平成 30 年度⽇本⿂病学会春季⼤会について

平成 30 年度⽇本⿂病学会春季⼤会は、平成 30 年 3 ⽉ 3 ⽇（⼟）〜 4 ⽇（⽇）に 東京海洋⼤学品川キ
ャンパスで開催し、公開特別セミナー、研究発表、各種委員会、総会および学会賞受賞者講演を予定して
います。

1．⽇程

平成 30 年 3 ⽉ 3 ⽇（⼟）
8：30〜

受付

9：30〜12：00

⼝頭発表

12：00〜13：00

平成 30 年度第 1 回幹事会

13：30〜15：30

公開特別セミナー

15：30〜17：00

ポスター発表

17：00〜18：00

平成 30 年度第 1 回評議員会

18：00〜19：00

平成 30 年度第 1 回編集委員会

平成 30 年 3 ⽉ 4 ⽇（⽇）

2．会場

8：30〜

受付

9：00〜12：00

⼝頭発表

13：30〜14：00

平成 30 年度⽇本⿂病学会総会

14：00〜15：30

平成 29 年度⽇本⿂病学会受賞者講演

東京海洋⼤学品川キャンパス⽩鷹館 1 階
東京都港区港南 4－5－7
（https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/announcement/access/shinagawa.html）

3．⼤会委員⻑

舞⽥正志（東京海洋⼤学海洋⽣命科学部）

4．公開特別セミナー
本⼤会において、“名古屋議定書の学術分野での⽇本国内実施の状況と課題”と題して公開特別セミ
ナーを 3 ⽉ 3 ⽇（⼟）に開催します。名古屋議定書への対応とデジタル配列情報も含む様々な課題に
ついて、国⽴遺伝学研究所の鈴⽊睦昭先⽣にご講演いただきます。また、東京海洋⼤学産学地域連携
推進機構の伊藤裕⼦先⽣には、特に名古屋議定書に関する⼤学の対応についてご講演いただきます。
5．参加および研究発表申込み⽅法
参加・研究発表申込み： 本⼤会に参加される⽅は、研究発表の有無に関わらず、別紙「参加・研究
発表申込み」に従って E-mail でお申込みください。
申込み先（⼤会事務局）：
平成 30 年度⽇本⿂病学会春季⼤会事務局（東京海洋⼤学内）
E-mail: fishpathol2018@m.kaiyodai.ac.jp
申込期間：

1） 参加・研究発表申込受付期間

平成 30 年 1 ⽉ 4 ⽇〜2 ⽉ 6 ⽇

2） 講演要旨原稿受付期間

平成 30 年 1 ⽉ 4 ⽇〜2 ⽉ 6 ⽇

⼆⾒邦彦

受付期間後は要旨集印刷の都合で受付できなくなりますので、期間の厳守をお
願いします。
3） 研究発表は、⼝頭とポスター発表で⾏います。⼝頭発表希望件数が多数の場合は、
発表時間の短縮やポスター発表への移⾏をお願いする場合があります。
その他：

1） 原則として未発表の研究に限ります。
2） 研究発表者は、本会の国内・外国個⼈会員、名誉会員に限ります。⾮会員は⽇
本⿂病学会ホームページから⼊会⼿続きを⾏ってください。ただし、会員以外
が共著者として名を連ねることは差し⽀えありません。
3） 同⼀の発表者は、⼤会中に 2 題を限度として発表できます。
4） ⼝頭発表では、1 題の発表時間は 12 分、討論を含めて 15 分とします。ただし、
申込数により、発表時間を変更することがあるので、あらかじめご承知おきく
ださい。
5） 分類は下記による。
1． ウイルス
飼料

6． 腫瘍

疫・⽣体防御
法
6)

2． 細菌・真菌

15． 症例

7． 毒物

3． 寄⽣⾍

4． その他の寄⽣体

8． その他障害要因

11． 薬物・薬理

12． 疫学

9． 病理・⽣理

13． 診断技法

5． 栄養・
10． 免

14． 防除技

16． その他

本会では、⼝頭発表スライドおよびポスター発表の撮影・録⾳・録画は原則と
して禁⽌します。撮影したい場合は、発表者の許可を得てから⾏うようにして
下さい。

6．⼤会参加費（講演要旨集 1 部込）
⼤会参加費は個⼈会員 3,000 円、その他の参加者 4,000 円とし、⼤会受付でお⽀払
い下さい。
7．プログラム・講演要旨集
プログラムは「⿂病研究」53 巻 1 号に掲載を予定しています。また、⽇本⿂病学会
ホームページで 2 ⽉中旬頃にお知らせする予定です。講演要旨集は、⼤会参加者に⼀
部ずつお渡しいたしますが、追加が必要な⽅には⼀部 1,000 円でお分けします。参加
申し込みの際に必ず必要部数を記⼊して下さい。
8．⼝頭発表

⼝頭発表はすべて PDF ファイルを PC ⽤プロジェクターにより投影して⾏います。発
表⽤ファイルは、発表者が責任をもって当⽇ご持参下さい。当⽇は発表の 30 分前ま
でに、会場係担当者にお渡し下さい。

9．ポスター発表

ポスターの形式は⾃由ですが、縦横 180 cm × 90 cm 程度のパネル⾯に貼付できる
ように準備して下さい。研究発表者は、ポスターを 3 ⽉ 3 ⽇（⼟）の 13 時までに掲
⽰し、ポスター発表時間中にポスターの前で参加者からの質疑に応答して下さい。

10．講演要旨作成上の注意
講演要旨は下記に従って、Microsoft ワード等で作成し、PDF ファイル化して申込時

にメール添付で送付して下さい。原稿はそのまま印刷されます。
1） 縦横 120 mm × 170 mm 内に題名・⽒名（所属）・要旨が収まるように横書
きで作成して下さい。
2） 左上に縦横 10 × 20 mm 以上の空⽩を残して下さい。印刷時にポスター番号
が記載されます。
3） 題名と⽒名は中央に書き、所属の略記を⽒名の後ろに（

）で囲んで⼊れて下

さい。連名の場合は「・」で連ね、研究発表者には左肩に○印（上付き⽂字）
を付けて下さい。
4） 要旨は、⽬的・⽅法・結果に分けて 800 字程度（40 字×20 ⾏）で具体的に記
述して下さい。
11．会場への交通案内
東京海洋⼤学品川キャンパスへのアクセスは、
（https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/announcement/access/shinagawa.html）
をご覧下さい。なお、発表会場の⽩鷹館は正⾨を⼊って、40 m 前⽅左⼿に位置していま
す。
1） JR 線・京浜急⾏線 品川駅港南⼝（東⼝）から徒歩約 10 分
2） 東京モノレール天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り、正⾨まで徒歩約 15
分
3） りんかい線天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り、正⾨まで徒歩約 20 分
12．その他

1） ⼤会期間中は、⼤学内の⾷堂は休業しております。事務局では弁当などの⼿配
が出来ませんので、各⾃でお済ませ下さい。

13．問い合わせ先

平成 30 年度⽇本⿂病学会春季⼤会事務局（東京海洋⼤学内）
電話 03－5463－4268

⼆⾒邦彦

E-mail: fishpathol2018@m.kaiyodai.ac.jp

参加・研究発表申込み
⼤会への参加をご希望の⽅は、以下の項⽬を記⼊した電⼦メールを、⼤会事務局アドレス宛にお送りく
ださい。
＊⼤会参加希望者は 1 個⼈ 1 メールで申し込んでください。
＊連名者がなく研究発表者が⼀⼈の場合には、下記 3 の（1）〜（14）すべて記載してください。連名者
がある場合には、研究発表者（⼝頭・ポスター発表者）が下記 3 の（10）〜（14）を記載してください。
＊研究発表のない⽅、あるいは研究発表連名者の中で発表者以外の⽅は、下記 3 の（1）〜（9）を記載し
てください。
＊メール送信後、1 週間以内に受付の返信がない場合は、⼤会事務局申込み受付アドレスに、件名として
「⿂病学会⼤会受付確認（⽒名・所属）」と書いてお問い合わせください。
1．

宛先（⼤会事務局アドレス）
fishpathol2018@m.kaiyodai.ac.jp

2．

メール作成時の件名
「⿂病学会⼤会申込み（⽒名・所属略称）」

3．

本⽂

（1）参加者⽒名（フリガナ）
（2）所属（略記）
（3）会員、または⾮会員
（4）連絡先住所
（5）メールアドレス
（6）電話番号
（7）研究発表

有（発表者、または連名者）・無

（8）研究発表者の⽒名
（9）講演要旨集追加の希望（必要な追加の数を記⼊してください）

有（

部）・無

────以下は発表者のみが記載────
（10）発表者の会員番号（会員登録申込中の場合は仮会員番号）
（11）発表形式

①⼝頭発表、②ポスター発表、③どちらでも良い

（12）発表題名
（13）発表者全員の⽒名（所属）
（14）発表内容の分類
4．

講演要旨

会告の「講演要旨作成上の注意」に従って作製した PDF ファイルに発表題⽬をファイル名として付け、メ
ールに添付する。
注：
＊（1）、（13）：⽒名が英語の場合は family name を全て⼤⽂字で書く。カタカナの場合は family name
を最後に書く。
＊（3）、(10)：⼊会⼿続き中であることが確認できる⽅は、会員扱いとする。
＊（13）
：連名のときは「・」で連ね、発表者名の左側に○印（上付き⽂字）を付ける。所属は⽒名の後に
括弧して略記する。
＊（14） 発表内容の分類：会告に記載した分類に従って記⼊する。

