
　

　座長・演者へのご案内 －指定講演、受賞講演、YIA、一般演題（口演）－

演者の方へ
1 ．  指定演題の演者一人の発表時間は事前にご案内いたしました通りです。指定された時間内での発

表をお願いいたします。
2 ．一般演題（口演）、YIA候補講演の発表時間は下記の通りです。

YIA 一般口演 Featured Research Session

日本血管生物医学会 発表10分/質疑5分 発表7分/質疑3分 ―

日本心血管内分泌代謝学会 発表10分/質疑5分 発表7分/質疑3分 ―

国際心臓研究学会日本部会 発表10分/質疑5分 発表7分/質疑3分 発表10分/質疑5分

3 ．発表は、PCプレゼンテーションのみといたします。
4 ．  セッション開始30分前までにPC受付（神戸国際会議場　3F　ホワイエ）にて発表データの受付

をお済ませください。

PC発表データ作成についてのお願い
1 ．  プレゼンテーション作成ソフトは、Windows版PowerPoint（バージョン2010/2013/2016）を使

用してください。文字フォントは、Windows標準のものをご使用ください。これ以外の文字フォ
ントを使用した場合は、文字、段落のくずれ、文字化け、表示されないなどのトラブルが発生す
る可能性があります。

2 ．  解像度は、XGA（1024×768）です。解像度がこれより大きい場合は、画面の周囲が切れてしま
うことがありますので、ご注意ください。

3 ．  お持ち込みいただけるメディアは、CD-R（CD-RW不可）もしくはUSBフラッシュメモリです。
4 ．  CD-Rへの書き込みの際は、ファイナライズ（使用したファイルを閉じる）作業を必ず行ってく

ださい。この作業が行われなかった場合は、データを作成したPC以外で開くことができなくなる
ことがあります。あらかじめ、CD-Rを作成したPC以外でもデータをひらくことができることを
ご確認ください。

5 ．  メディアには、当日発表されるデータ以外のデータは入れないようにしてください。
　　データのファイル名には、演題番号（半角）に続き、発表者の氏名（漢字）を必ず入れてください。
6 ．  不意のアクシデントに備え、必ずバックアップデータをご持参ください。PCに取り込んだ発表

データは、学会で責任をもって消去いたします。
7 ．  ご自身のPCをお持ち込みされる場合は、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、接続用の端子をご持参ください。接続は、D-sub15ピン及びHDMIとなります。また
スクリーンセーバー、省電力設定、ログインパスワード等をあらかじめ解除しておいていただき
ますよう、お願いいたします

8 ．Macintoshでプレゼンテーションデータを作成される方は、ご自身のPCをお持ち込みください。
9 ．  セッションの進行に影響が出るため、「発表者ツール」は使用できません。発表原稿が必要な方は

あらかじめプリントアウトをお持ちください。
10．すべてのセッションのご発表時に必ず利益相反（COI）に関するスライドを提示してください。
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発表言語/発表データ
1 ．指定演題については事前にご案内いたしました通りです。
2 ．  第27回日本血管生物医学会学術集会の一般演題（口演）、YIA候補講演の発表言語は「日本語」、

発表データは「日本語又は英語」です。
3 ．  第23回日本心血管内分泌代謝学会学術総会一般演題（口演）の発表言語／発表データは「日本

語」です。
4 ．第36回国際心臓研究学会日本部会は下記の通りです。

YIA Featured Research Session Oral Session

発表言語 英語 英語　または　日本語 英語　または　日本語

発表データ 英語 英語 英語

座長の方へ
1 ．  ご担当セッション開始の15分前までに会場内の次座長席にご着席ください。
2 ．  各セッションの進行は座長に一任いたします。限られた時間内で発表が円滑に進むよう、ご配慮

ください。
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　Information for Chairpersons and Speakers (Oral Presentations)

For Presenters
1. Presentation Time
 Invited Lectures: as informed in advance.
 YIA, Oral Session and Featured Research Session: as listed below.

YIA Oral Featured Research Session

JVBMO Presentation 10 min
Discussion 5 min

Presentation 7 min
Discussion 3 min ―

CVEM Presentation 10 min
Discussion 5 min

Presentation 7 min
Discussion 3 min ―

ISHR Presentation 10 min
Discussion 5 min

Presentation 7 min
Discussion 3 min

Presentation 10 min
Discussion 5 min

2. Only computer presentations will be provided in the sessions.
3.   Please be sure to register your data at the PC Preview Desk (Lobby on the 3F of KICC) at least 

30 minutes prior to your presentation.

Preparation Method of Presentation Data
1.  MS PowerPoint (Windows ver. 2007/2010)
 - Please use the Windows standard fonts.
2. Resolution is XGA (1,024 ×768)
 - Using of higher resolution may result in various projection trouble.
3.   Please bring your back-up data with you for data trouble. The data installed to the congress-

provided PC will be completely deleted by the secretariat after the congress.
4. Please put ‘Abstract Code’ and ‘Your Name’ at the beginning of your filename.
5.   Please bring your presentation data with either USB flash memory or CD-ROM. You will be 

asked to preview it at the PC Preview Desk.
6.   If you bring your own PC, please make sure to confirm shape of output terminal and bring 

terminal for connection if necessary and please turn off functions of screen saver, energy saver 
and pass-word lock. D-sub15 pin 3 row connecter (normal monitor terminal) will be used for 
connection.

7. When the presentation data is prepared in Macintosh, please bring your own PC. 
8.   If there is any COI, the oral presenter should use the disclosure slide to present COI after the title 

slide, in order to clarify the name of companies and/or associations in question.
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Presentation Language and Data
1. Invited Lectures: as informed in advance.
2.   Presentation language for JVBMO is ‘Japanese’. 

Presentation data for JVBMO is ‘English or Japanese’.
3. Presentation language and data for CVEM is ‘Japanese’.
4. ISHR Presentation language and data: as listed below.

YIA Featured Research Session Oral Session

Presentation Language English English or Japanese English or Japanese

Presentation Data English English English

For Chairpersons
1.   Please be seated at ‘Next Chairperson’s Seat’ in the front row in the session room at least 15 

minutes prior to your session.
2. Please start and end your session at the appointed time. Punctuality is appreciated.
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　座長・演者へのご案内 －一般演題（ポスター）－

ポスターの掲示・撤去について
右図参照の上、指定の場所にポスターを貼付してください。
画鋲は会場内に用意してあります。
・パネルの大きさは、縦210 cm×横90 cmです。
・上部に演題名、演者名、所属を縦20 cm×横70 cmサイズで表記
してください（演題番号は運営事務局で用意します）。

＜ポスター貼付時間＞
12月14日（土）　9：00～14：00

＜ポスター発表時間＞

日程 会場 演題番号

日本心血管内分泌 
代謝学会

12月14日（土）14：00-15：00

ポスター会場1 
（3F レセプションホール）

P1-CV-1～6、P2-CV-1～6、
P3-CV-1～5、P4-CV-1～7、
P5-CV-1～7

12月15日（日）14：15-15：15
P6-CV-1～6、P7-CV-1～6、
P8-CV-1～7、P9-CV-1～7、
P10-CV-1～7

国際心臓研究学会 
日本部会

12月14日（土）14：00-15：00
P1-IS-1～4、P2-IS-1～4、
P3-IS-1～4、P4-IS-1～4

12月15日（日）14：15-15：15
P5-IS-1～4、P6-IS-1～4、
P7-IS-1～3

日本血管生物医学会
12月14日（土）14：00-15：00 ポスター会場2 

（5F ラウンジ）
P1-JV-1～9、P2-JV-1～8

12月15日（日）14：15-15：21 P3-JV-1～10、P4-JV-1～11

＜ポスター撤去時間＞
ポスター会場1　12月15日（日）　15：15～15：45
ポスター会場2　12月15日（日）　15：21～15：45
※上記時間を過ぎても掲示されているポスターは、運営事務局にて撤去・破棄いたします。

ポスター討論について
発表の持ち時間は下記の通りです。各セッションの座長の指示に従って実施してください。
発表時間の5分前にはご自身のポスター前で待機してください。

時間
日本血管生物医学会 発表4分/質疑2分

日本心血管内分泌代謝学会 発表5分/質疑3分
国際心臓研究学会日本部会 発表5分/質疑3分

使用言語について（ポスター作成・発表）
ポスター作成 発表

日本血管生物医学会 英語　または　日本語 日本語
日本心血管内分泌代謝学会 日本語 日本語
国際心臓研究学会日本部会 英語 英語　または　日本語

●演題番号
●演題名
●所属
●発表者名

掲示スペース

※演題番号は予め貼付してあります。

70cm20cm

20cm

190cm
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利益相反（COI）開示について
すべての演題のご発表時に必ず利益相反（COI）に関する記載を、ポスターボード右下方に入れてく
ださい。詳細は大会ホームページでご確認ください。

ポスターセッション座長の方へ
活発な討論が行われますよう、積極的な進行をお願いいたします。
プログラムの指定時間を厳守してください。
討論開始の15分前までに、座長受付（3F　ロビー）までお越しください。
発表時間の5分前にはご自身のポスター前で待機してください。
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　Information for Chairpersons and Speakers (Poster Presentations)

Poster Mounting, Discussion and Removal
The secretariat will prepare a panel with your poster number.
Pins will be provided along with the board.
- 　A panel is H210 cm × W90 cm.
- 　  Please prepare a slip with title, name(s) of author(s), and 

affiliation(s) with the size of H20 cm × W70 cm.

[Mounting Date/Time]
December 14th (Sat.)　9:00～14:00

[Discussion Date/Time]

Date Venue Number

CVEM

December 14th (Sat.) 14:00-15:00

Poster Room 1 
(3F Reception Hall)

P1-CV-1～6、P2-CV-1～6、
P3-CV-1～5、P4-CV-1～7、
P5-CV-1～7

December 15th (Sun.) 14:15-15:15
P6-CV-1～6、P7-CV-1～6、
P8-CV-1～7、P9-CV-1～7、
P10-CV-1～7

ISHR
December 14th (Sat.) 14:00-15:00

P1-IS-1～4、P2-IS-1～4、
P3-IS-1～4、P4-IS-1～4

December 15th (Sun.) 14:15-15:15
P5-IS-1～4、P6-IS-1～4、
P7-IS-1～3

JVBMO
December 14th (Sat.) 14:00-15:00 Poster Room 2 

(5F Lounge)
P1-JV-1～9、P2-JV-1～8

December 15th (Sun.) 14:15-15:21 P3-JV-1～10、P4-JV-1～11

[Removal Date/Time]
Poster Room 1　December 15th (Sun.)　15:15～15:45
Poster Room 2　December 15th (Sun.)　15:21～15:45

Poster Discussion
Presentation Time is as listed below.
You are requested to be ready in front of your poster at least 5min. prior to your presentation.

Time
JVBMO Presentation 4 min / QA 2 min
CVEM Presentation 5 min / QA 3 min
ISHR Presentation 5 min / QA 3 min

Language (Preparing Poster / Presentation)
Preparing Poster Presentation

JVBMO English or Japanese Japanese
CVEM Japanese Japanese
ISHR English English or Japanese

No. Presentation Title
Name(s) of Author(s), and Affiliation(s)

Poster Mounting Area

70cm20cm

20cm

190cm
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Conflict of Interest Disclosure
If there is any COI, the poster presenter should use the disclosure format for the last of the 
presentation page, in order to clarify the names of companies and/or associations in question.
For details, please refer to the official website.

For Chairpersons
1.   Please come to the ‘Chairperson’s Check-in’ at the Lobby on the 3F of KICC 15 minutes prior to 

your session and be ready in the poster session room at least 5 minutes prior to your session.
2. Please start and end your session at the appointed time. Punctuality is appreciated.
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