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発表者へのご案内 

１．講演・シンポジウム・一般演題（口述）発表者へのご案内 

（１） 演題発表時の利益相反状態の開示について 

発表者は利益相反（Conflict of Interest : COI）に関するガイドラインに則り、COI 状態についての

情報を適切な形式で申告・開示してください。学会発表における開示例は、日本生理学会ホームペー

ジ「書式のダウンロード」（http://physiology.jp/society/download/）を参照ください。 

（２） 発表言語 

発表言語は、すべて英語とします。ただし、質疑応答は座長の判断で日本語でも可とします。また、

教育プログラムおよび一部の指定されたシンポジウムでは、そのテーマの性質上、日本語での口演と

なります（タイムテーブルおよび各講演・シンポジウムの案内をご確認ください）。 

（３） 発表時間 

一般演題（口述）および学部生セッション（口述）は、口演時間（9 分）、質疑応答（3 分）です。

口演時間終了の 1 分前に黄色ランプ、終了時に赤ランプでお知らせします。口演時間の厳守をお願い

いたします。シンポジウムの発表時間、進行方法、討論に関しては座長の指示に従ってください。 

（４） 学部生セッションにおける注意 

発表者はセッション開始 10 分前までに会場にお越しいただき、会場係にお申し出ください。セッシ

ョン開始前にスーパーバイザーも交えて進行について打ち合わせを行います。 

学部生セッションでは、ご自身の発表終了後に次の演題の座長をしていただきます。第一演題の座

長はそのセッションの最後の演者に担当していただきます。スーパーバイザーの指示に従って進行し

てください。 

各セッションから 1 演題を優秀発表賞として表彰致します。表彰式は閉会式（3 月 30 日 16：00～）

にて行います。学部生セッション発表者は閉会式に出席されますようお願いします。 

（５） 発表データに関するご案内 

 発表は PC プレゼンテーションに限ります。iPad 等のタブレットはご使用できません。 

 Windows をご使用の方は、できる限り会場内に設置する PC を用いて発表ください。ただし、発

表データに動画・音声が含まれる場合には、PC 本体のご持参を推奨します。 

 Macintosh をご使用の方は、PC 本体をご持参して発表ください。 

 発表データ作成の留意点 

発表データの作成にあたり以下の留意点をお守りください。規格外で持ち込まれたデータで不

具合が生じた場合、第 95 回日本生理学会大会は一切責任を負いません。 

アプリケーションソフト 

Microsoft Office Power Point 2007、2010、2013、2016 

画面サイズ（解像度） 

スクリーンに映写される画面は「4：3」（XGA: 1024 x 768）となります。この環境で画面の

すべてが不具合なく表現されることを予めご確認ください 

Power Point における「スライドのサイズ」を標準「4：3」で作成されることを推奨します。

ワイド「16：9」で作成された場合、小さく映写される可能性があります。 
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フォント 

次のフォントのみ使用可能です。これ以外のフォントを使用した場合、文字や段落のずれ、

文字化け、文字が表示されないなどのトラブルが起こる可能性があります。 

【使用可能フォント】 

MS ゴシック・MS P ゴシック・MS 明朝・MS P 明朝・Times New Roman・Arial・Arial Black・

Arial Narrow・Century・Century Gothic・Courier New・Georgia 

ファイル名 

ファイル名は、「演題番号_発表者名.ppt (x)」としてください。 

動画について 

動画データは Windows Media Player （WMV 形式を推奨）で再生可能なデータのみに対応

可能です。MPEG2 形式のデータに関しては、圧縮形式によっては再生できない場合がありま

すので、WMV 形式を推奨します。また 30 MB を超える動画データは、セッションを円滑に進

行するため、受付できませんのでご了承ください。 

音声について 

音声の出力は可能です。ご希望があればその旨データ登録の際にお申し出ください。 

リンクについてのご注意 

ご発表データに、他のデータ（動画・音声・グラフなど）をリンクしている場合には、リンク

切れにご注意ください。事前に他の PC でも同様に再生・表示できることをご確認ください。 

（６） PC 受付について 

 全ての口述発表者は、ご発表のセッション開始 30 分前までに「PC 受付」をお済ませください。 

【会場内設置 PC で発表される方】発表データの登録、試写および動作確認を行ってください。 

【PC 本体をご持参の方】試写および動作確認を必ず行ってください。 

 PC 受付場所と時間：サンポートホール高松 ３階 グランドホワイエ 

3 月 28 日（水）7：40 ～ 18：00 

3 月 29 日（木）7：40 ～ 18：00 

3 月 30 日（金）7：40 ～ 16：00 

※午前中の混雑回避のため、2 日目以降の午前中のセッションの方はなるべく前日の午後に PC

受付をお済ませください。 

（７） 会場内設置 PC で発表される方へ 

 発表データ登録：発表データを USB フラッシュメモリに保存して PC 受付にご持参ください。

メディアは、ウィルス定義データを最新のものに更新した状態のセキュリティソフトで、メディ

アがウィルスに感染していないことを確認した上でご持参ください。 

 発表受付：PC 受付にて発表データの登録後、セッション開始時間の 10 分前までに会場にお越し

いただき、会場係にお申し出ください。発表の前には次演者席にご着席ください。 

 発表方法：演台に PC モニターは設置しません。演台上のキーボード、マウス、レーザーポインタ

ーを操作して発表を行ってください。データ受付時に演台上の機材の説明をします。“発表者ツー

ル”は使用できませんのでご注意ください。 
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 データ消去：会場内設置 PC に保存したデータは、会期終了後に運営事務局にて責任をもって消去

します。 

（８） PC 本体をご持参の方へ 

 お持ち込みいただく PC についての注意点 

・AC アダプターを必ずお持ちください。 

・液晶プロジェクターへの接続は D-sub15 ピンのみとなります。ご持参の PC によっては D-sub15

ピンへの変換ケーブルが必要な場合があります。変換ケーブルはご自身でご準備ください。 

・ご持参された PC にキーボード、マウスを操作するための受信機を接続します。USB ポートが

あるノート型 PC をご持参ください。 

・発表中にスクリーンセーバーや省電力モードにならないように事前の設定をお願いします。 

 バックアップデータの用意：ご持参の PC に保存されているご発表データの損失に備え、USB フ

ラッシュメモリでご発表データのバックアップをご持参ください。また、当該バックアップは発

表時にも携行してください（ご発表中、ご持参の PC にトラブルが生じた場合、バックアップデ

ータを使用して対応いたします）。 

 発表受付：PC 受付にて試写・動作確認後、発表の 20 分前までに会場にお越しください。会場係

にお申し出いただいき、PC 本体をご提出ください。会場係が発表の準備をいたします。 

 発表方法： PC を演台にあげての発表はできません。PC は機材卓においたまま、演台上のキー

ボード、マウスで PC を操作ください。“発表者ツール”は使用できません。 

 講演終了後、機材卓にて PC 本体をご返却いたしますので、速やかにお引き取りください。 

２．ポスター発表者（一般演題・各種学会賞受賞ポスター発表）へのご案内 

（１） 演題発表時の利益相反状態の開示について 

発表者は利益相反（Conflict of Interest : COI）に関するガイドラインに則り、COI 状態について

の情報を適切な形式で申告・開示してください。学会発表における開示例は、日本生理学会ホームペ

ージ「書式のダウンロード」（http://physiology.jp/society/download/）を参照ください。 

（２） 発表言語 

ポスター掲載内容は英語で作成してください。日本語の併記は妨げませんが、英語のみで内容が理

解できるように作成してください。 

（３） ポスター会場 

サンポートホール高松 １階 展示場 

（４） ポスター受付・貼付・討論・撤去 

ポスター発表当日の 9：00 までにポスター会場入口にて受付を済ませ、貼付してください。 

 貼付 討論時間 撤去 

3 月 28 日（水） 8：30 ～ 9：00 12：30 ～ 14：00 18：00 ～ 18：30 

3 月 29 日（木） 8：30 ～ 9：00 12：30 ～ 14：00 18：00 ～ 18：30 

3 月 30 日（金） 8：30 ～ 9：00 12：30 ～ 14：00 15：50 ～ 16：30 

一般演題（ポスター）は、一日毎の貼り替えとなります。 

各種学会賞受賞ポスター発表は、三日間連続で掲示していただきます。 

撤去時間以降も展示されているポスターは、事務局にて処分させていただきます。 
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（５） ポスター展示方法 

各パネル左上角（横 20cm×縦 20cm）に演題番号を示し

ています。演題名・演者名・所属名および本文の掲示範囲

は右図を参考に準備してください。演題名・演者名・所属

名は英文と和文を併記してください。 

パネルに押しピンと演者用リボンビラを用意しています。 

（６） 「手ぶらでポスター発表」をご利用の方 

専用の出力センターで高品質なポスターを印刷し、その

まま会場へ発送されます。お手元に届きません。発表当日

は大会事務局が貼付作業を行います。発表者は手ぶらでご

来場いただけます。なお、発表日より前に会場内において

ポスターの事前確認は出来ませんのでご了承ください。 

注文期間：2018 年 2 月 1 日 ～ 3 月 15 日（木）13 時  

（詳細は大会ホームページをご覧ください） 

出席・発表は必須となります。ご欠席の場合は、演題取

り消しとなりますので、ご留意下さい。 

手ぶらでポスターご利用の方は、ポスターを貼付したパネル前に専用の筒を用意しております。発

表終了後は、お持ち帰りください。 

（７） 学会賞受賞ポスター 

日本生理学会奨励賞、入澤宏・彩記念若手研究奨励賞、入澤宏・彩記念 JPS 心臓・循環論文賞およ

び JPS 優秀論文賞、入澤彩記念女性生理学者奨励賞の受賞ポスターは、大会 3 日間を通じて受賞演

題専用ポスターパネルに掲示されます。 

大会 2 日目 12:30-14:00 にフリーディスカッションの時間を設けます。大会 1 日目と 3 日目のフリ

ーディスカッションへの対応は各受賞者に一任いたします。  


