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お知らせとお願い
Ⅰ．学術集会参加の皆様へ
　受付開始：2017 年４月 27 日（木）   8:00 ～ 18:00
　　　　　　　　　　　 28 日（金）   8:00 ～ 16:00
　事前参加登録の方：	事前に参加証、プログラム・抄録集を送付いたします。
　　　　　　　　　　当日はお忘れなくご持参いただき、会場内では参加証をご着用ください。
　　　　　　　　　　当日参加受付にお越しいただく必要はございません。
　当日参加登録の方： 参加登録受付（１F　サブホールホワイエ）で参加費 一般 15,000 円、外国人留学生・

医歯学部学生（※ 1）・メディカルスタッフ 5,000 円（要証明書）を納入いただき、参加証、
プログラム・抄録集をお受け取りください。

　教育研修会：3,000 円（事前登録制ですが、空席がある場合は、当日先着順で申し込みを受付いたします。）
　参加証：会場内では必ずご記入の上、着用してください。未着用の方の入場はお断りいたします。
　プログラム・抄録集：追加でご入用の場合は 3,000 円でご購入いただけます。
　　　　※１　 歯学部・歯科大学および医学部・医科大学に在学中の学部学生、歯科衛生士専門学校・看護

師養成学校に在学中の学生で、大学院生は含みません。

Ⅱ．会場
　ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）
　住所：〒 790-0843　松山市道後町 2 丁目 5 番１号

　総合受付：１F　サブホールホワイエ
　P C 受付 ：１F　サブホールホワイエ
　クローク：１F　展示コーナー
　企業展示：１F　展示コーナー
　書籍展示：２F　ロビー
　ドリンクコーナー：１F　展示コーナー
　Ａ会場　：１F　サブホール
　Ｂ会場　：２F　真珠の間 A
　Ｃ会場　：２F　真珠の間 B
　Ｄ会場　：３F　第６会議室
　Ｅ会場　：３F　第８会議室
　Ｆ会場　：３F　第５・７会議室
　ポスター会場：１F　多目的室
　※ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）では全館で無料 Wi-Fi がご利用できます。
　※  お手持ちのスマートフォン、タブレットにて、第 71 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会ホームページ

（http://convention-w.jp/jss71/）より抄録集（PDF）をダウンロードすることで、スマートフォン、タブレッ
トで抄録集をご覧いただけます。
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Ⅲ．発表者の皆様へ

―重要なお知らせ―
事後抄録の登録を下記期間内に本学会のホームページからお願いいたします。

期間内に抄録の登録がない場合には、登録時の抄録を使用いたしますので予めご了承ください。

登録期間：４月 24日（月）～	５月 31日（水）

１．発表者の資格
 １） 発表者、共同演者とも日本口腔科学会会員に限ります。非会員の方は、事前に入会手続きをお済ませく

ださい。
　　 連絡先：〒 135-0033　東京都江東区深川 2-4 -11
　　　　　　  一ツ橋印刷株式会社　学会事務センター内
　　　　　　  NPO 法人日本口腔科学会事務局
　　　　　　  TEL：03-5620-1953　 FAX：03-5620-1960
 ２）入会金ならびに年会費の送金先は次のとおりです。
　　 銀行振込：三井住友銀行深川支店（普）3748923
　　 　　　　　特定非営利活動法人　日本口腔科学会
　　 郵便振替：00180-9-630158
　　 特定非営利活動法人　日本口腔科学会

２．口演発表される方へ
１）次演者、次々演者の方は、所定の席（次演者席）でお待ちください。
２）一般口演の発表時間は６分、質疑応答は４分です。演者は時間を厳守し、座長の指示に従ってください。
　　発表日時はプログラムでご確認ください。
３）会場で使用する PC の仕様
　　　（1）OS：Windows ７
　　　（2）ソフト：Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013/2016 を準備しております。
　　　（3）発表者ツールの使用は禁止とさせていただきます。
４）発表データ
　　 単写、CD-R または USB メモリー持ち込みによる発表といたします。USB メモリーに保存したデータが、

他の PC でも読み込めることを事前にご確認ください。特別な場合以外、ご自身でお持込の PC はご利
用できませんのでご注意ください。スライドの枚数制限はありませんが、時間厳守でお願いします。

　　 Mac ユーザーの方は念のためご自身のノート PC と D-sub15 ピンケーブルと接続できる形状に変換する
コネクタをご持参ください。また、当日 PC センターでの混乱を避けるため、あらかじめ Windows で修
正ならびに確認をお願いいたします。

　　動画データをご使用の場合も念のためご自身のノート PC をご持参ください。
　　 ノート PC をお持ち込みの場合、AC アダプターを必ずご用意ください。会場でご用意する映像ケーブル

は D-sub15 ピンケーブルです。映像出力端子が特殊な形状の場合は D-sub15 ピンケーブルと接続できる
形状に変換するコネクタをご自身でご用意ください。

　　また、スクリーンセーバー、省電力設定、パスワードはあらかじめ解除しておいてください。
　　 発表データ受付時に確認させていただき、設定が解除されていない場合は設定を変更させていただく場

合がありますので、ご了承ください。
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　　 パスワードの設定が解除されていない場合は、パスワードロック時にお呼び出しをする場合がございます。
　　フォントは文字化けを防ぐため、次に記す Microsoft 社の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】Times、Times New Roman、Arial
　　発表データのファイル名は「演題番号（半角）、発表者氏名（フルネーム）.ppt（.pptx）」としてください。
　　お預かりした発表データは、学会終了時に事務局で責任をもって消去させていただきます。
 ５）PC 受付
　 　 発表の 30 分前までに PC 受付（１F　サブホールホワイエ）にて受付をお済ませください。受付後、発

表の 15 分前までに口演会場内の次演者席にて待機してください。
　　 ４月 28 日（金）の演題は前日（４月 27 日（木））の午後からも受付いたします。

３．ポスター発表される方へ
　１） ポスター発表はパネルに演題番号を掲示してありますので、ご自身の番号をご確認の上、指定のパネ

ルに貼付してください。
　２）ポスター貼付
　　　　貼付時間：４月 27 日（木）９:00 ～ 10:30
　　　　　　　　　　　 28 日（金）９:00 ～ 10:30
　　　　質疑時間：４月 27 日（木）13:40 ～ 14:40
　　　　　　　　　　　 28 日（金）14:40 ～ 15:40
　　　　撤去時間：４月 27 日（木）18:00 ～ 19:00
　　　　　　　　　　　 28 日（金）16:00 ～ 17:00
　　　 撤去時間終了後も掲示されているポスターは事務局

で処分しますのでご了承ください。
　３） 幅 70 × 20cm の上部スペースに演者の演題名、所属、

発表者（演者に○）を幅 90 × 160cm のスペースに
本文等を掲示してください。

　　　演題番号は事務局にて準備します。
　　　 なお、示説発表者は配布資料（A 3 判ないしA 4 判に

縮小したポスターあるいは発表内容をまとめたも
の）30部を必ずご用意ください。

　４）要旨口頭発表は３分、質疑応答は２分となっています。
　５）ポスター賞・若手優秀ポスター賞
　　　 本学術集会では学会賞選考対象に応募されたポス

ター発表の中より、優れた発表に対しポスター賞・
若手優秀ポスター賞が授与されます。４月 28 日（金）
14:00 頃に発表（受賞ポスターにリボンを貼付する
とともに、総合受付に受賞者名を掲示）します。

　　　 授賞式は、16:40 に A 会場にて行いますので、受賞
者は会場にご集合ください。

演題
番号

演題名・氏名・所属

発表内容貼付スペース

この部分には
貼らないでください。

(W70×H20cm)

(W90×H160cm)

70cm20cm

20cm

160cm 210cm

90cm

30cm
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Ⅳ．理事会、評議員会、総会
　１）理事会　　　４月 26 日（水）13:30 ～ 15:30　　D 会場（３F　第６会議室）
　２）評議員会　　４月 26 日（水）15:30 ～ 17:00　　C 会場（２F　真珠の間 B）
　３）総会　　　　４月 28 日（金）13:20 ～ 14:20　　A 会場（１F　サブホール）

Ⅴ．教育研修会
　日本口腔科学会員を対象とした教育研修会を開催いたします。
　日時：４月 27 日（木）　15:30 ～ 17:45
　会場：B 会場（２F　真珠の間 A）
　主題：「口腔科学における研究の進め方」
　受講料：3,000 円
　参加申し込み：事前参加登録制ですが、空席がある場合は、当日、先着順で申し込みを受け付けます。
　※ 本教育研修会の参加者には、日本口腔外科学会専門医等の申請要件、資格更新に必要な単位として５単

位が付与されます。受講修了証書は全ての講演を受講された方に対して、研修会終了後に交付いたします。

Ⅵ．ランチョンセミナー
　お弁当整理券を、開催当日総合受付（１F　サブホールホワイエ）付近にて配布いたします。
　配布時間：４月 27 日（木）　8:30 ～ 11:00
　　　　　　４月 28 日（金）　8:00 ～ 11:00
　※お１人様１枚の配布となります。

Ⅶ．企業展示・書籍展示
　日時：４月 27 日（木）9:00 ～ 18:00
　　　　４月 28 日（金）8:30 ～ 16:00
　会場：１F　展示コーナー（企業展示）
　　　　２F　ロビー（書籍展示）

Ⅷ．クローク
　日時：４月 27 日（木）8:00 ～ 18:00
　　　　４月 28 日（金）8:00 ～ 17:00
　場所：１F　展示コーナー


