第71回 日本細菌学会 関西支部総会・学術講演会のご案内
第 71 回 日本細菌学会 関西支部総会を下記の通り開催致します．
学会員の皆様には多数のご発表とご参加をお願い申し上げます．

第 71 回 日本細菌学会関西支部総会
大会長 川端 重忠 (大阪大学大学院歯学研究科 教授)

I. 開催要領
日時：2018 年 10 月 28 日 (日) 受付開始 8:40, 開会 9:10〜17:00
場所：大阪大学 中之島センター 10 F 佐治敬三メモリアルホール
〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53 (TEL: 06-6444-2100)
ホームページ：http://www.onc.osaka-u.ac.jp
京阪中之島線 中之島駅より 徒歩約 5 分, 阪神本線 福島駅より 徒歩約 9 分
JR 東西線 新福島駅より 徒歩約 9 分, JR 環状線 福島駅より 徒歩約 12 分
地下鉄四つ橋線 肥後橋駅より 徒歩約 10 分, 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅より 徒歩約 16 分

参加費

正会員 1,000 円, 学生会員 無料

昼食弁当*
情報交換会費

1,000 円
正会員 5,000 円, 学生会員 3,000 円

抄録集 (製本版)

1,500 円

当日に受付け (10 F) でお支払い下さい．

II. 申込み要領
1. 一般演題：口答発表のみになります．
2. 若手研究者奨励賞演題：口答発表のみになります．
両演題の詳細は「演題登録要領」をご覧下さい．
演題登録と講演要旨提出:

8月 6日 (月) 〜 9月 21日 (金)

3. 総会と情報交換会の参加登録については「参加申込み」をご覧ください．
事前申し込み:

8月 6日 (月) 〜 9月 21日 (金)

4. 情報交換会: 中之島センター 9 F 交流サロン「サロン・ド・ラミカル」

III. 運営方法
1. 一般演題
発表と質疑応答の時間はそれぞれ 7 分と 3 分の予定です．発表時間を
演題数に応じて変更する場合がございますのでご了承ください．
2. 若手研究者奨励賞演題
発表と質疑応答の時間はそれぞれ 5 分と 2 分の予定です．演題数に応
じて，時間を変更する場合がございますのでご了承ください．
3. 奨励賞選考
参加者全員の投票により決定します．
4. 特別講演と教育講演
以下の御講演を予定しております．
特別講演
「ミュータンスレンサ球菌が引き起こす循環器疾患」(仮講演タイトル)
仲野 和彦 先生
大阪大学大学院歯学研究科 小児歯科学教室 教授
教育講演
「北極圏における生態」(仮講演タイトル)
山崎 哲秀 氏
一般社団法人 アバンナット北極プロジェクト 代表理事
【事務局】
第 71 回 日本細菌学会 関西支部総会 事務局
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-8
大阪大学大学院歯学研究科 口腔細菌学教室
Tel: 06-6879-2898
Fax: 06-6879-2180
e-mail: JSBkansai71@gmail.com
事務局窓口担当: 中田匡宣

支部総会参加・情報交換会参加申し込み
以下の要領で電子メールにてお申込み下さい．

1. メールの件名を「第71回関西支部総会参加申込み 氏名」として下さい．
メール本文には以下の項目についてご記載ください．
1)

御氏名

2)

御所属

3)

メールアドレス

4)

御住所

5)

電話番号

6)

FAX番号

7)

抄録集購入の有無*

8)

昼食弁当の有無

9)

情報交換会参加の有無

10)

学生・大学院生の場合，在籍中の専攻名と学年

*抄録集のPDFファイルをダウンロード可能にいたします．別途，冊子
体 (1,500円) をご希望の場合，購入のお申し込みをお願いいたします．

2. 事前参加申込み: 2018年 8月 6日 (月) 〜 9月 21日 (金)

3. メール送信先
e-mail: JSBkansai71@gmail.com
(事務局窓口担当: 中田 匡宣)

4. 申込み受付の後に受領メールを送ります．
3日経過後においても確認メールが届かない場合，お手数ですが事務局まで
ご連絡をお願いいたします．

演題登録・抄録提出要領
以下の要領で演題の登録と口演抄録の御提出をお願いします．抄録集ができ
次第，連絡いたします．
1. 演題登録
メールの件名を「第71回日本細菌学会関西支部総会 演題登録 氏名」と
し，メール本文に以下の項目をご記載ください．
1) 演題名
2) 発表者全員の氏名: 演者には○を入れて下さい．
3) 発表者全員の所属 (正式名称)
4) 代表者の連絡先住所, 電話番号, FAX番号, メールアドレス
5) 若手研究者奨励賞応募の有無
本年度も若手研究者奨励賞を設けます．学部学生，大学院生，および
卒業・修了後１年以内の若手研究者の方々は奮ってご応募ください．
6) 演題登録: 2018年 8月 6日 (月) 〜 9月 21日 (金)

2. 抄録提出:下記の要領に従って作成された抄録 Wordファイルをメールにてご
提出下さい．
1) ファイル名を演者氏名として下さい (例：川端重忠.docx)．
2) A4 用紙 1 枚に収まるように作成してください (演題名，発表者名，
所属を含む)．
3) 日本語と英数のフォントとして，それぞれ MS
Roman を使用して下さい．
4) 上下左右に 30 mm の余白をとって下さい．

明朝と Times New

5) 演題名，発表者名，略記所属名はそれぞれ 1 行あけ，14 ポイントで記
載してください．
6) 本文は略記所属名から 2行あけ，12ポイントで作成してください．
7) 事務局で原稿書式等を変更する場合がございますが，ご了承ください．
8) 若手研究奨励賞応募者は本文の最後に【若手研究者奨励賞に応募】と記
載してください．
9) 講演要旨提出: 8月 6日 (月)〜 9月 21日 (金)

3. メール送信先
JSBkansai71@gmail.com
(事務局窓口担当：中田匡宣)

4. 申し込み受付後に事務局から受領確認メールを送ります．メールで申込まれ
た後，3日が経過しても確認メールが届かない場合，お手数ですが事務局まで
ご連絡ください．

