。
（一般）ポスター!
発表 7# 分、
優秀ポスター! ：
：発表
分、質疑
質疑 "7 分
分 順番になりましたら、座
で、時間厳守で進行をお願いいたします。
順番になりましたら、座
長の指示に従い速やかに発表を開始してください。
!
（一般）ポスター!
：発表 7 分、質疑 " 分
【優秀ポスター発表、
（一般）ポスター発表座長の皆様へ】
長の指示に従い速やかに発表を開始してください。
! ! 担当セッションの開始
優秀ポスター! ：発表
# 分、質疑 7 各ポスター会場の
分
5）
79 分前までに、
「ポスター座長受付」
にて受付をお済ませください。
【優秀ポスター発表、
優秀ポスター!（一般）ポスター発表座長の皆様へ】
：発表
# 分、質疑 "7 分
!"）
（一般）ポスター!
：
発表
7
! 発表時間
5）
79 分前までに、
「ポスター座長受付」
にて受付をお済ませください。
! ! 担当セッションの開始
（一般）ポスター!：発表
7 分、質疑 " 各ポスター会場の
分
!"）
スケジュールが非常にタイトですので、時間厳守で進行をお願いいたします。
【優秀ポスター発表、
（一般）ポスター発表座長の皆様へ】
! 発表時間は下記の通りです。
発表時間
【優秀ポスター発表、
（一般）ポスター発表座長の皆様へ】
速やかに担当セッションを開始してください。
5）
担当セッションの開始
79 分前までに、
各ポスター会場の
「ポスター座長受付」
にて受付をお済ませください。
! ! 開始時刻になりましたら、
発表時間は下記の通りです。
スケジュールが非常にタイトですので、時間厳守で進行をお願いいたします。
5）
!
担当セッションの開始
79
分前までに、
各ポスター会場の
「ポスター座長受付」
にて受付をお済ませください。
! 開始時刻になりましたら、
優秀ポスター! ：発表
#速やかに担当セッションを開始してください。
分、質疑 7 分 階「口演・ポスター座長受付 」にて受付をお済ませください。
"）
発表時間
60 分前までに、5
! 発表時間は下記の通りです。
発表時間
!"）
（一般）ポスター!
：
発表
7
分、
質疑
スケジュールが非常にタイトですので、時間厳守で進行をお願いいたします。
!
優秀ポスター! ：発表 # 分、
質疑 "7 分
分
! 開始時刻になりましたら、
発表時間は下記の通りです。
スケジュールが非常にタイトですので、時間厳守で進行をお願いいたします。
速やかに担当セッションを開始してください。
!
（一般）ポスター!：発表 7 分、質疑 " 分
! 開始時刻になりましたら、
優秀ポスター! ：発表 #速やかに担当セッションを開始してください。
分、質疑 7 分
優秀ポスター! ：
：発表
!
（一般）ポスター!
発表 7# 分、質疑 "7 分
̶!"#!̶
!
（一般）ポスター!：発表 7 分、質疑 " 分
̶!"#!̶
̶!"#!̶
̶ ̶

