職業・環境アレルギー誌 26（1） 2018

お知らせとお願い
◆参加者の皆様へ
1． 参加受付
受付場所

9F 横浜シンポジア

受付時間

2018 年 7 月 20 日（金）8：15〜18：00
2018 年 7 月 21 日（土）8：15〜16：00

受付にてネームカード（領収書兼参加証）をお受け取り下さい。
ネームカードは常時ご着用をお願い致します。
2． 参加費
会 員（医師・一般）：10,000 円
非会員（医師・一般）：12,000 円
コメディカル：
医学生：

5,000 円
無料 （当日、学生証を提示）

懇親会：

3,000 円

二次会：

2,000 円

抄録集：

1,000 円
（会員及び座長・発表者の方へは事前に抄録集を送付致します）

3． 単位取得について
日本職業・環境アレルギー学会は、日本アレルギー学会専門医制度に基づき、業績単位（出席 4
単位、発表 3 単位）を取得することができます。
＜その他の取得単位＞
・日本医師会生涯教育制度 10 単位（2018 年 7 月 20 日〜21 日）
受付で平成 30 年度日本医師会生涯教育講座参加証をお受け取り下さい。
4． 日本職業・環境アレルギー学会への入会・年会費の支払いについて
当日、会場に日本職業・環境アレルギー学会事務局の受付は設けておりません。
本学会に入会を希望される方は、下記事務局までお問い合わせ下さい。
なお、学会当日に年会費の支払いはお受けできませんのでご了承下さい。また、日本職業・環境
アレルギー学会への入会・年会費の支払いについては、当学会のホームページをご覧になるか、
下記事務局までお問い合わせ下さい（入会・年会費 5,000 円）。
学会事務局：〒371-8514 群馬県前橋市昭和町 3-39-22
群馬大学大学院保健学研究科
日本職業・環境アレルギー学会事務局
TEL&FAX：027-220-8944

URL：http://oea.umin.jp
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5． 共催セミナー
［7 月 20 日（金）
］ランチョンセミナー 1 12：00〜13：00
［7 月 21 日（土）
］ランチョンセミナー 2 12：35〜13：35
6． 懇親会・二次会について
《懇親会》7 月 20 日（金）19：00〜
ブラジル料理『トラヴェソ グリル』
（サンバショーをお楽しみ頂きます。）
〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町 144

チャイナスクエアビル 6F

TEL：045-228-0087
《二次会》7 月 20 日（金）22：00〜
カラオケ『コート・ダジュール
〒231-0023

元町・中華街店』

神奈川県横浜市中区山下町 61

山下ビル 2F

TEL：045-228-6888
7． クローク
9F 横浜シンポジアの総合受付向かいにご用意しております。
8． エピペン登録講習
展示ブースにおいて、マイラン EPD 合同会社によるエピペンの登録講習を無料で学会期間中に
随時行っております。この機会にぜひ受講頂き、ご使用頂けるようにご登録下さい。
9． インターネットサービス
会場内で無線 LAN（無料）をご利用頂けます。
10． 注意事項
・会場内では携帯電話の電源を切るかマナーモードに切り替え、講演中の会場内での使用はご遠
慮下さい。
・会場内は禁煙とさせて頂きます。
・掲示、展示、印刷物の配布、写真・ビデオ撮影などは、会長の許可がない限りご遠慮下さい。
11． 大会事務局連絡先
第 49 回日本職業・環境アレルギー学会総会・学術大会
横浜市立みなと赤十字病院 アレルギーセンター
《事務局長》渡邉 直人
〒231-8682 神奈川県横浜市中区新山下 3-12-1
TEL：045-628-6381
E-mail：n-watanabe.alle@yokohama.jrc.or.jp
大会 HP：http://oea49.umin.jp/
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12． お問い合わせ先（運営事務局）
株式会社コンベンションアカデミア
〒113-0033

東京都文京区本郷 3-35-3

TEL：03-5805-5261

本郷 UC ビル 4 階

FAX：03-3815-2028

E-mail：oea49@coac.co.jp

◆口演者の皆様へ
1． 一般演題口演時間について
発表 10 分（質疑込）
・座長の指示のもと、口演時間を遵守して下さい。
・口演終了 1 分前に黄ランプ、終了は赤ランプでお知らせします。
2． 発表形式
発表は PC プレゼンテーションに限定します（スライド不可）
。
各会場にご用意する PC の OS は Windows 7 となります。
※Macintosh の場合は PC 本体をお持ち込み下さい。本体をお持ち込みの際は、外部モニター接
続端子（Mini D-sub15 ピン）をご確認のうえ、変換コネクタを必要とする場合は必ずご持参
下さい。また、AC アダプターも必ずご持参下さい。スクリーンセーバーや省電力モードを
OFF に設定して下さい。
※応募の際の発表希望形式で「ポスター」もしくは「どちらでもよい」をご選択した先生はポス
ターの作成も併せてお願い申し上げます。元々口演希望でポスターの掲示もご希望される先生
は運営事務局までご連絡下さい。
詳細は「7．ポスター貼付セッションについて」をご参照下さい。
3． 発表データ
・発表データは USB フラッシュメモリーまたは CD-R にてご用意下さい。
・対応可能なアプリケーションソフトは PowerPoint 2003/2007/2010/2013 となります。
・動画や音声をご使用になる場合は、試写の際に必ずオペレーターにお申し出下さい。
・ファイル名は「演題番号・演者名.ppt（pptx）」として下さい。
例）1-3 ○○○○.ppt
・フォントは Windows および Macintosh に標準搭載されているものをご使用下さい。
・メディアを介したウイルス感染の事例がありますので、あらかじめ最新のウイルス駆除ソフト
でチェックして下さい。
・発表データ作成後、他のパソコンで正常動作するかチェックして下さい。
・受付時にコピーした発表データは、学術大会終了後に事務局にて削除致します。
4． PC データ受付
PC データ受付場所

9F

横浜シンポジア

PC データ受付時間
2018 年 7 月 20 日（金）8：15〜18：00
7 月 21 日（土）8：15〜16：00
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各講演開始時間の 30 分前までに PC データ受付にて動作の確認を行えるよう、受付をお願
い致します。
5． 注意事項
・発表の際は、演者ご本人により PC の操作をお願い致します。
・次演者の方は、前演者が登壇されましたら必ず「次演者席」にご着席下さい。
・一般演題発表者は筆頭演者あるいは共同演者が会員であることを前提とします。未入会の方は
入会手続きをお願い致します。
・不測の事態に備えて、USB フラッシュメモリーまたは CD-R にてバックアップデータをご持参
されることをお勧め致します。
6． 利益相反（COI）について
すべての発表者（特別講演、教育講演、会長企画、会長講演、シンポジウム、ランチョンセミ
ナー、企業企画講演、一般演題）は発表スライドの最初（または演題、発表者を紹介するスライ
ドの次）に、今回の演題発表に関する COI 状態を開示して下さい。
＜スライド開示例＞
・本会口頭発表時、申告すべき COI 状態がない場合

・本会口頭発表時、申告すべき COI 状態がある場合
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7． ポスター貼付セッションについて
ディスカッションは設けませんが、多くの先生方にご覧頂くため「ポスター貼付セッション」を
設けます。元々口演希望でポスターの掲示もご希望される先生は運営事務局までご連絡下さい。
1）ポスター作成基準
①ポスターを掲示するパネルの大きさは、横 90cm×縦 180cm です。
②演題番号は予めパネルに貼付してあります。
演題名・所属・演者名は各自でご用意下さい。（横 70cm×縦 20cm）
③要旨・目的・対象・方法・結果・結論の順に分かりやすく作成して下さい。
④掲示に必要な備品は事務局で用意します。
2）掲示・閲覧・撤去
掲示 7 月 20 日（金） 8：15〜11：00
閲覧

7 月 20 日（金）11：00〜18：30
7 月 21 日（土） 8：15〜16：55

撤去

7 月 21 日（土）17：00〜18：00

3）掲示場所
9F 横浜シンポジア ラウンジ
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