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第59回日本熱帯医学会大会概要

1．大会長
 森田公一（長崎大学熱帯医学研究所　教授）

2．会　期
 2018年11月9日（金）（サテライト），10日（土），11日（日）

3．会　場
 長崎大学坂本キャンパス
 〒852-8523 長崎県長崎市坂本1丁目12－4

4．大会テーマ
 「熱帯地域のヘルスイノベーション」

5．事務局
 〒852-8523 長崎県長崎市坂本1丁目12－4
 長崎大学熱帯医学研究所
 TEL：095-819-8585　FAX：095-819-7830
 E-mail（学会専用）: tropmed59@tm.nagasaki-u.ac.jp

6．学会関連行事
� 〇理事会
 11月 9日（金）14:00－17:30　グローバルヘルス総合研究棟5階　中会議室
� 〇評議員会
 11月10日（土）12:30－13:30　医学部・記念講堂
� 〇総会
 11月10日（土）13:30－14:10　医学部・記念講堂
� 〇授賞式・受賞講演
 11月10日（土）14:10－15:25　医学部・記念講堂
� 〇懇親会
 11月10日（土）18:30－20:00　医学部・生協食堂

7．その他の関連イベント
� 〇市民公開講座「ウイルス感染症との闘い」
 講演者：パウェスカ・ヤニュシュ博士（南アフリカ共和国立伝染病研究所）
 11月 9日（金）17:30－19:00　良順会館2階　ボードインホール

� 〇サテライトイベント「SDGsセミナー」
 11月 9日（金）17:30－19:00　グローバルヘルス総合研究棟1階　大セミナー室



－4－

第59回日本熱帯医学会大会　プログラム委員・準備委員

プログラム委員長 ：橋　爪　真　弘 長崎大学熱帯医学研究所

プログラム委員 ：有　吉　紅　也 長崎大学熱帯医学研究所

 　奥　村　順　子 長崎大学熱帯医学研究所

 　金　子　　　修 長崎大学熱帯医学研究所

 　金　子　　　聰 長崎大学熱帯医学研究所

 　長谷部　　　太 長崎大学熱帯医学研究所

 　濱　野　真二郎 長崎大学熱帯医学研究所

 　平　山　謙　二 長崎大学熱帯医学研究所

 　皆　川　　　昇 長崎大学熱帯医学研究所

大　　会　　長 ：森　田　公　一 長崎大学熱帯医学研究所

 　安　田　二　朗 長崎大学熱帯医学研究所

 　山　本　太　郎 長崎大学熱帯医学研究所

 　吉田レイミント 長崎大学熱帯医学研究所

 　Laothavorn Juntra 長崎大学熱帯医学研究所

 　北　　　　　潔 長崎大学大学院 熱帯医学グローバルヘルス研究科

 　門　司　和　彦 長崎大学大学院 熱帯医学グローバルヘルス研究科

 　泉　川　公　一 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科

 　西　田　教　行 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科

 　森　内　浩　幸 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科

 　栁　原　克　紀 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科

 　由　井　克　之 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科

準　備　委　員 ：Moi Meng Ling 長崎大学熱帯医学研究所

 　井　上　真　吾 長崎大学熱帯医学研究所

 　城　臺　和　美 長崎大学熱帯医学研究所

 　谷　口　貴美子 長崎大学熱帯医学研究所

 　實　藤　英　子 長崎大学熱帯医学研究所
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大会日程表

●11月9日（金）

始 終
グローバルヘルス総合研究棟 良順会館

ポンペ会館
良順会館

1階　大セミナー室 5階　中会議室  2階　ボードインホール 1階　専斎ホール
14:00 17:30 理事会

17:30 19:00
サテライトイベント

SDGsセミナー 市民公開講座

●11月10日（土）
　※ 懇親会会場: 長崎大学医学部・生協レストラン

始 終
グローバルヘルス総合研究棟

記念講堂 ポンペ会館
良順会館

1階　大セミナー室 5階　中会議室 1階　専斎ホール
8:00 8:50 受付

ポスター貼付

8:50 9:00 開会式

9:00 10:00 Keynote Lecture

10:00 11:20 シンポジウム1

11:30 12:30 シンポジウム2

12:30 13:30 昼食 評議員会 昼食

13:30 14:10

熱帯医学研究会・
学生集会

総会

14:10 14:25 授賞式

14:25 14:45 熱帯医学会賞講演

14:45 15:05 相川正道賞講演

15:05 15:25 女性賞講演

15:35 16:55
ワークショップ1
臨床検討会

ワークショップ2
男女共同参画

17:00 18:30 学生集会 ポスターセッション1 ポスターセッション2

18:30 20:00 懇親会（長崎大学医学部・生協レストラン）

●11月11日（日）

始 終
グローバルヘルス総合研究棟

記念講堂 ポンペ会館
良順会館

1階　大セミナー室 5階　中会議室 1階　専斎ホール
9:00 10:20 シンポジウム3

10:30 11:50 シンポジウム4

11:50 12:50 昼食

ポスター撤去　～ 18：00までに

12:50 14:10 シンポジウム5

14:20 15:40 シンポジウム6

15:50 17:10 シンポジウム7

17:10 17:20 閉会式
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Congress Schedule

●Nov. 9 (Fri)

Start End
Global Health General Research Building Ryojun Auditorium 

Pompe Hall
Ryojun Auditorium

1F Main seminar room 5F Meeting room 2F Bauduin Hall 1F Sensai Hall
14:00 17:30 Board meeting

17:30 19:00
Satellite event 
SDGs seminar

Public Lecture

●Nov. 10 (Sat)
　※ Reception Party: Sakamoto Campus Coop Restaurant

Start End
Global Health General Research Building Commemoration 

Hall Pompe Hall
Ryojun Auditorium

1F Main seminar room 5F Meeting room 1F Sensai Hall
8:00 8:50 Registration

Poster set up

8:50 9:00
Opening 

Ceremony

9:00 10:00 Keynote Lecture

10:00 11:20 Symposium１
11:30 12:30 Symposium２

12:30 13:30 Lunch
Board Member 

Meeting
Lunch

13:30 14:10

Student Group 
Meeting

General Meeting

14:10 14:25

Award ceremony 
and lectures

14:25 14:45

14:45 15:05

15:05 15:25

15:35 16:55

Workshop１
Clinical 

Pathological 
Meeting

Workshop2
Diversity and 

Gender Equility

17:00 18:30
Student Group 

Meeting
Poster Presentaion 

1
Poster Presentaion 

2

18:30 20:00 Reception Party: Sakamoto Campus Coop Restaurant

●Nov. 11 (Sun)

Start End
Global Health General Research Building Commemoration 

Hall Pompe Hall
Ryojun Auditorium

1F Main seminar room 5F Meeting room 1F Sensai Hall
9:00 10:20 Symposium 3

10:30 11:50 Symposium 4

11:50 12:50 Lunch

Poster removal (by 18：00 pm)

12:50 14:10 Symposium 5

14:20 15:40 Symposium 6

15:50 17:10 Symposium 7

17:10 17:20 Closing Ceremony
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会場へのアクセス

長崎大学坂本キャンパス

●　長崎駅前から：
 1．長崎バス8番系統（医学部前経由）「下大橋」または「三川町」行きに乗り，「医学部前」下車，徒歩5分。
 2．路面電車「長崎駅前」→（赤迫行1，3番）→「原爆資料館」下車→徒歩15分。
 3．タクシーで約15分。

●　浦上駅前から：
 1．路面電車「浦上駅前」→（赤迫行1，3番）→「原爆資料館」下車→徒歩15分。
 2．徒歩20分。
 3．タクシーで約5分。

●　長崎空港から：
 1． リムジンバス（長崎方面：浦上経由もしくは出島経由）に乗り，浦上駅もしくは長崎駅前下車，その
後は上記1，2，3の何れかを選択。

 2．タクシーで約1時間。

医学部
大学病院

歯学部

浦上駅前

うらかみ

ながさき

長崎駅前
大波止

浜口町松山町

原爆
資料館平和公園

大橋至赤迫

浦上天主堂前
医学部前

公会堂前

市民会館

諏訪神社前
諏訪神社

至蛍茶屋

主要バス
路面電車
JR九州

中央橋

崇福寺入口 崇福寺

至茂木

新地
中華街 石橋

長崎大学坂本キャンパス
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Access

Sakamoto Campus, Nagasaki University

1-12-4 Sakamoto Nagasaki 852-8523

●　From JR Nagasaki Station
 1． Get on a bus (Nagasaki Bus, Line 8) at Nagasakieki-mae and get off at Igakubu-mae. 5 minutes walk from 

the bus stop.
 2． Get on a streetcar at Nagasakieki-mae -> (for Akasako, Line 1 or 3), and get off at Genbakushiryokan. 15 

minutes walk from the streetcar stop.
 3． TAXI about 15 minutes

●　From JR Urakami Station
 1．  Get on a streetcar at Urakamieki-mae -> (for Akasako, Line 1 or 3), and get off at Genbakushiryokan. 15 

minutes walk from the streetcar stop.
 2． About 20 minutes Walk
 3． TAXI about 5 minutes

●　From Nagasaki Airport
 1． Prefectural bus Nagasaki Airport No. 4 stop -> (Destination: Nagasaki via Showa-machi, Urakami) -> Get 

off at Urakamiekimae -> (To the access from JR Urakamieki)
 2． TAXI about 1 hour

School of
Medicine

University Hospital
School of
Dentistry

Urakamieki-
mae

Urakami

Nagasaki

Nagasakieki-
mae

Ohato

Hamaguchi-
machiMatsuyama-

machi

Atomic Bomb 
MuseumPeace 

Park

Ohashifor Akasako

Urakami-
tenshudo- -
mae

Igakubu-mae

Kokaido
-mae

Civic Hall

Suwajinja-mae
Suwajinja

for Hotarujaya

Main bus route
Electric Tramway
JR Kyushu

Chuobashi

Sofukuji
Iriguchi Sofukuji

Temple

for Mogi

Shinchi 
Chinatown

Ishibashi

Sakamoto Campus, 
Nagasaki University
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長崎大学坂本キャンパス全体平面図

　

　

ゲストハウス
レジデンシー
精得館

正門

北門

弓道場

グラウンド

先導生命科学
研究支援センター
（動物実験施設）

先導生命科学
研究支援センター
（アイソトープ実験施設）

先導生命科学
研究支援センター
（遺伝子実験施設）

第２
講義・実習棟

講義・実習棟

原爆後障害
医療研究所

表門
守衛室

医学部基礎研究棟

附属図書館
医学分館

体育館

テニスコート

ヒューマン
カウンター室

5 階大中会議室
・9日（金）14:00－17:30
　理事会

1階大セミナー室
・　9日（金）17:30－19:00
　サテライトイベント「SDGs セミナー」
・10日（土）15:35－16:55
　ワークショップ 1

売店　営業時間
・　9日（金）　8:30－19:15
・10日（土）12:00－15:30
・11日（日）休業
レストラン　営業時間
・　9日（金）11:00－19:00
・10日（土）18:30－20:00　懇親会
・11日（日）休業

飲料自動販売機

グローバルヘルス総合研究棟

学会期間中は週末も特別に開館して
います
開館時間：9:00－17:00

熱帯医学ミュージアム

1 階
・クローク、弁当引換
1階　専斎ホール
・第 2ポスター会場
・休憩所
2階ボードインホール
・9日（金）17:30－19:00
　市民公開講座

良順会館

1 階リフレッシュルーム
・10日（土）、11日（日）
　休憩所

熱帯医学研究所

・10日（土）、11日（日）
　第 1ポスター会場
・休憩所

ポンぺ会館

生協

ロビー
・事前参加受付
・来賓受付
・当日参加受付
・スライド受付
・企業展示
・告知板
講堂ホール内
・シンポジウム
・10日（土）15:35－16:55
　ワークショップ 2

記念講堂
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Campus Map

　

　

ゲストハウス
レジデンシー
精得館

正門

北門

弓道場

グラウンド

先導生命科学
研究支援センター
（動物実験施設）

先導生命科学
研究支援センター
（アイソトープ実験施設）

先導生命科学
研究支援センター
（遺伝子実験施設）

第２
講義・実習棟

講義・実習棟

原爆後障害
医療研究所

表門
守衛室

医学部基礎研究棟

附属図書館
医学分館

体育館

テニスコート

ヒューマン
カウンター室

5F Meeting room
・Nov. 9 (Fri) 14:00-17:30 
　Board meeting 

1F Main seminar room
・Nov. 9  (Fri) 17:30-19:00 
　Satellite event SDGs seminar
・Nov. 10  (Sat) 15:35-16:55 
　Workshop 1

Shop
・Nov. 9 (Fri) 08:30-19:15
・Nov. 10 (Sat) 12:00-15:30
・Nov. 11 (Sun) Closed
Restaurant
・Nov. 9 (Fri) 11:00-19:00
・Nov. 10 (Sat) 18:30-20:00 
　Reception Party
・Nov. 11 (Sun) Closed

Beverage Vending Machine

Global Health General Research Building

Open during the conference
Nov. 10 (Sat) and 11 (Sun)　9:00-17:00

Tropical Medicine Museum

1F 
・Cloak, Lunch box
1F Sensai Hall
・Nov. 10 (Sat) and 11 (Sun)
　Poster venue 2, Rest room
2F Bauduin Hall
・Nov. 9 (Fri) 17:30-19:00:  
　Public Lecture “The Fight 
　against the virus infection”

Ryojun Auditorium 

1F Refresh room
・Nov. 10 (Sat) and 11 (Sun)
　Rest room

Institute of Tropical Medicine

・Nov. 10 (Sat) and 11 (Sun)
　Poster venue 1, 
　Rest room

Pompe Hall 

Nagasaki University Coop

Lobby
・Pre-registration
・VIP Desk
・Onsite registration
・Slide registration
・Sponsor Exhibition
・Information Board
Hall
・Symposium
・Nov. 10 (Sat) 15:35-16:55
　Workshop 2

Commemoration Hall
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会場のご案内

記念講堂　Commemoration Hall

座長演者

質疑マイク

質疑マイク

質疑マイク

照明係

1

2

3

記名台記名台

企業展示
Sponsor Exhibition

事前参加受付
来賓受付
Pre-registration
VIP Desk

当日参加受付
Onsite registration

スライド受付
Slide registration



－12－

出入口

談話室

照明スイッチ 照明スイッチ

第1ポスター会場
Poster venue 1

休憩所
Rest room

男子トイレ

女子トイレ

2階へ

クローク受付
Cloak

第2ポスター会場
Poster venue 2
休憩所
Rest room

弁当引換
Lunch box

ポンペ会館　第1ポスター会場（P-01－P-65）・休憩所
Pompe Hall 1F Poster venue 1, Rest room

良順会館1階専斎ホール　第2ポスター会場（P-66－P-96）・クローク・休憩所
Ryojun Auditorium 1F Sensai Hall Poster venue 2, Cloak, Rest room, Lunch box
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大会参加者へのご案内

1．参加登録・受付
　場所：長崎大学医学部記念講堂
　日時：11月10日（土）・11日（日）　8時00分から受付開始

2．受付
1）『事前登録』されている方：事前に参加登録された方は、受付にて名前の入ったネームカードおよびプロ
グラム抄録集をお渡しいたします。

2）『当日参加登録』の方：参加費未納の方は、当日受付で参加費を納入の上、ネームカードとプログラム抄
録集をお受け取りください。ネームカードには、氏名・所属を記入してください。

3）ご招待の方、名誉会員、特別会員、功労会員の方：『来賓受付』にお越しください。ネームカードとプロ
グラム抄録集をお渡しいたします。
※ネームカードは領収書を兼ねています。

3．参加費および懇親会費（当日）
　当日の大会参加費および懇親会費は以下のようになっております。

当日参加登録
大会参加費 懇親会費

一 般 会 員  8,000円 4,000円
大 学 院 生  3,000円 1,500円
非 会 員 10,000円 4,000円

　懇親会は、11月10日（土）プログラム終了後に長崎大学生協レストランにて開催いたします。懇親会費を
お支払頂いた参加者の方には、ネームカードにマークをお付けいたします。懇親会会場ではネームカードを
お付けください。

4．プログラム抄録集
　参加費にはプログラム抄録集1冊分が含まれております。
　さらにご希望の方には1冊1,000円で販売致します。

5．学会事務局受付
　日本熱帯医学会大会では、大会期間中に年会費および新入会員の受付を致します。会場受付にデスクを用
意致します。
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6．宿泊調査票への記入と提出のお願い
　本大会開催にあたっては、（社）長崎国際観光コンベンション協会による「コンベンション開催助成金制度」
の活用が重要です。コンベンション開催助成金は、大会参加者の長崎市内での「述べ宿泊者数」によって異
なり、述べ宿泊者数の算出には各宿泊施設からの「宿泊証明書」が必要です。この「宿泊証明書」を入手す
るために参加者の皆様のご協力が必要になります。宜しくご協力ください。
　当日学会場で宿泊調査票をお渡ししますので、お名前と宿泊施設名と宿泊日を記入して頂き、学会受付の
専用ボックスにご提出願います。提出された宿泊調査票は、宿泊施設ごとに集計し、各宿泊施設に照会し宿
泊証明書を作成してもらい、それを長崎国際観光コンベンション協会に提出します。尚、宿泊調査票は他の
目的には使用せず、提出後、破棄致します。
　宜しくご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。
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座長・発表者の先生方へのご案内

シンポジウム、サテライトセミナー　座長の方へ

　座長は、次座長席に15分前までに、ご着席ください。
　発表時間は、シンポジウム、サテライトセミナー発表でそれぞれ異なります。予定時刻より遅れることがな
いようにお願いいたします。
※座長の方は、オーガナイザーにご確認ください。

ポスター発表　座長の方へ

　座長はポスター発表開始時間の5分前までに、ご担当の最初の演題の前にお越しください。ポスター発表は、
トピックごとに同時に始まります。ご担当の演題数はトピックによりことなりますので90分以内に、ご担当の
全ての演題が終了できるように、調整してください。基本的には、1演題につき、発表5分・討論2分を予定して
います。

シンポジウムでご発表される方へ

 1．当該セッションの開始60分前までに、記念講堂入口の「スライド受付」にスライドファイルを提出してく
ださい。提出は、USBメモリーにてお願いいたします。
発表ファイル名に、演題番号・発表者名を記載してください。
　例S1-01_Morita.pptまたはpptx

 2．発表予定時間の開始15分前までに会場にお越し頂き、前方（次演者席）にご着席ください。
 3．当日会場スライドの映写に用いるパソコンは（Windows 10、PowerPoint 2010/2013/2016対応）のみです。
コンピューターの持ち込みは原則として受付けません。

 4．座長の指示に従い、発表時間を厳守してください。発表終了時間をお知らせする予鈴（1分前）、本鈴（終
了時間）、終鈴（1分後）を鳴らします。

 5．発表中のコンピューター操作は、原則として発表者でお願いします。
 6．進行は座長に一任します。
※ ワークショップ1、ワークショップ2の発表者の方は、オーガナイザーにご確認ください。

ポスター発表者の方へ

 1．発表者の方は、演題番号をご確認の上、指定されたパネルにポスターを掲示してください。（演題番号は事
務局で準備致します。）演題番号は大会ホームページに掲載されております。また、学会当日にお渡ししま
す抄録集でも確認できますので、各自の演題番号をご確認ください。
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 2．ポスター展示用パネルのサイズは、縦180cm 横90cmです。各自のパネルの左上に演題番号が表示されてい
ます。発表内容のポスターを縦160cm×横90cm以内で作成してください。
また、タイトル用紙（演題名・発表者氏名所属など）も縦20cm×横70cm以内で作成し、パネルの最上段
に提示してください。（添付の図をご参照ください。）

 3．ポスター貼付と撤去

貼付場所
ポスター第1会場：ポンペ会館 ポスター第2会場：良順会館1階専斎ホール

P-01 - P-65 P-66 - P-96

貼付時間 11月10日（土）  8：30 ～ 13：30

ポスターセッション時間 11月10日（土）17：00 ～ 18：30

撤去時間 11月11日（日）　　　   ～ 18：00

 4．展示用の画びょうは事務局側で用意します。粘着テープ等のご使用はご遠慮ください。
 5．ポスターは11日（日）の18:00までに撤去してください。撤去されなかったポスターは事務局にて一時保管
しますが、受け取りに来られない場合は処分させていただきます。予めご了承ください。

 6．発表時間
　ご自分の演題発表をプログラムにてご確認の上、各自のポスターの前で待機してください。ポスターの
前で、発表、質疑応答、ディスカッションをお願いします。
　ポスターの口演発表は座長制で、1演題あたりの持ち時間は各セッションの座長に一任しておりますが、
基本的には、口述発表5分、討論2分の計7分です。スライドは使用できません。

20cm

20cm

30cm

160cm 210cm

70cm

演題
番号

糊付スペース

発表内容

縦160cm以内
横  90cm以内

ポスター展示用サイズ

※の箇所はこちらで
　掲示いたします。

表題：縦20cm×横70cm以内
（演題名、発表者の氏名・所属等）

※

90cm
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その他

昼　食：学会受付にて周辺のレストランマップをご準備しております。また、11月11日（日）分のお昼のお弁
当を、学会受付にて販売いたします。御希望の方は11月10日（土）記念講堂ロビーにて事前に受付を行っ
ておりますので、11:30までに食券をご購入ください。11月11日（日）の昼食時に良順会館1階ロビー
にてお弁当をお渡しいたします。

喫　煙：キャンパス内は全館禁煙となっています。

クローク：良順会館1階クロークがご利用いただけますが、貴重品などは各自で管理してください。

熱帯医学ミュージアムの開館：
 学会期間中は熱帯医学ミュージアムを9:00－17:00の間開館いたします。ご自由にご見学ください。
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Information for Patricipants

1．Registration Desk
　Place：Sakamoto Campus, Commemoration Hall
　Date：November 10-11 starting from 8:00am

2．Registration
1）Pre-registered participants：Please obtain your printed name badge from the registration desk
2） Onsite registration：For onsite registration, please register and obtain your name badge and program book 

at the registration desk. Please write your name and organization on your name badge.
3） Invited speakers and honorary：Please visit our VIP desk to receive your name badge and program book.
※Name badges also contain your receipt.

3．Registration Fee
　Registration and Party fee as follows.
　Payment should be made by cash (Japanese Yen) only.

Onsite registration
Participation fee Party fee

Full Member  8,000JPY 4,000JPY
Student  3,000JPY 1,500JPY

Non Member 10,000JPY 4,000JPY

　Reception will be held on 10th November (Saturday) at the Nagasaki University Sakamoto Campus Co-op 
Restaurant. Participants that had paid for the reception will receive a badge that is marked for the occasion. 
Please bring your conference badge to the reception.

4．Abstract journal
　“Abstract journal” fee is included in registration fees and you will receive it at registration counter.

5．Participation certificate
　You will receive a paticipation certificate at registration counter. Please make sure to wear your participation 
certificate at all times during the meeting.



－19－

Information for Session Chairs and Presenters

Information for symposium and satellite seminar chairs

　Please arrive at least 15 minutes prior to your session at the seat allocated for the next-session chair.
　The time allocated for symposium and satellite seminar differs according to each session. Please check with the 
organizers before your session starts and proceed within the time-limit.

Information for poster session chairs

　Please arrive at least 5 minutes prior to your session at the poster presenters’ block.
　Poster sessions will start at concurrently according to allocated topics.
　Each poster presenter will be allocated 5 minutes for presentation and 2 minutes for question and answer.

For Symposium Speakers

　Please upload your slide file(s) to the “Slide registration” by using USB. 
 1．Add your presentation number and presenter name to your Power Point Slide file name.
 　Example: S1-01_Morita.ppt or pptx
 2．Please arrive 15 minute before your presentation starts and wait at the seat allocated for the next speaker.
 3．Only（Windows 10、PowerPoint 2010/2013/2016）can be used for presentation files. Generally, personal 

notebooks are not accepted.
 4．Presentation time-limit may vary according to each session. Please follow the instructions provided by the 

chair and proceed within the time limit. The will be 3 bells to signal that the (1st bell) time limit is soon 
approaching (1-minute prior to end of talk), (2nd bell) time limit for presentation, (3rd bell) time for 1-minute 
after end of time limit.

 5．Each presenter is responsible in turning their own slides during presentation.
 6．Each session is managed at the discretion of the session chair.
 ※ For Workshops 1 and 2 presenters, please contact the organizers for further information
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Presentation Guidelines：Important information on poster sessions

 1．All poster presenters are expected to confirm their poster numbers, either from the webpage or in the 
abstracts book provided at the venue.

 2．Take note of the panel size as shown in the Figure below. Limit your poster details to the allowed space. Poster 
numbers will be attached to each panel by the organizers.

 3．Please set up for a Poster on 8:30 - 13:30 Nov. 10 (Sat). 

Place
Poster 1: Pompe Hall Poster 2: Sensai Hall, Ryojun Auditorium

P-01 - P-65 P-66 - P-96

Poster Set up Nov. 10 (Sat)   8:30 - 13:30

Poster Session Nov. 10 (Sat) 17:00 - 18:30

Removing of Posters Nov. 11 (Sun)          - 18:00

 4．Pins will be provided at the poster area for poster attachment.
 5．Please remove your posters at the before 18:00 Nov. 11 (Sun). The posters left behind may be discarded by the organizers.
 6．All poster presenters will have the opportunity to make 5 min oral poster presentation, followed by 2 min 

question and answer. Please stand beside your poster at the stipulated periods. Find details of the time for 
the poster sessions in the program.

20cm

20cm

30cm

160cm 210cm

70cm

Poster 
No.

Limit the 
content of the
presentation

within this space

Size: 90cm width
×

160cm height
maximum

Recommended Poster Size
for Presentation

Size: 70cm width × 20cm height
（Title, Name, Afiliation）

90cm


