第２６回日本生体防御学会学術総会

概要

会

期：

２０１５年７月１０日（金）、１１日（土）、１２日（日）

会

場：

台東区生涯学習センター ミレニアムホール
〒111-8621 東京都台東区西浅草3丁目25番16号 （電話：03-5246-5827）

総会長：

大野 尚仁（東京薬科大学・薬学部・免疫学教室）

共
後

東京薬科大学
台東区

日

催：
援：

程：
第１日 ７月１０日（金）
開会の辞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一般演題１
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一般演題 2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シンポジウムⅠ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コーヒーブレイク ・・・・・・・・・・・・・・・・・
一般演題 3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一般演題 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
理事幹事会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10:10〜10:20
10:20〜12:10
13:00〜14:40
14:50〜16:50
16:50〜17:10
17:10〜18:30
18:40〜19:50
20:00〜22:00

第２日 ７月１１日（土）
一般演題５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シンポジウム II ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
運営委員会・総会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別講演・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コーヒーブレイク ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・
シンポジウムⅢ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
学会奨励賞受賞講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
懇親会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9:20〜10:30
10:40〜12:40
13:30〜14:00
14:00〜15:00
15:00〜15:20
15:20〜17:20
17:20〜18:10
19:00〜21:00

第３日 ７月１２日（日）
一般演題 6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一般演題 7・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
教育講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シンポジウム IV
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
閉会の辞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
公開講座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9 :20〜10:15
10:15～11:10
11:20〜12:20
13:20〜15:20
15:20〜15:30
16:00〜17:00

日本生体防御学会奨励賞
平成 17 年度より日本生体防御学会奨励賞が創設されました。この賞は公募により推薦（自
薦を含む）のあった応募者を対象に「奨励賞選考委員会」で当該年度の候補者を選定し、理
事会にて決定いたします。本学術総会第２日目 13 時 30 分より会務総会内で授賞式を行い、
賞状と副賞が授与され、同日 17：20 より受賞講演が行われます。
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会場案内
会 場

台東区生涯学習センター
〒111-8621 東京都台東区西浅草3丁目25番16号
つくばエクスプレス線 浅草駅 徒歩５分

（電話：03-5246-5827）

地図差し込み
（Webサイトにのってるもの希望）

懇親会
会場

受
大

付：
会：

2階
2階

ホワイエ
ミレニアムホール

電車でお越しの場合
地下鉄日比谷線 【入谷駅】徒歩約 8 分
つくばエクスプレス線 【浅草駅】徒歩約 5 分
JR 山手線・京浜東北線 【鶯谷駅】徒歩約 15 分
都バスご利用の場合
バス停【入谷二丁目】より 徒歩約 3 分
系統：上 26、 亀戸駅～とうきょうスカイツリー駅～根津駅～上野公園
系統：草 41、 足立梅田町～町屋駅～中入谷～浅草寿町
バス停【西浅草三丁目】より 徒歩約 5 分
系統：都 08、 日暮里駅～千束～押上～錦糸町駅
系統：草 43、 足立区役所～千住車庫～千住大橋～千束～浅草雷門
系統：草 63、 池袋駅東口～巣鴨駅～千束～浅草寿町
■会場には駐車場がございませんため、公共交通機関をご利用くださいますようご協力くだ
さいませ。
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参加者へのご案内
【受付】
1．当日大会参加費は正会員 6,000 円、非会員 7,000 円、大学院博士課程学生 4,000 円です。
大学院修士課程（博士課程前期）と、学部学生は無料です。
大学院生、学部学生は学生証の提示をお願いします。
懇親会費は正会員 6,000 円、非会員 6,000 円、大学院博士課程学生 4,000 円、大学院修士課程
（博士課程前期）および学部学生 4,000 円です。
2．受付は、7 月 10 日は午前 9 時 40 分から、11 日および 12 日は午前 9 時 10 分からです。
3．会場では必ず、名札をお付けください。
4．学会への入会手続き、年会費の納入受付も学会個別の受付で行います。
【発表要領】
1．PC 用液晶プロジェクターにより投影して行います。
2．会場に発表用 PC として Windows (Windows 8.1)と Mac (Mac OSX)を用意します。
用意する発表用 PC には、動画対応のものはありません。
3．スライド操作は発表者が行ってください。
【発表データ作成】
1．発表データは､パワーポイントファイルを USB フラッシュメモリーでデータ受付までお持ちくださ
い。
・データは最新のウイルス駆除ソフトにてチェックをお済ませの上、ご持参ください。
・バックアップを必ずご持参ください。
2．パワーポイントのファイル名は、演題番号と演者氏名（発表者氏名）、所属略称を半角の数字と全
角文字で作成して下さい。
（例：一般講演：演題番号 12、演者＝台東太郎、所属＝東京薬科大学の場
合、12 台東太郎東薬大、シンポジウム：演題番号 S-1-2、演者＝台東花子、所属＝東京薬科大学の
場合、S-1-2 台東花子東薬大）
3. ファイル作成時には「ページ設定」から「スライドサイズ」を A4 に設定して下さい。
「画面に合わせる」に設定されたファイルでは映写の際に画像や文字がずれる可能性があります。
4. 音声出力には対応できません。
5. フォントは OS 標準のみご使用ください。
【データ受付】
1. 第１日目の午前中に発表が予定されている演者は 9:50 までにファイルをお持ち下さい。
第１日目の午後に発表が予定されている演者は当日 12:00 までに受付を完了して下さい。
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2. 第２日目の午前中に発表が予定されている演者は第１日目終了までに受付を済ませて下さい。
第２日目の午後に発表が予定されている演者は当日 12:40 までに受付を完了して下さい。
3.

第３日目の午前中に発表が予定されている演者は第２日目終了までに受付を済ませて下さい。
第３日目の午後に発表が予定されている演者は当日 12:20 までに受付を完了して下さい。

4.

大会事務局では PowerPoint 2013 (Windows)と PowerPoint 2011 (Mac)をインストールした PC を
用意いたします。ご持参頂いたファイルが用意した PC で正常に作動するかデータ受付にてご確認下
さい。

5.

受け付けた発表データは、学会発表後に全て消去いたします。

【講演】
1.

一般演題：講演時間は 10 分（1 鈴 8 分、2 鈴 10 分）、討論 2 分の合計 12 分（3 鈴）です。

2.

シンポジウムⅠ（生体防御若手シンポジウム）
：講演時間は 15 分（1 鈴 13 分、2 鈴 15 分）討論 5
分の合計 20 分（3 鈴）です。

3.

時間厳守をお願いいたします。

4.

次座長、次演者の方は早めに指定の席にお着きください。

【昼食】
会場周辺には多数のレストラン・食堂などがございます。なお会場内は飲食禁止です。ご理解・ご
協力の程、宜しくお願い致します。

【日本薬剤師研修センター研修シールの配布】
1.

本学術総会は、日本薬剤師研修センターの集合研修として登録しておりますので、事前登録さ
れた参加者には、下記の要領で受講シールを配布いた します。

2.

受講シールは、90 分を１単位とし、１日あたり３単位を交付します。

3.

受講シール受領希望者は、各日ごとに受付で「受講シール引換券」を受け取り、必要事項を記
入してください。

4.

受講シールは各日ともに、退場時に専用デスクで配布します。

【懇親会】
1. 大会２日目の奨励賞講演終了後に、19 時より浅草ビューホテルにおいて、懇親会を開催いたしま
す。
2.

懇親会参加者の名札には印を付けさせて頂きます。

－5－

