参加者へのご案内
1. 当日参加受付
1）受付場所：仙台市戦災復興記念館

2F 記念ホール前

2）受付時間：11 月 16 日（金）9：00～
11 月 17 日（土）8：30～
3）参加費（当日） 一般 8,000 円

学生 4,000 円

一般 8,000 円

学生 4,000 円

懇親会費
※学生の方へ

当日会場で，学生証などの提示を求める場合がございます．
・当日参加のお申込をされる方は必ず受付にお立ち寄り下さい．
・事前参加登録および参加費振込が完了されている方には当日，プログラム要旨集および参
加証兼領収書（ネームカード）をお渡しいたしますので，必ず受付にお立ち寄り下さい．
※事前参加登録費のご入金がお済みでない方は，受付で参加費をお支払い下さい．

2. 懇親会のご案内
日時：11 月 16 日（金）18：30～20：30
会場：江陽グランドホテル

4F「翡翠の間」

〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-3-1
TEL：022-267-5111
会費：一般 8,000 円

FAX：022-265-2252

学生 4,000 円

3. 表彰について
【部会賞】
金属と生体との関わりについて，系統的，継続的に研究を積み重ねて新しい面を切り開き，
優れた業績を挙げた研究者に日本毒性学会生体金属部会賞を授与されるものです．原則と
して 1 名を選考して，賞状，楯および副賞を授与致します．
【研究奨励賞】
金属と生体との関わり（毒性および生理活性等）に関する優れた研究実績を挙げ，今後の更
なる活躍が期待できる研究者（個人）に授与されるものです．原則として 2 名を選考して，
賞状および楯を授与致します．
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【閔賞（若手優秀研究賞）】
金属と生体との関わり（毒性および生理活性等）に関する優れた演題を提出した若手研究者
（個人）に授与されるものです．原則として 2 名を選考して，賞状および副賞を授与致し
ます．
応募者の中で特に独創性と発展性が高い研究を行ったと評価される者（若干名，閔賞授賞者
は除く）に実行委員長賞（賞状）を授与致します．
【学生ポスター賞】
金属と生体との関わり（毒性および生理活性等）に関する優れたポスター発表を行った学生
（若干名，大学院生を含む）に授与されるものです．
懇親会において，【部会賞】，【研究奨励賞】，【閔賞（若手優秀研究賞）】，【実行委員長賞】，
【学生ポスター賞】の受賞者を発表し，授賞式を行いますので，申請者は懇親会にご出席下
さい．

4. クローク
地下 1 階

展示ホール前にクロークを設けております．なお，貴重品，傘はお預かりできま

せんので，予めご了承下さい．
開設時間：11 月 16 日（金）9：00～18：30
11 月 17 日（土）8：30～16：30

5. 休憩コーナー
地下１階

展示ホール（ポスター会場）に休憩コーナーを設けておりますのでご利用下さい．
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発表者の方へ
【口頭発表の方へ】
1. PC 発表データ受付・試写に関して
●受賞講演，シンポジウムの演者の方
受付場所：仙台市戦災復興記念館

記念ホール

舞台袖

受付時間：11 月 16 日（金）9：00～16：00
11 月 17 日（土）8：30～16：00
・舞台袖までの通路が分からない場合には，運営スタッフへお尋ね下さい．
・セッション開始の 15 分前までに，データ受付または，ご自身の PC で発表される場合は，
その試写を完了して下さい．
・昼食時間やその他の空き時間などを利用し，試写を行うことも可能です．
・データ受付やその試写に関しては，発表順の早い方を優先することもございますので，ご
了承下さい．
・備え付けの PC は，Windows10 になります．データのみでの持ち込みの際には，必ず，
Power Point ファイル（Windows 版）のバージョン 2003～2016 での動作確認を終えて
おくようにお願いします．また，そのファイル名を，
「プログラム番号

氏名.拡張子」で

作成をお願いいたします．
・プロジェクターは，D-Sub15 ピン接続です．コネクタが必要な場合には，そのコネクタ
の準備もご自身でお願いいたします．

●一般口頭発表（研究紹介，一般発表）の演者の方
・発表データ（PowerPoint または PDF）は事前にオンラインシステムよりご登録いただ
きます．会期中の受付，差替はできませんのでご注意下さい．
・会場に用意したノートパソコン（OS: Windows 10）へ登録いただくデータを事務局に
て保存しますので，その PC を使用して発表いただきます．
・発表データは USB メモリに保存の上，当日会場にお持ち下さい．
・発表の 15 分前までに講演会場内演台付近の発表者席にお越し下さい．
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2. 発表に関して
・講演時間および討論時間は以下のようになります．
受賞講演，シンポジウム ：オーガナイザーに一任します．
研究紹介 ：講演時間 15 分，質疑応答 5 分（計 20 分）
一般発表 ：講演時間 8 分，質疑応答 2 分（計 10 分）
・講演時間終了 1 分前および講演時間終了時には予鈴によってお知らせします．発表時間
を必ず厳守していただきますようお願いいたします．
・ご発表の際，パソコンの操作は発表者ご自身で行って下さい．
・会場には発表用にノートパソコン（OS: Windows 10）が配置されています．
・口頭発表には液晶プロジェクターを使用します．（スライドや OHP は使用できません）
・次演者の方は発表開始の 10 分前までに次演者席にご着席下さい．

3. 発表データ作成に関して
・発表データは PowerPoint（Windows 版）のバージョン 2003～2016 で作成をいただく
ことを推奨します．
・ 会 場 設 置 の パ ソ コ ン 使 用 環 境 は OS: Windows 10 ， ソ フ ト ウ ェ ア PowerPoint
2010/2013/2016 です．（OS: Windows 7/8, PowerPoint 2010 もございます．）
Mac で発表データを作成される方は，事前に Windows での動作確認をお願いします．
・プロジェクターは「4：3」の比率となりますので，スライドは「4：3」で作成して下さい．
・ファイル名は「プログラム番号

氏名.拡張子」として下さい（例：O-10 金属太郎）．

・発表データ内に動画がある場合，事前に事務局にご相談下さい．
・音声の使用，Power Point のノート機能の表示はできませんので，ご注意下さい．
・フォントは，MS ゴシック，MSP ゴシック，MS 明朝，MSP 明朝，Arial，Century，
Times New Roman 等の標準フォントを使用して下さい．
※一般口頭発表の方は事前にご案内しております，発表データ登録システムに記載の注意
事項をご確認の上，作成して下さい．
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【ポスター発表の方へ】
・ポスター会場は地下 1 階

展示ホールです．

・ポスター発表の受付は行いません．プログラム番号をご確認の上，ポスターパネルに掲示
して下さい．1 日毎貼り替えで掲示していただきます．
・発表者用リボン，押しピンなどはポスターパネルに設置してあります．
・ポスターの貼付，発表，撤去時間は下記の通りです．
ポスター番号

貼付時間

発表時間

撤去時間

11 月 16 日（金） P-1～P-34

9：50～

12：50～13：50

16：30～17：30

11 月 17 日（土） P-35～P-68

9：00～

10：30～11：30

14：00～15：00

・発表時間になりましたらリボンをつけ，各自のポスター前で説明，討論を行って下さい．
・ポスターは撤去時間までに撤去して下さい．その時点で残っているポスターは事務局で処
分させていただきますので，ご了解下さい．
・ポスターのサイズは，見やすさを考え，横 90cm × 縦 160cm 以内で作成して下さい．
（パネルサイズ：横 90cm × 縦 210cm）
プログラム番号（横 20cm × 縦 20cm）は事務局で準備し，パネル左上に貼付いたしま
す．（下図参照）
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