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■座長・口頭発表者の方へ 
 

１）一般演題では１演題あたり講演時間 10 分、討論時間 5 分、学生・若手セッションでは、１演題

あたり講演時間 7 分、討論時間 3 分を設けております。終了１分前に予鈴合図いたします。 
２） 講演、シンポジウム、ワークショップの講演時間・討論時間に関しましては、別途ご連絡いた

します。 
３） 次演者は、発表の 15 分前までに次演者席にご着席ください。 

次座長の方はセッション開始 15 分前には、次座長席にご着席ください。 
４）発表される方は、講演会場内左手前方にございます演台にて、下記要領に従って発表データをご準

備の上、ご発表ください。PC 受付はございません。 
 
■口頭発表について 
 

＜Windows でのご発表の場合＞ 
 ・PC 本体の持込 
 ・USB フラッシュメモリーの持込 
＜Macintosh でのご発表の場合＞ 

・PC 本体の持込 
 
【USB フラッシュメモリーの持込】 
１） 発表は、原則として PC の PowerPoint での発表といたします。 
２） PC の OS は Windows7、MS-Office は 2013 を用意しております。作成された PowerPoint の

バージョンが 2013 以外（2010，2007，2003）ですと、文字化け、改行ずれなどが生じる場合

がありますのでご注意ください。 
３） 作成した PowerPoint のファイルを USB フラッシュメモリーにてご持参ください。USB フラ

ッシュメモリーは事前にウィルスチェックをお願いいたします。 
４） フォントは OS 標準のもので作成ください。 

例）Century、Century Gothic、Times New Roman、MS 明朝、MS ゴシック 
５） ご発表データ内に動画がある場合はご自身のパソコンをご持参ください。 
６） スライドショーの頭出し、スライド送りは発表壇上のパソコンにて発表者が操作してください。ア

ニメーションについても発表者が操作してください。 
７）受付けましたファイルは、学会終了後すべて破棄いたします。 
 

【PC 本体の持込】 

１）外部出力ができる PC をご持参ください。 
２）会場に用意するケーブルコネクタの形状は、HDMI もしくはミニ D-sub 15pin です。 
３）変換プラグ等が必要な場合、付属アダプターは各自でご用意ください。 
４）必ず AC アダプター（電源コード）をご持参ください。 
５）念のため、バックアップデータを必ずお持ちください。 
  

座長・発表者の方へ 
座長・発表者の方へ ■ポスター発表者の方へ 

 

１）ポスターの掲示は、北里大学獣医学部Ｂ棟１階「ポスター・

展示会場」で行います。 
２）ポスターの掲示期間は会期中の 2 日間です。ポスターの受

付は不要ですが、ポスター掲示は 9 月 4 日（月）10:00 ま

でにお願いいたします。 
３）演題番号(横 20 cm × 縦 20 cm) は事務局にて準備しま

す。演題番号の下に「演題名・演者名・所属」を記入した

ものを横 84～90 cm × 縦 20 cm の大きさで各自ご準備

ください。ポスター本体に演題名・演者名・所属を含めて

も結構です。演題番号以外の展示用パネルのスペースは、

横 90 cm × 縦 160 cm です。貼付用プッシュピン、演者

用リボンは発表パネルに貼付しております。 
４）ポスターセッション： 9 月 4 日（月）11:10 ～ 11:55 

発表者は決められた討論時間までにポスター会場にお越し

ください。討論時には演者用リボンを見えるところに着用

し、各自パネル前で待機してください。フリーディスカッ

ション形式で実施します。 
５）学生・若手優秀発表賞に応募した方のポスターは、応募者であることがわかるような表示をい

たします。 
６）ポスターの撤去は 9 月 5 日（火）に各自でお願いします。閉会式後に放置されているポスター

は主催者側にて処分いたしますのでご了承ください。 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
■学生・若手優秀発表賞 
 

１）本賞は、学生または企業、大学等の機関で研究活動を開始後、ある程度まとまった成果が得ら

れ、わかりやすい発表に努められた方に差し上げるものです。 
２）十分な討論を行えるよう応募者は口頭発表に加えてポスター発表も行っていただきます。 
３）受賞者の発表は懇親会で行います。応募者は懇親会に招待いたします。 
４）受賞者には賞状と副賞を進呈いたします。 
 
■年会賞 
 

１）すべての一般発表（口頭・ポスターを含む）の中で、最も優れた発表に対して年会賞を授与し

ます。 
２）受賞者の発表は学会 2 日目の最後に行います。 
３）受賞者には賞状と副賞を進呈いたします。 
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