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口頭発表の方々へのご案内
６．企業展示・書籍展示について
　　下記の会場・日時にて，企業展示・書籍販売を行います．
　　日　時： 9 月22日（火・祝）　9：00～17：20
　　　　　　 9 月23日（水・祝）　9：00～15：30
　　場　所：ホテルグランヴィア岡山　
　　　　　　　　3階  ロビー・サファイア
　　　　　　　　4階  ロビー・オーキッド
　　　　　　岡山コンベンションセンター　
　　　　　　　　1階  イベントホール・ロビー
　　　　　　　　2階  201会議室・レセプションホール前ロビー
　　　　　　　　3階  ホワイエ
　　　　　　岡山シティミュージアム　
　　　　　　　　4階  企画展示室

７．伝言板/告知
　　 1） 優秀研究発表の「優秀研究発表賞」は 9 月22日（火・祝）午後，「デンツプライ賞」「ヒューフレディ賞」

は 9 月23日（水・祝）午後に各総合受付（ホテルグランヴィア岡山　1階　ロビー・NHK岡山放送局/ひ
かりの広場）付近の掲示板において発表予定です．

　　 2） ケースプレゼンテーション合格者は，演題番号を 9 月23日（水・祝）午後に各総合受付（ホテルグラン
ヴィア岡山　1階　ロビー・NHK岡山放送局/ひかりの広場）付近の掲示板において発表予定です．

　　 3） 原則として会場内の呼び出しはいたしません．

８．同時通訳レシーバーの貸与について
　　下記の講演では同時通訳を行います．レシーバーの貸与を求められる方は，各会場入口にてお受取りくださ

い．講演終了後に各会場出口にて回収いたします．
　　※レシーバーは会場専用になっております．紛失の場合は相当額の弁償となりますので，必ずご返却いただ

きますようお願いいたします．
　　　　　　同時通訳が入るセッション
　　　　　　 9 月22日（火・祝） 10：40～12：10　海外特別講演 1 （第 5 会場）
 14：30～16：00　海外特別講演 2 （第 5 会場）
 14：30～16：00　International Session 1（第10会場）
 16：00～17：30　International Session 2（第10会場）

９．その他
　　 1） セッション中の撮影（動画・静止画・録音）は一切ご遠慮ください．
　　 2） 本大会では専用駐車場をご用意しておりません．公共交通機関をご利用ください．

１．発表日時・会場
　　　優秀研究発表　 9 月22日（火・祝）　 9：00～11：50
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）
　　　一般口演　　　 9 月22日（火・祝）　 9：00～11：50
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 6 会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9：00～12：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 7 会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）
　　　　　　　　　　 9 月22日（火・祝）　14：30～17：20
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 6 会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 7 会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）
　　　　　　　　　　 9 月23日（水・祝）　 9：00～12：10
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 7 会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 8 会場（岡山コンベンションセンター　3階　301会議室）
　　　　　　　　　　 9 月23日（水・祝）　13：30～15：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 7 会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）
　　　　　　　　　　 9 月22日（火・祝）　14：30～17：20
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

２．発表方法
1） 発表方法について

　　（1） Microsoft Power Pointを使用したPCでの発表を原則といたします．
　　（2） Windowsをご使用の場合はMicrosoft Power Point 2007～2013で作成したデータをUSBフラッシュメモ

リまたはCD-Rにてご持参ください．
　　　　本会当日に会場に設置される機材スペック
　　　　【パソコンのOS】Windows 8
　　　　【アプリケーションソフト】Microsoft Power Point 2007～2013
　　（3） 文字フォントは，OS に設定されている標準的なフォントを推奨いたします．
　　　　【日本語】MS ゴシック・MSP ゴシック・MS 明朝・MSP 明朝
　　　　【英語】Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・Century Gothic・Courier・Courier New・

Georgia・Times New Roman
　　（4） 解像度は XGA（1024×768）を推奨いたします．
　　（5） アニメーション・動画は可能です．ただし以下を遵守してください．
　　　　PowerPoint に貼り付けている動画は以下のもので再生できるようにお願いいたします．
　　　　【Windows】Media Player
　　　　PowerPoint データと共に動画ファイルも必ずご持参ください．
　　　　※容量：CD-R １枚以内（DVD 不可）
　　　　※動画を使用の場合，バックアップ用としてご自身のノートパソコンを必ずご持参ください．プレゼン

テーションに他のデータ（静止画・動画・グラフなど）をリンクされている場合でも元のデータを保
存していただき，必ず事前に他のパソコンでの動作確認をお願いいたします．

　　（6） 音声は使用できません。
　　（7） 利益相反の状態について学術総会ホームページを参照いただき発表スライドの最初に開示してください．
　　（8） Macintoshをご使用の場合は，ご自身でPCをお持ちください（本体付属のコネクターもご持参ください）．

歯科衛生士
セッション
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ポスター発表の方々へのご案内
2） PCセンターについて

　　（1）発表の 1 時間前までに各発表施設にあるPCセンターに発表のデータかご自身のPCをお持ちになり，受
付・試写をしてください．PCセンターの場所・受付時間については下記をご確認ください．

　　（2） PCセンターには会場内のシステムと同一のものを用意いたします（原則としてPCセンターでの受付時
や講演会場内PCデスクでのデータ修正はお断りします）．

　　（3） ご自身のデータ内容確認の他，遠隔操作の動作確認および映像の外部出力を行います（問題発生の場合
は係員にお声掛けください）．

　※PCをご持参される方
　　・Macintoshご利用の場合はご自身のノートパソコンをお持ち込みください．
　　・バッテリー切れ防止のため，電源（AC）アダプターを必ずご持参ください．
　　・画面の解像度は XGA（1024×768）推奨です．このサイズより大きいまたは小さい場合，画像が鮮明に出ない

ことがあります．
　　・ご自身のPCの外部モニターに出力端子の形状を必ず確認し，必要な場合は接続用の外部出力変換アダプ

ターを必ずご持参ください．接続はMiniD-sub15 ピン3列コネクター（通常のモニター端子）あるいは
HDMIです．専用の変換アダプターが必要な場合はご持参ください．

　　　※ HDMI出力のPCにMiniD-sub15 ピンのコネクターは不要です．そのまま接続いたします．
　　・万一のトラブルに備え，ご自身のPCに保存されている重要なデータはバックアップをお取りくださ

い．また，発表データのバックアップデータをUSBフラッシュメモリまたはCD-Rに保存してご持参くだ
さい（MO/フロッピーディスクは不可）．

　　・発表中にスクリーンセーバーに切り替わったり省電力機能で電源が切れたりしないよう，PC本体はサス
ペンドモード（スリープ，省エネ設定）やスクリーンセーバーが作動しないよう設定をお願いいたします．

3） 口演発表について
　　（1） 発表時間
　　　　シンポジウム・その他指定講演：個別にご案内しております時間でご講演ください
　　　　優秀研究発表　　　　　　発表10分　　　質疑応答 5 分
　　　　一般口演　　　　　　　　発表 7 分　　　質疑応答 3 分
　　　　歯科衛生士セッション　　発表 7 分　　　質疑応答 3 分
　　　　・発表の15分前までに発表会場前方右手の次演者席へお越しください．
　　　　・演台上にモニター・マウス・キーパッド・レーザーポインターを設置いたしますので，操作は演台上

にてご自身で行ってください．
　　　　・発表と同時に演台上の時間表示が始まり，緑ランプが付きます．終了時に赤ランプでお知らせします

ので，時間厳守をお願いいたします．

4） 質疑応答について
　　（1） 質問は座長の指示に従い，所定のマイクで所属・氏名を明らかにして，要領よく簡潔に発言してください．
　　（2） 時間節約のため，発言される方は予めマイクの近くにお越しください．

３．表彰について
　　優秀研究発表の「優秀研究発表賞」は総合受付（ホテルグランヴィア岡山  1階ロビー・NHK岡山放送局／

ひかりの広場）付近の掲示板において 9 月22日（火・祝）午後に発表します．
　　歯科衛生士セッションにおいて優秀な発表には「公益社団法人日本口腔インプラント学会　ヒューフレディ

賞」が授与されます．受賞者の発表は 9 月23日（水・祝）午後，総合受付付近の掲示板にて行います．受賞
者は次回大会にご出席ください（交通費は支給されません）． 

PCセンター

PCセンター①

PCセンター②

PCセンター③

PCセンター④

場所 9月21日
（月・祝）

9月22日
（火・祝）

9月23日
（水・祝）

14：00
〜

18：00

8：00
〜

17：40

7：30
〜

15：00

8：00
〜

14：30

岡山シンフォニーホール　3階
エントランスロビー
ホテルグランヴィア岡山　3階
トパーズ
岡山コンベンションセンター　2階
ロビー
岡山シティミュージアム　5階
第10会場（常設展示室）前

発表会場

第 1 会場
※9月21日（月・祝）のみ

第 2・3・4 会場

第 5・6・7・8・9 会場

第10会場

１．ポスター受付について
　　セッション開始の15分前までにポスター会場（岡山シティミュージアム  4階  企画展示室）前のポスター受

付にお越しください．

２．掲示・撤去時間
　　掲示： 9 月22日（火・祝） 9：00～10：00
　　　　　 9 月23日（水・祝） 9：00～10：00
　　撤去： 9 月22日（火・祝）17：00～17：20
　　　　　 9 月23日（水・祝）14：50～15：10
　　・ポスターの貼付けは，掲示時間内にご自身でお願いします．
　　・ピンは各ポスターパネルにご用意しております．
　　・ポスターは各日貼替えとなります．撤去時間を過ぎているポスターにつきましては，学術大会事務局にて

撤去，処分いたしますのでご了承ください．

３．発表時間
　　発表： 9 月22日（火・祝）13：30～14：10（P-1-1～P-1-54）
　　　　　 9 月23日（水・祝）13：30～14：10（P-2-1～P-2-48）
　　ポスター発表　発表 4 分　質疑応答 2 分
　　・発表者はリボンを必ずお着けください．
　　・発表者は10分前までにご自身のポスター前に待機してください．
　　・セッションは，9 月22日（火・祝）11セッション，23日（水・祝）10セッションの同時スタートとします．

４．発表方法
　　・ポスター掲示可能面サイズは，幅90 cm×高さ180 cmです（上部90 cm×20 cmは演題番号，演題名，所属，

氏名，発表者の顔写真掲示スペースとし，下部90 cm×160 cmは本文，写真，図等のスペースとします）．
　　・演題番号は大会事務局で用意します．
　　・演題名，氏名，所属，発表者の顔写真はご自身でご用意ください．なお，下段には演題名，氏名，所属を

英文併記してください．
　　・発表者の名前の前には○印をつけてください．

５．表彰について
　　ポスター発表において優秀な発表には「公益社団法人日本口腔インプラント学会　デンツプライ賞」が授与

されます．受賞者の発表は 9 月23日（水・祝）午後，総合受付付近の掲示板にて発表いたします．受賞者は
次回大会にご出席ください（交通費は支給されません）．
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ポスター発表の方々へのご案内
2） PCセンターについて

　　（1）発表の 1 時間前までに各発表施設にあるPCセンターに発表のデータかご自身のPCをお持ちになり，受
付・試写をしてください．PCセンターの場所・受付時間については下記をご確認ください．

　　（2） PCセンターには会場内のシステムと同一のものを用意いたします（原則としてPCセンターでの受付時
や講演会場内PCデスクでのデータ修正はお断りします）．

　　（3） ご自身のデータ内容確認の他，遠隔操作の動作確認および映像の外部出力を行います（問題発生の場合
は係員にお声掛けください）．

　※PCをご持参される方
　　・Macintoshご利用の場合はご自身のノートパソコンをお持ち込みください．
　　・バッテリー切れ防止のため，電源（AC）アダプターを必ずご持参ください．
　　・画面の解像度は XGA（1024×768）推奨です．このサイズより大きいまたは小さい場合，画像が鮮明に出ない

ことがあります．
　　・ご自身のPCの外部モニターに出力端子の形状を必ず確認し，必要な場合は接続用の外部出力変換アダプ

ターを必ずご持参ください．接続はMiniD-sub15 ピン3列コネクター（通常のモニター端子）あるいは
HDMIです．専用の変換アダプターが必要な場合はご持参ください．

　　　※ HDMI出力のPCにMiniD-sub15 ピンのコネクターは不要です．そのまま接続いたします．
　　・万一のトラブルに備え，ご自身のPCに保存されている重要なデータはバックアップをお取りくださ

い．また，発表データのバックアップデータをUSBフラッシュメモリまたはCD-Rに保存してご持参くだ
さい（MO/フロッピーディスクは不可）．

　　・発表中にスクリーンセーバーに切り替わったり省電力機能で電源が切れたりしないよう，PC本体はサス
ペンドモード（スリープ，省エネ設定）やスクリーンセーバーが作動しないよう設定をお願いいたします．

3） 口演発表について
　　（1） 発表時間
　　　　シンポジウム・その他指定講演：個別にご案内しております時間でご講演ください
　　　　優秀研究発表　　　　　　発表10分　　　質疑応答 5 分
　　　　一般口演　　　　　　　　発表 7 分　　　質疑応答 3 分
　　　　歯科衛生士セッション　　発表 7 分　　　質疑応答 3 分
　　　　・発表の15分前までに発表会場前方右手の次演者席へお越しください．
　　　　・演台上にモニター・マウス・キーパッド・レーザーポインターを設置いたしますので，操作は演台上

にてご自身で行ってください．
　　　　・発表と同時に演台上の時間表示が始まり，緑ランプが付きます．終了時に赤ランプでお知らせします

ので，時間厳守をお願いいたします．

4） 質疑応答について
　　（1） 質問は座長の指示に従い，所定のマイクで所属・氏名を明らかにして，要領よく簡潔に発言してください．
　　（2） 時間節約のため，発言される方は予めマイクの近くにお越しください．

３．表彰について
　　優秀研究発表の「優秀研究発表賞」は総合受付（ホテルグランヴィア岡山  1階ロビー・NHK岡山放送局／

ひかりの広場）付近の掲示板において 9 月22日（火・祝）午後に発表します．
　　歯科衛生士セッションにおいて優秀な発表には「公益社団法人日本口腔インプラント学会　ヒューフレディ

賞」が授与されます．受賞者の発表は 9 月23日（水・祝）午後，総合受付付近の掲示板にて行います．受賞
者は次回大会にご出席ください（交通費は支給されません）． 

PCセンター

PCセンター①

PCセンター②

PCセンター③

PCセンター④

場所 9月21日
（月・祝）

9月22日
（火・祝）

9月23日
（水・祝）

14：00
〜

18：00

8：00
〜

17：40

7：30
〜

15：00

8：00
〜

14：30

岡山シンフォニーホール　3階
エントランスロビー
ホテルグランヴィア岡山　3階
トパーズ
岡山コンベンションセンター　2階
ロビー
岡山シティミュージアム　5階
第10会場（常設展示室）前

発表会場

第 1 会場
※9月21日（月・祝）のみ

第 2・3・4 会場

第 5・6・7・8・9 会場

第10会場

１．ポスター受付について
　　セッション開始の15分前までにポスター会場（岡山シティミュージアム  4階  企画展示室）前のポスター受

付にお越しください．

２．掲示・撤去時間
　　掲示： 9 月22日（火・祝） 9：00～10：00
　　　　　 9 月23日（水・祝） 9：00～10：00
　　撤去： 9 月22日（火・祝）17：00～17：20
　　　　　 9 月23日（水・祝）14：50～15：10
　　・ポスターの貼付けは，掲示時間内にご自身でお願いします．
　　・ピンは各ポスターパネルにご用意しております．
　　・ポスターは各日貼替えとなります．撤去時間を過ぎているポスターにつきましては，学術大会事務局にて

撤去，処分いたしますのでご了承ください．

３．発表時間
　　発表： 9 月22日（火・祝）13：30～14：10（P-1-1～P-1-54）
　　　　　 9 月23日（水・祝）13：30～14：10（P-2-1～P-2-48）
　　ポスター発表　発表 4 分　質疑応答 2 分
　　・発表者はリボンを必ずお着けください．
　　・発表者は10分前までにご自身のポスター前に待機してください．
　　・セッションは，9 月22日（火・祝）11セッション，23日（水・祝）10セッションの同時スタートとします．

４．発表方法
　　・ポスター掲示可能面サイズは，幅90 cm×高さ180 cmです（上部90 cm×20 cmは演題番号，演題名，所属，

氏名，発表者の顔写真掲示スペースとし，下部90 cm×160 cmは本文，写真，図等のスペースとします）．
　　・演題番号は大会事務局で用意します．
　　・演題名，氏名，所属，発表者の顔写真はご自身でご用意ください．なお，下段には演題名，氏名，所属を

英文併記してください．
　　・発表者の名前の前には○印をつけてください．

５．表彰について
　　ポスター発表において優秀な発表には「公益社団法人日本口腔インプラント学会　デンツプライ賞」が授与

されます．受賞者の発表は 9 月23日（水・祝）午後，総合受付付近の掲示板にて発表いたします．受賞者は
次回大会にご出席ください（交通費は支給されません）．


