
座長、ファシリテーターへのご案内

ご担当セッションの開始15分前までに、会場右手前方の次座長席にお着きください。時間になりま
したらセッションを開始してください。

Year in Review担当者へのご案内

当日、抄録2000文字以内、もしくは、発表スライドをPCセンターにて、データでご提出ください。

演者へのご案内

１．各部会のポスターセッションについて
PowerPointスライドによる口演発表と紙ポスターの掲示を行いますので、演者は両方ご用意く
ださい。
部会会場では、PowerPointスライドで口演発表を行っていただきます。
紙ポスターは、部会会場とは別にポスター会場を用意しておりますので､ 指定された場所に掲
示してください。
ポスター会場での口演発表はありません。（詳細は、後述の『6. ポスター掲示について』をご覧ください。）
※ポスター掲示だけの演者は、紙ポスターのみご用意ください。
※なお、Tip（Trial in progress）、Glip（Guideline in progress）に指定された演題は、2日間通

して貼り出しをお願いします。

各部会　ポスターセッション　発表時間（1演題）
リンパ浮腫 発表6分、質疑2分
FN 発表5分、質疑2分
Cachexia 発表3分、質疑1分
CINV 発表3分、質疑1分
骨転移と骨の健康 発表5分、質疑1分
サバイバーシップ/患者会・遺族家族支援 発表4分、質疑1分
サイコオンコロジー 発表7分、質疑3分
皮膚障害 発表4分、質疑3分
痛み 発表4分、質疑2分
妊孕性 発表6分、質疑2分
がんリハビリテーション 発表4分、質疑2分

（Tip演題：発表3分、質疑1分）
高齢者のがん治療 発表5分
神経障害 発表7分、質疑3分
患者・医療職 発表4分、質疑2分
Oncology emergency 発表4分、質疑3分
粘膜炎 発表7分、質疑3分
漢方 発表7分、質疑3分
その他 発表2～3分
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２．利益相反の開示について
・学術集会における発表演題に関し､ 演題の筆頭発表者は利益相反事項を開示してください。
・2017年 1 月 1 日から2017年12月31日までの開示をしてください。
・共同演者のものは開示不要です。
・ポスターの最後に､ 学会指定の ｢開示用スライドフォーマット｣ で作成したものを貼付してく

ださい。
・学会指定フォーマットは、学術集会ホームページよりダウンロードできます。

３．口演発表データ作成時の注意
・口演発表は、PowerPointによる発表のみとなります。　
・ご自身のPC（Windows・Macintosh）または、メディア（CD-R、USBメモリ）をご持参ください。
・学会で準備しているPCは以下の仕様です。
　＜OS＞　Windows7
　＜アプリケーション＞　Windows版　PowerPoint　2007／2010／2013
・Macintoshまたは、動画を用いる場合は、必ずご自身のPCをご持参ください。
・画像の解像度はXGA（1024×768）です。

メディア（CD-R、USBメモリ／Windowsのみ）をご持参される方
・メディアはウイルス定義データを最新のものに更新されたセキュリティーソフトを用いて、

ウイルスに感染していないことを必ず確認した上でお持ち込みください。
・発表データ作成後、作成したPC以外のPCで正常に作動するかチェックしてください。
・文字化けの恐れがありますので、発表スライドは、OSの標準フォントをご利用ください。
・動画や音声をご使用になる場合は、PCセンターにて必ずお申し出ください。
・お預かりした発表データは、学術集会終了後、事務局が責任を持って削除いたします。

ご自身のPCを持参される方
・PCセンターにて試写した後は、発表会場内の左手前方演台付近にあるオペレーター席まで、

PCをお持ちください。
・ご自身のPCの外部モニター出力端子の形状を必ず確認し、必要な場合は接続用のアダプター

を必ずご持参ください。接続はMini D-sub15ピン3列コネクター（通常のモニター端子）となり 
ます。

・必ずACアダプターをご持参ください。
・スクリーンセーバー、省電力設定、起動時のパスワード設定は、事前に解除しておいてください。
・念のためバックアップデータを保存したメディアを必ずお持ちください。
・講演終了後は、できるだけ速やかに会場内のオペレーター席にて、ご自身のPCをお引き取り

ください。

４．その他　注意事項
・発表原稿が必要な方は、あらかじめプリントアウトしてお持ちください。会場でのプリント

アウトは対応しておりません。　
・次演者は前演者の登壇と同時に次演者席にお着きください。
・PowerPointの機能の中にある「発表者ツール」は使用できません。
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国際会議場・サンパレス前
バス停

国際センター・サンパレス前
バス停

福岡国際会議場

福岡国際会議場

国際センター
サンパレス前 下車

福岡空港から約15分
JR博多駅から約10分

＜地下鉄＞
天神駅から約6分

中洲川端駅から約5分
呉服町駅から約3分

＜地下鉄＞

中洲川端駅から約20分

呉服町駅から約15分

国際会議場・
サンパレス前 下車

JR博多駅

行先番号 99 行先番号 88 行先番号 80

福岡空港
地下鉄
福岡空港駅

西鉄バス 西鉄バス

西鉄福岡（天神）駅・
地下鉄天神駅

博多駅 西日本シティ銀行前
Ｆ のりば

天神 ソラリアステージ前
2A のりば

約15分 約15分

約5分

約10分

【博多ふ頭行】 【中央ふ頭行】

博多駅 西日本シティ銀行前
Ｆ乗り場

ＥF

博
多
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

タ
ク
シ
ー
プ
ー
ル

ＫＩＴＴＥ博多 POLICE

福岡センタービル

博多マルイ

は
か
た
駅
前
通
り

至鹿児島中央駅 至小倉駅

５．PCセンター
口演発表時間の約30分～1時間前までに、必ずデータの提出、および試写を行ってください。
場所：福岡国際会議場　4階　ロビー
日時：
8 月31日（金）　7：30～18：00
9 月 1 日（土）　8：00～16：00

６．ポスター掲示について
各自が作成し、事前に貼り付けてください。
貼り付け用の押しピンは、事務局で準備いたします。

ポスターパネルサイズ
演題名、所属、氏名：縦20センチ×横70センチ
本文：縦160センチ×横90センチ
演題番号：事務局で準備します。

※演題名・所属・氏名は、各自でご用意
ください。

発表時間
ポスター会場で、各演者の発表はありません。
演者は、ディスカッション開始時刻までに、演者用
リボンを着け、 ご自身の発表パネル前で待機し、
ディスカッションの時間帯には参加者の質問に応
じてください。

ポスター貼付・閲覧・撤去　スケジュール
ポスターは日ごとに貼り替えです。
撤去時間が過ぎても残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。
※なお、Tip（Trial in progress）、Glip（Guideline in progress）に指定された演題は、2日間通

して貼り出しをお願いします。
8 月31日（金） 9 月 1 日（土）

貼付  7：30～12：00  8：00～12：00
閲覧 12：00～18：30 12：00～17：00

ディスカッション 17：30～18：30
ワイン＆チーズ

13：00～14：00
ティー＆スイーツ

撤去 18：30～18：40 17：00～17：10

本文

演題
番号

事務局で準備します

演題名
所属・氏名

70cm

本文

演題
番号

90cm

事務局で準備します

演題名
所属・氏名

70cm

20cm

160cm
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