
12

お知らせとお願い

I　参加者の皆様へ

1） 参加受付は下記の通りです。
 参加費

区　　分 参加費

一般 5,000 円

臨床研修医・学生・コメディカル 2,000 円

 受付場所・日時

場　　所 日　　時

OIST 講堂ロビー
11 月 12 日（木）　8：00 ～ 16：00

11 月 13 日（金）　8：00 ～ 15：30

 ＊参加費と引き換えに参加証をお受け取りの上、各自で所属・氏名をご記入ください。
 　会期中会場に入場する際には必ず着用ください。
 ＊学生の方は、当日受付に本人証明のできる書類（学生証等）をご提出ください。
 　証明するものがない場合、一般扱いとなりますので、予め御了承ください。

2） プログラム・抄録集は学会当日ご持参ください。それ以外にご入り用の方には 1 部 2,000 円で販売いた
します。

3） クロークは受付付近にてご用意いたします。尚、貴重品、PC、傘はお預かり出来ませんので、ご了承くだ
さい。

4） 「OIST」のすべての施設および敷地内における喫煙は、全面的に禁止されております。

5） ランチョンセミナーは整理券制です。当日受付付近にて、当日開催分のみ配布いたします。整理券の配布
は参加受付を済まされた参加証をお持ちの方 1 名様につき、1 枚に限らせていただきます。なくなり次第
終了となりますので予めご了承ください。
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II　発表者の皆様へ

1） プレゼンテーション方法について
・動画や音声の利用については対応できませんのでご注意ください。
 また、Macintosh についても対応いたしませんのであわせてご注意ください。
・前演者の発表が始まりましたら、次演者席にご着席ください。

2） ご発表は、学会主催者側が用意した PC（Windows）のみでの発表となります。
・発表データは、Windows の PowerPoint で作成し、USB メモリーまたは CD-R でお持ち込みください。

他の媒体でのお持込みはご遠慮ください。発表はスライドの枚数ではなく、時間で制限させていただ
きます。OHP スライド等はご使用できませんのでご注意ください。

・会場には Windows7、Microsoft Office PowerPoint2003、2007、2010、2013 がインストールされた
PC を準備いたします。また、解像度は XGA（1024 × 768 ピクセル）に統一しますので、スライド作成
時にはご使用の PC の解像度を XGA に合わせてからレイアウトをご確認ください。

・スライド作成の際、以下に記す Microsoft 社の標準フォントをご使用ください。特殊フォントは、文字
化け等の可能性がありますのでご注意ください。

　〔日本語〕MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
　〔英　語〕Century、Times New Roman、Arial
・発表 1 時間前までに PC 受付までお越しいただき、発表データファイルの入った USB または CD-R を 

ご提出ください。受付用 PC で動作確認をしていただいた発表データは、発表会場に転送いたします。
　※受付用コンピューターにて発表データの修正等を行う事は出来ません。

3） 発表時間は下記の通りです。

セッション 発表時間 質疑応答 総合討論

特別講演 50 分 ―

教育講演 40 分 ―

合同シンポジウム 10 分 個別通知

特別企画
「慢性偽性腸閉塞症」シンポジウム

個別通知 ― ―

一般演題 7 分 3 分 ―

並木賞候補演題 7 分 3 分 ―

4） PC 受付の開設場所・時間は次の通りです。

発表会場 PC 受付場所 11 月 12 日（木） 11 月 13 日（金）

第１会場
OIST「講堂」ロビー   8：00 ～ 17：00   8：00 ～ 16：00

第 2 会場

第 3 会場 第 3 会場前
  8：00 ～ 11：00
13：00 ～ 17：00

  8：00 ～ 11：00
13：00 ～ 15：00

・ファイル名は「演題番号・氏名」としてください（バックアップデータも併せてお持ちください）。
・発表時は演台上のマウスとキーパッドをご自身で操作してください。
・ご持参いただくメディアには、当日発表されるデータ（完成版）以外のデータを入れないようにして

ください。
・発表データ作成後、作成したパソコン以外のパソコンで動作チェックをしてください。
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Ⅲ　利益相反開示について

1） 利益相反の有無にかかわらず全ての発表者は、発表スライドの 1 枚目に、該当する COI 状態を開示して
ください。

2） 開示するスライドの様式は次の通りです。様式のテンプレートは、学会ホームページの「発表時における
利益相反の開示」よりダウンロードいただけます。

3） 本学会における利益相反に関する指針および細則については、日本消化器病学会ホームページ「医学
研究の利益相反に関する指針」をご確認ください。

Ⅳ　司会・座長の皆様へ

1） ご担当のセッション開始予定時間 15 分前までにご来場の上、「次座長席」にご着席ください。ご来場を
会場の進行係にお知らせください。

2） 時間厳守での進行にご協力くださいますようお願いいたします。

Ⅴ　学会賞について

【日本神経消化器病学会 学会賞】
　一般演題として応募いただいた演題の中から学会賞選考委員会の抄録審査により最優秀演題賞 1 題、優秀
演題賞 2 題が選出されます。
　学会賞受賞者の発表ならびに表彰は学会 2 日目（11 月 13 日（金））の総会・表彰式にて行います。

【並木賞】
　並木賞候補演題の発表審査により選出されます。
　並木賞受賞者の発表ならびに表彰は学会 2 日目（11 月 13 日（金））の閉会式の中で行います。

Ⅵ　諸行事

【合同学術集会 2015　会員懇親会】
　日時：11 月 12 日（木）　17：30 ～ 19：30
　会場：万国津梁館　サミットホール
　　　　〒 905-0026　沖縄県名護市喜瀬 1792 番地　TEL　0980-53-3155
　会費：2,000 円
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Ⅶ　スポンサードセミナーのご案内

ランチョンセミナー 1　11 月 12 日（木） 11：40 ～ 12：30  第 2 会場（カンファレンスセンター会議室 1）
　「GERD の長期管理と留意点」
　　演者：春日井　邦夫（愛知医科大学内科学講座　消化管内科）
　　座長：屋嘉比　康治（埼玉医科大学総合医療センター　消化器・肝臓内科）
　　共催：第一三共株式会社・アストラゼネカ株式会社

イブニングセミナー　11 月 12 日（木） 16：00 ～ 16：50  第 1 会場（講堂）
　「IBS beyond the mucosa: 肥満細胞、EC 細胞、グリア細胞の役割を考える」
　　演者：富永　和作（大阪市立大学大学院医学研究科　消化器内科学）
　　座長：藤本　一眞（佐賀大学医学部　内科学）
　　共催：アステラス製薬株式会社

ランチョンセミナー 2　11 月 13 日（金） 11：35 ～ 12：25  第 2 会場（カンファレンスセンター会議室 1）
　「機能性ディスペプシア診療の最前線～アコチアミドの有用性と今後の研究課題～」
　　演者：楠　裕明（川崎医科大学　総合臨床医学）
　「FD における知覚神経の反応性亢進～病態をふまえた FD 診療とは～」
　　演者：有沢　富康（金沢医科大学　消化器内科学）
　　座長：草野　元康（群馬大学医学部附属病院　光学医療診療部 / 消化器・肝臓内科）
　　共催：アステラス製薬株式会社・ゼリア新薬工業株式会社

Ⅷ　【ご入会のお問い合わせ】

【日本神経消化器病学会事務局】
　〒 259-1193　神奈川県伊勢原市下糟屋 143
　東海大学医学部内科学系消化器内科
　FAX：0463-93-7134　TEL：0463-93-1121（内線 2250）

【機能性ディスペプシア研究会事務局】
　〒 663-8501　兵庫県西宮市武庫川町 1-1
　兵庫医科大学　内科学消化管科内
　FAX：0798-45-6665　TEL：0798-45-6665

【消化器心身医学研究会事務局】
　〒 890-8520　鹿児島県鹿児島市桜ケ丘 8-35-1
　鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　社会・行動医学講座
　心身内科学分野（心身医療科）内
　FAX：099-275-5749　TEL：099-275-5751

【IBS 研究会事務局】
　〒 980-8575　宮城県仙台市青葉区星陵町 2-1
　東北大学大学院医学系研究科行動医学
　TEL：022-717-8162


