第 23 回静岡健康・長寿学術フォーラム

「ポスターセッション」参加者募集要項
第 23 回静岡健康・長寿学術フォーラムの「ポスターセッション」におけるポスター発表の演題を募集します。
下記によりご応募ください。
【ポスターセッションの概要】
会

場

：静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」10 階 1001 会議室
（静岡市駿河区東静岡二丁目３番１号）

発表日

：平成 30 年 11 月 16 日（金） 11:40～13:10

テーマ

：健康長寿科学、薬物作用、薬食融合研究、薬食相互作用、食の安全・安心、高次機能性食品の開発、
食品未利用資源の活用、生活習慣病予防、テーラーメイド型食品選択・医薬品利用、医工連携（メ
ディカルエンジニアリング）
、光先端医療、スポーツ科学、こころのケア、生活デザイン、病院経営、
防災ケア等、健康・長寿に関すること

募集対象：学生及び大学、研究機関、企業等の研究者
表 彰 ：学生及び 35 歳以下の発表については、当日開催される交流会において、優秀なポスター演題に対す
る表彰（賞状および副賞の贈呈）を実施いたします。
参加費 ：無料（交流会にご参加の場合は、交流会参加費として、一般 2,000 円、学生 500 円(発表学生各 1 名
を除く。
）を申し受けます。)
【申込方法】
ポスターセッション申込用紙 に必要事項を記入し、ポスター発表要旨と一緒に、 E-mail 添付で
下記の提出先まで送付してください。
＊フォーラムのホームページ（http://www.shizuoka-forum.jp/）からも応募できます。
ホームページから応募される場合は、下記提出先まで別途ポスター発表要旨を送付してください。
申込期限：

平成 30 年 10 月５日（金 ）正午

【ポスター発表要旨作成・提出要領】
１

要旨は、原則として英文で、Microsoft Word 文書（または互換）ファイルとして作成してください。

２

用紙サイズはＡ４とし、余白を左右 25.0 mm、上下 30.0 mm に設定してください。

３

フォントは以下の指定に従って作成してください。
※SAMPLE に上書き入力しても構いません。（フォーラムの HP からダウンロードしてください。）
・タイトル：フォントは Times New Roman あるいは同等のものとし、太字の 14 ポイントで中央揃え
学生ならびに若手研究者（おおむね 35 歳以下）で、ポスター賞の対象となることを希望する
場合は、末尾に(*)マークを付してください。
・氏

名：フォントは Times New Roman あるいは同等のものとし、太字の 12 ポイントで
中央揃え（連名での発表の場合は、発表者に下線を付してください）

・所

属：フォントは Times New Roman あるいは同等のものとし、イタリックの 10.5 ポイントで中央揃え

・本

文：フォントは Times New Roman あるいは同等のものとし、11 ポイントで両端揃え

４

要旨文字数は、Ａ４サイズ１枚（300 words 程度、図表等の挿入可）としてください。

５

その他（注意事項）
・図表の挿入については、英文で作成し、文書内に挿入（ペースト）した状態でご提出ください。ただし印刷
は白黒（グレースケール）となりますので、カラー図版を使われる場合にはご注意ください。

・提出された要旨は、そのままの形で印刷・製本されます。校正する機会がございませんので、タイプミス等
のないようにご注意ください。
・イタリックや上付き・下付き文字を使用できます。
・Ⅰ、Ⅱや①など、文字化けの可能性がある機種固有文字のご使用はお控えください。
【ポスター作成・発表要領】
＊ポスター作成について
・作成言語 … 原則として英語で作成してください。
（研究内容を示すのに日本語の方がふさわしい場合は、日本語でも構いません）。
・作成サイズ …幅 90cm×高さ 120cm 以内（ポスターパネル面は幅 90 cm×高さ 180 cm）
・演題名・所属・演者名は幅 70cm×高さ 15cm 以内で用意してください。（任意形式）
・ポスターパネルの上隅にポスター演題番号を表示します。
・各発表者の演題番号は要旨集に掲載します。
演題番号

演題名・所属・氏名

パネル高さ

ポスター面
120cm

180cm

m

90cm

パネル幅 90cm

＊ポスターの掲示・発表等について
・掲示 … 11 日 16 日（金）11:00〜11：30
※会場入口に受付を設置します。受付で名札・要旨集をお受け取りください。
※ポスター貼り付けに必要なピン等は、会場内に用意します。
・発表・討論 … 11 日 16 日（金）11：45〜13：10 (＊各部門Ａ・Ｂグループにより進行)
Ａ：11:45～12:20

Ｂ：12:20～12:55

採点・投票：12:55～13:10

※ポスター番号によりグループ分け Ａ：奇数番号

Ｂ:偶数番号

※Ａグループは 11:45～12:20 の間、Ｂグループは 12:20～12:55 の間、
発表者はポスター前で待機してください。
・撤去 … 11 日 16 日（金）ポスターセッション終了後
※ポスターの撤去は、各自の責任で行ってください。
撤去されていないポスターは、事務局で廃棄しますので、あらかじめご了承
ください。
・交流会 … 11 日 16 日（金）17：00〜18：30

（
「グランシップ」９階

910 会議室）

提出先・問合せ先
〒422-8526 静岡県静岡市駿河区谷田 52-1
静岡健康・長寿学術フォーラム実行委員会事務局（静岡県立大学事務局 広報・企画室内）
「静岡健康・長寿学術フォーラム ポスターセッション受付係」
電話: 054-264-5156 FAX: 054-264-5157

E-mail：health_and_longevity@shizuoka-forum.jp

第 23 回 静岡健康・長寿学術フォーラム「ポスターセッション」申込用紙
（英文）

発表タイトル
（和文）

（和文）

発表者氏名
（年齢）
（英文）
（

才）

電話番号：

発表者連絡先
E-mail

：

所属
（学校、学部、学科、
講座名 等）
種別（ 教員

・ 大学院生 ・ 大学生（高専を含む）

※種別については、該当する
ものに○をつけてください。

・

分類

医学系

薬学系

食品栄養系

人文系

教育系

スポーツ科学系

該当するものに○をつけて
ください。その他は具体的
に記入してください。

研究者

・ 臨床従事者 ・

※参加するセッションに〇
をつけてください。

情報・工学系

その他（

農学系
）

11 月 16 日（金）

参加セッション（ポスター
セッションを除く）

その他）

学術セッションⅠ

11 月 17 日（土）
静岡の未来を拓く「高校生
及び大学生の活動報告」
学術セッションⅡ

シンポジウム
（静岡県の同時開
催事業）

ランチョンセミナー

交流会

県民フォーラム

学術セッションⅢ

必要事項を記入の上、 平成 30 年 10 月５日（金）正午までに、ポスター発表要旨と一緒に、
下記あてに E-mail で送付してください。
提出先 「静岡健康・長寿学術フォーラム

ポスターセッション受付係」

E-mail：health_and_longevity@shizuoka-forum.jp
※この様式は、フォーラムホームページから直接、申し込みが可能です。
※事務局使用欄
受付日：

月

日

ポスターNo :

グループ：

