
学術大会・総会参加の皆様へ

◆参加受付について

�．参加受付は 9月 15 日（土），9月 16 日（日）ともに午前 8時 30 分より，奥羽大学 記念講堂ホール

前ロビーの総合受付にて行います。

�．事前参加登録をお済ませの方は，参加証（名札）に必要事項を事前にご記入の上，ご持参ください。

�．当日参加費は以下の通りとなります。記名台にて氏名および所属をご記入ください。

釣り銭のないように一万円札と千円札をご用意ください。

大学院生は対象外です無 料学部学生（会員・非会員）

12,000 円非 会 員
現金のみのお取り扱いとなります

12,000 円会 員

※非会員の方の参加費には抄録集代 5,000 円は含まれません。

�．学部学生は指導教員の証明書と学生証（写真付）が必要です。ない場合は参加費をお支払いただき

ます。

�．会期中の会場への入場に際しては，必ず所属・氏名を記入した参加証（名札）を着用してください。

記名した参加証の無い方の入場は固くお断りします。

�．サテライトシンポジウムと公開特別講演は参加無料です。

◆学部学生（非会員）の参加登録について

�．参加費は無料です（大学院生は対象外です）。総合受付で参加登録を行ってください。

�．指導教員の証明書と学生証（写真付き）を必ず提示してください。堤示いただけない場合は，通常

の参加費（12,000 円）をお支払いいただきます。

�．抄録集は有料，1冊 5,000 円となります。

◆クローク

奥羽大学 記念講堂ホールロビーに特設クロークを設けます。

なお，現金・貴重品・PC・傘はご自身で管理して頂きますよう，お願い申し上げます。

また，日付をまたいでのお預かりもできませんので，いずれの日もクローク終了時間までにお荷物を

お引き取りください。開設時間内にお引き取りいただけない場合，紛失・盗難があっても責任を負えま

せん。

お預けの際にお渡しする番号札は，大切に保管してください。番号札を持参された方に，対応する荷

物をお渡しします。番号札を紛失された際は，すぐにクロークにお申し出ください。その際は身分証明
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書をご提示ください。コピーを取らせていただきます。荷物の内容を述べていただき，それを確認して

からお渡しいたします。お手数をおかけしますが，盗難防止のためですのでどうかご協力ください。

クローク開設時間は以下の通りです。

9月 16 日（日）

8：30〜18：00

9 月 15 日（土）

8：30〜17：00

◆抄録集

抄録集（J. Oral Biosciences Supplement）をご持参ください。

会場でも総合受付で当日 1冊 5,000 円にて販売いたしますが，数に限りがございます。

◆学会場内のお願い

�．学会会場におきましては，携帯電話は電源をお切りいただくか，マナーモードに設定をお願いいた

します。

�．学内は敷地内全面禁煙となっております。ご協力の程，お願いいたします。

�．会場内でのお呼び出しは行いません。総合受付のインフォメーションボードをご利用ください。

�．会場内での参加者による撮影・録音は禁止とします。

◆サテライトシンポジウム参加の皆様へ

案内の者が，第�講義棟正面入り口におります。案内に従って，各会場にお越しください。すべての

会場は第 3 講義棟内にあります。参加費は無料です。

◆懇親会参加の皆様へ

日時：9月 15 日（土）19：30〜 ※受付は 19：00 から開始

場所：アサヒビール園 福島本宮店（学会場から送迎バスをご用意いたします。帰りは JR 郡山駅周

辺にお送りします。）

懇親会費：6,000 円（当日登録）

※参加登録をした学部学生は無料（大学院生は対象となりません）ですが，指導教員の証明書と学生

証を必ず掲示してください。

事前登録の方には懇親会参加シール貼付した参加証をお送りします。

当日登録の方は総合受付にて，午後 1 時までにお申し込みください。
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座長の皆様へ

�．担当セッションの開始 20 分前に，次座長席にご着席いただきますよう，お願い申し上げます。

�．進行につきましては，終了時間を厳守し，時間超過の場合は中止していただくようご指示ください。

演者の皆様へ

◆サテライトシンポジウムの演者の方へ

■進行，口演時間はオーガナイザーの指示に従ってください。

■会場にはプロジェクター・スクリーン・マイクをご用意いたします。パソコンにつきましては各シ

ンポジウムにてご用意ください。

◆特別講演，シンポジウム，受賞講演の演者の方へ

■発表時間はお知らせの通りですが，詳細については座長の指示に従ってください。

■発表データは原則として「データを記録した媒体」でお持ちください。パソコンの持込可能です。

パソコンの仕様は一般口演をご参照ください。

■ PCセンターにおいて試写をお願いします。

◆一般口演演者の皆様へ

■発表データは，原則として「データを記録した媒体」にてお持ちください。

�．発表時間：

�）一般口演は，発表 7 分・討論 3 分の計 10 分です。

※発表時間の延長は認めません。時間超過の場合は，座長が中止を指示します。

�）発表セッション開始の 10 分前までに，次演者席にお越しください。

�．発表形式：

�）PCによる発表のみとさせていただきます。（35㎜スライドの使用はできません）

投影は単写で，動画や音声は使用できません。

�．発表データ受付：

発表セッションの 1時間前までに，PCセンターで受付を行ってください。

■受付時間

9月 15 日（土） 8：30〜17：30

9 月 16 日（日） 8：30〜15：00

※ 9 月 16 日（日）の演者の方は，9月 15 日（土）午後から受付が可能です。

早い時間帯に発表される方は，できる限り前日に受付をお済ませください。

�．発表機材とデータ作成：

�）発表データは，USBフラッシュメモリまたはCD-R（CD-RWは不可）に保存してご持参くだ

さい。

発表データのファイル名は「演題番号（半角スペース）筆頭演者名」としてください。

（例）一般演題 1移植・再生 1奥羽太郎の場合は「O-1 奥羽太郎. ppt」
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�）事務局がご用意するコンピュータのOSとアプリケーションは以下のとおりです。

OS：Windows

アプリケーション：PowerPoint 2003/2007/2010

※Macintosh 本体のご用意はございません。

※Macintosh 版 PowerPoint で作成したデータは，Windows版 PowerPoint で開いた際，画像

データなどが表示されないことがございます。必ず，事前にWindows版 PowerPoint で試

写をしたうえでデータをお持ちください。

�）表示における不具合を避けるため，下記のOS標準フォントをご使用ください。

日本語：MSゴシック，MS Pゴシック，MS 明朝，MS P 明朝

英 語：Arial，Arial Black，Century，Century Gothic，Times New Roman

※WindowsVista における標準フォント「メイリオ」の使用はお控えくださいますようお願い

します。

�）PowerPoint2010 で作成する場合，拡張子は「.pptx」で保存してください。

従来のバージョンで開くことができる形式（「.ppt」）で保存していただく必要はございません。

�）画面の解像度は XGA（1024×768 ピクセル）です。データの作成時，画面の設定をご確認くだ

さい。

�）ビデオファイルの使用はできませんのでご注意ください。

�）記録媒体にてお持ちいただいたデータは，PC 受付オペレーターがネットワークサーバーにコ

ピーし，各会場の PCに転送します。なお，コピーしたデータは，発表終了後に主催者が責任を

持って消去いたします。

◆ノートパソコンをご持参の場合

�）プロジェクターとの接続ケーブルのコネクタは，ミニD-sub 15 ピンです。

ご使用のパソコンに上記の映像出力端子がない場合，必ず変換コネクタをご用意ください。

�）PCセンターにおいて，映像出力，本体の設定，動作のご確認をお願いします。

※スクリーンセーバーならびに省電力設定は，予め解除してください。

※電源アダプターは必ずご持参ください。

※故障などの予期せぬ事態に備え，必ずバックアップデータをご持参ください。

�）試写後のパソコンは，発表セッション開始の 20 分前までに，PCデスク（会場の左側前方）に発

表データを開いた状態でお持ちください。

�）発表終了後，パソコンは会場の PCデスクにてご返却します。忘れずにお立ち寄りください。
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ポスター発表される皆様へ

＊学生ポスター発表の方は，「学生ポスター発表について」をご覧ください。

�．ポスター貼付時間，討論時間と撤去時間は下記の通りとなっております。

貼付日時 討論時間 撤去日時

9月 15 日（土）
9：00〜11：00

奇数番号 1日 17：30〜18：00 9 月 15 日（土）
18：30〜19：00偶数番号 1日 18：00〜18：30

9 月 16 日（日）
9：00〜11：00

奇数番号 2日 16：00〜16：30 9 月 16 日（日）
17：00〜17：30偶数番号 2日 16：30〜17：00

�．ポスター受付はございません。所定の時間に各演題番号のパネルにポスターをお貼りください。

�．ポスターサイズは上記の通りとなっております。

�．貼付けに必要な画鋲はポスター会場にご用意いたします。ご使用になられた画鋲は，ポスター撤去

後，必ず元の場所にお戻しください。

�．討論時間内はポスターボード前に用意しているリボンをお付けになり，各自の演題前にて待機をお

願いいたします。

�．撤去終了時間を 30 分過ぎても貼り付けてある演題につきましては，事務局で廃棄いたしますので

ご了承ください。
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優秀ポスター発表賞に応募された方へ

�．優秀ポスター発表賞は事前に応募されたポスター発表の中から選考いたします（演題登録時に応募

した内容に限ります）。優秀ポスター発表賞応募ポスターは全て 9月 15 日（土）11 時までに指定の

場所に必ず掲示してください。審査時に討論はありません。

9月 16 日（日）
16：00〜

奇数番号：17：30〜18：00
偶数番号：18：00〜18：30

掲示された
ポスターでの
審査討論は
ありません

11：00〜18：30
9 月 15 日（土）
9：00〜11：00

表彰式
その他（審査とは別にポス
ター討論があります）

審 査展示時間貼付日時

�．9月 16 日（日）9時 00 分に，優秀ポスター発表賞受賞者のお名前を総合受付のインフォメーション

ボードにて掲示いたします。

�．受賞者は受賞ポスターを 9月 16 日（日）12 時 00 分〜13 時 00 分までに大会事務局が指定する場所

に掲示してください。

�．表彰式は 9月 16 日（日）16 時 00 分から A会場にて行います。

学生ポスター発表について

�．学生ポスター発表日は，9月 15 日（土）です。貼付時間，質疑応答時間，表彰式は下記の通りとなっ

ております。

貼付日時 展示時間 質疑応答

9 月 15 日（土）
9：00〜11：00

9 月 15 日（土）
11：00〜18：30

9 月 15 日（土）
奇数番号：17：30〜18：00
偶数番号：18：00〜18：30

表彰式

9 月 16 日（日）
16：00〜

�．ポスターサイズ：一般ポスター発表と同サイズです。

�．学部学生の演者については，演者所属には，大学名，学部名，学年を明記してください。

�．質疑応答は 17 時 30 分より開始します。発表者は�分前に各自の演題前に待機してください。

�．表彰式は 9月 16 日（日）16 時 00 分から A会場にて行います。

ライオン学術賞，歯科基礎医学会賞の授賞式と受賞講演について

�．ライオン学術賞・歯科基礎医学会賞の授賞式は 9月 15 日（土）13 時 00 分からの評議員会・総会終

了後に引き続いて行います。

�．ライオン学術賞の受賞講演は 9月 15 日（土）14時 00 分から A会場にて行います。

�．歯科基礎医学会賞の受賞講演は 9月 15 日（土）15 時 00 分から A会場にて行います。
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評議員会，総会

9 月 15 日（土）13 時 00 分から A会場において評議員会を開催いたしますので，評議員の方はご参集

ください。評議員の方は前方にご着席願います。また，引き続き総会を開催いたしますので，会員の方

もご参集ください。

部門別談話会

9 月 16 日（日）12 時 00 分より行います。会場は下記の通りです。

微生物学 奥羽大学第 3 講義棟 C会場（312 教室）

解 剖 学 奥羽大学第 3 講義棟 D会場（313 教室）

生 理 学 奥羽大学第 3 講義棟 E会場（321 教室）

薬 理 学 奥羽大学第 3 講義棟 322 教室

病 理 学 奥羽大学第 3 講義棟 331 教室

生 化 学 奥羽大学第 3 講義棟 332 教室

関連集会

�．常任理事会

�）日時：9月 14日（金） 12 時 00 分〜15 時 00 分

�）会場：ビッグアイ 7階 特別会議室

�．理事会

�）日時：9月 14日（金） 15 時 00 分〜17 時 00 分

�）会場：ビッグアイ 7階 大会議室 2

日歯生涯研修について

日本歯科医師会会員が第 54回歯科基礎医学会学術大会・総会へ参加することにより取得できる日歯生

涯研修事業の研修単位は下記のとおりです。

「特別研修」は平成 20・21年度日歯生涯研修事業から初めて導入した研修で開
催実績等が把握できないこともあり，現時点では「特別研修」による 10単位は
修了基準の対象ではありません。

留意点：

当日受付に設置されたカードリーダーに，日歯生涯研修事業受講研修登録用 IC
カード（以下「ICカード」という）をタッチすることにより単位登録できます。
「特別研修」による 10単位は「ICカード」によってのみ登録できる単位です。

登録方法：

「特別研修」による単位（10 単位）
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