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座長・発表者へのご案内
座長の先生方へ

１） セッション開始 10 分前までに「次座長席」にご着席の上、進行席スタッフへ到着の旨をお知らせ下さい。
２） 進行は座長にお任せしますので、プログラム時間の遵守をお願いいたします。発表時間の終了１分前に黄ランプ、
終了は赤ランプでお知らせいたします。
３） ポスター座長は担当セッション開始時間の10 分前までにB１Fコンベンションホール内のポスター受付へお越し下さい。

口演発表される先生方へ
１） 発表データの作成について
（１） 発表に使用できるデータ
Windows で作成した Microsoft PowerPoint2003 以降のファイルのみとします。
データの総量に制限はありません。画面のサイズは XGA（1024 × 768）です。
（２） フォント
Windows に標準搭載されているフォントのみ使用可能です。
日本語：MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝のみ
英語：Times New Roman,Arial,Arial Black,Arial Narrow,Century,Century Gothic,Courier New,
Georgia のみ
これ以外のフォントを使用した場合、文字・段落のずれ、文字化け、表示されない等のトラブルが発生する可
能性があります。
（３） 動画・音声について
動画を PowerPoint に挿入する場合、Windows Media Player で動作する形式をお使い下さい。
動画を使用する場合、リンク設定を必ず確認して下さい。
動画、アニメーションがある場合は、ご自身の PC のお持ち込みを推奨します。
２） 発表データの受付について
（１） 発表データの持込
発表データはご自身の PC（Windows/Macintosh）またはメディア（USB フラッシュメモリー、CD-R）の
いずれかにてお持込ください。
※

Macintosh の場合は、必ずご自身の PC をお持込ください。
Windows
Macintosh

PC 持込
○
○

メディア持込み（USB/CD-R）
○
×

・PC 持込みの場合
ご自身の PC をお持込みの場合、専用外部出力ケーブルをお持ち頂きますようお願いします。
PC の受付では、D-Sub15 ピン（ミニ）を用意しておりますが、一部のノート PC では本体附属の専用コネ
クターが必要な場合もあります。
・メディア持込みの場合
メディアの形式
CD-R および USB フラッシュメモリーでのお持込みに限ります。
不測の事態に備えて、必ずバックアップデータをお持ちください。
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データの保存
持込みされるメディアには、当日発表されるデータ（完全版）とリンク設定しているデータ（動画データ等）
以外は保存しないようにしてください。
発表データを CD-R に保存する際はファイナライズ（セッションのクローズ・使用した CD のセッション
を閉じる）作業を必ず行ってください。この作業を行わなかった場合、データを作成した PC 以外でデー
タを開く事ができなくなりますのでご注意ください。
データの消去
フォーラム終了後、全て消去します。
（２） 発表データの受付
発表データは事前打ち合わせ前までに、PC 受付にて発表データの受付を行ってください。
＜ PC 受付＞
場

所：

１F メインエントランス

時

間：

６月 13 日（土） ８：00 ～ 18：00
６月 14 日（日） ７：30 ～ 16：00

※

ご自身の PC を持ち込んで発表される場合は、受付の際、オペレーターにその旨お知らせください。

（３） お持込み PC について
ご自身の PC を持ち込んで発表される場合、PC 受付での発表データ受付終了後、ご自身の PC を、ご発表会場
内の映像オペレーター席（スクリーンを正面にして左手前方）にお持ちください。ご発表時、演台へのセッティ
ングはオペレーターが行います。
ご発表終了後、映像オペレーター席にて PC を返却いたしますので、すみやかにお引取りください。
（４） 二次抄録のご提出について
本年 10 月発行の日本小児科医会会報に口演の要旨を掲載させて頂きます。
以下の要領でご提出をお願いいたします。
原稿枚数：

400 字原稿用紙にして 14 枚程度（5,600 字）（抄録 400 文字含む）
図、表は原稿用紙１枚と計算してください。

※

原稿には５語以内の Key Words、日本語・英語の表題、400 字以内の抄録、著者の氏名、住所および
所属をご記入下さい。

※

引用文献は本文の末尾に引用順に一括して掲載してください。（原稿枚数に含む）

書 き 方：

①雑誌の場合－著者名：タイトル．雑誌名

巻：始頁～終頁．発行年（西暦）

②書籍の場合－著者名：書名．巻数．版数．発行所．発行地．始頁～終頁．発行年（西暦）
③著者名は１名までとし、それ以上は「他」「et al」としてください。
提出方法：

Word 文書でメールに添付、もしくは、CD-ROM で下記に送信もしくは郵送して下さい。

締めきり：

平成 27 年８月７日（金）必着

送 り 先：

第 26 回日本小児科医会総会フォーラム in 大分運営事務局
㈱コンベンションリンケージ
〒 874-0828

大分県別府市山の手町 12- １

Tel：0977-27-0318

Fax：0977-26-7100

E-mail：jpa2015 ＠ c-linkage.co.jp
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ポスター発表される先生方へ
１） 展示サイズ
発表内容は縦 210㎝、横 90㎝内に、要旨・目的・結果・考察・
結語の順に収まるようにまとめてください。（図、表を含め

20cm

A ３用紙程度で 10 枚以内にお願いします。）上段に演題名、

20cm

70cm

演題
番号

演題名
演者名（所属）

演者名（所属）を縦 20㎝、横 70㎝の範囲でご用意下さい。
※

演題番号とプッシュピンは、事務局でご用意します。

２） ポスター貼付
６月 13 日（土） ８：00 ～ 10：30
３） 展示期間
６月 13 日（土） 12：00

～

６月 14 日（日） 12：00

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

190cm

４） ポスター発表（質疑応答）
６月 13 日（土） 10：30 ～ 12：00
今
 回のフォーラムでは、質疑応答込み８分の発表を行います。
演者は、指定された時間にご発表をお願い致します。進行は
座長の指示でお願い致します。
５） 撤去
６月 14 日（日） 12：00 ～ 14：00
※

14：00 以降になっても撤去されない場合は、フォーラム本部にて撤去させて頂きます。

６） 二次抄録のご提出について
本年 10 月発行の日本小児科医会会報に発表の要旨を掲載させて頂きます。
以下の要領でご提出をお願い致します。
原稿枚数：

400 字原稿用紙にして１枚程度（400 字）

提出方法：

Word 文書でメールに添付、もしくは、CD-ROM で下記に送信もしくは郵送して下さい。

締めきり：

平成 27 年８月７日（金）必着

送 り 先：

第 26 回日本小児科医会総会フォーラム in 大分運営事務局
㈱コンベンションリンケージ
〒 874-0828

大分県別府市山の手町 12- １

Tel：0977-27-0318

Fax：0977-26-7100

E-mail：jpa2015 ＠ c-linkage.co.jp
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