平成 26 年 5 月 14 日
腸管出血性大腸菌感染症研究会
会員各位
第 18 回腸管出血性大腸菌感染症研究会
世話人	
  同志社大学	
  	
  西川	
  喜代孝

第 18 回腸管出血性大腸菌感染症研究会開催と一般演題募集のご案内
	
  下記の通り、第 18 回腸管出血性大腸菌感染症研究会を開催致します。一般演題を募集致
しますので、併せてご案内申し上げます。多くの皆様のご参加、ご発表を心よりお待ち申
し上げます。
記
期日
平成 26 年 7 月 15 日（火）、16 日（水）
会場
同志社大学	
  寒梅館ハーディーホール
〒602-8580	
  京都市上京区今出川通烏丸東入
	
  TEL: 075-251-3120 （代表・広報課）
（アクセス）京都駅から地下鉄烏丸線国際会館行約９分、
今出川駅２番出口から烏丸通りを北進してすぐ
1. 開催スケジュール（演題数により変動あり）
	
  7 月 15 日（火）	
  11 : 00	
  受付開始
11 : 30 ~ 12 : 30	
  EHEC 研究会運営委員会
13 : 00 ~ 13 : 05	
  世話人挨拶、開会
13 : 05 ~ 15 : 00	
  一般演題 I
15 : 00 ~ 17 : 00	
  一般演題 II
17 : 00 ~ 18 : 00	
  特別講演
18 : 30 ~ 情報交換会	
  （アマーク・ド・パラディー寒梅館）
	
  7 月 16 日（水）	
 

9 : 00 ~ 11 : 30	
  一般演題 III
11 : 30 ~ 11 : 40	
  奨励賞表彰、閉会挨拶

特別講演
「腸内環境因子を介した免疫制御の解明と創薬・ワクチン開発への展開」	
 
國澤	
  純	
  先生	
 
（独）医薬基盤研究所	
  ワクチンマテリアルプロジェクト	
  プロジェクトリーダー	
 
東京大学医科学研究所	
  炎症免疫学分野/国際粘膜ワクチン開発研究センター	
  客員教授	
 
一般演題
口頭発表のみ
2. 研究会参加費（抄録代含む）
会員	
  	
  2,500 円（本年度会費を納められた方）
非会員	
  3,000 円
3. EHEC 研究会運営委員会
７月 15 日（火）11 : 30 ~ 12 : 30 寒梅館会議室 2C
4. 情報交換会
7 月 15 日（火）	
  18 : 30 ~
会場	
  同志社大学寒梅館１階	
  アマーク・ド・パラディー寒梅館
会費	
  未定
5. 研究会および情報交換会参加申し込み
全て電子メールでの申し込みとなります。
申し込み先アドレス：ehec2014@mail.doshisha.ac.jp
[申し込み方法]
「件名」は「参加申し込み」とし、以下の項目を本文中にご記入ください。
・	
  ご氏名
・	
  ご所属
・	
  申し込み区分（会員、非会員）
・	
  メールアドレス
・	
  住所、電話番号、FAX 番号
・	
  情報交換会参加の有無
[申し込み締め切り]

平成 26 年 6 月 27 日（金）

当日の参加申し込みも受け付けておりますが、抄録集の冊数に限りがございます。予めご
了承ください。
6. 一般演題申し込み要領
電子メールでの申し込みとなります。
申し込みアドレス：ehec2014@mail.doshisha.ac.jp
[申し込み方法]
演題登録
「件名」は「演題申し込み」とし、以下の項目を本文中にご記入ください。
・	
  発表演題タイトル
・	
  発表者全員の氏名（口頭発表者は氏名の前に○を記入）
・	
  発表者全員の所属（略さず正式名称）
・	
  代表連絡者氏名、メールアドレス、住所、電話番号、FAX 番号、
受信後３日以内に確認メールを返信します。
（確認メールが届かない場合は事務局までご連絡ください。）
抄録原稿作成要領
抄録原稿は演題申し込み時にファイル添付にてご提出ください。
・	
  Microsoft word で作成してください。
・	
  原稿サイズは A4 用紙１ページとします。
・	
  上下左右に 30mm 余白をあけてください。
・	
  演題名、発表者名、所属（略記）はそれぞれ１行あけて 14 ポイントで記入してくださ
い。
・	
  本文は 12 ポイントで目的、方法、結果、考察の順に記載してください。
・	
  事務局で様式を変更させて頂く場合がありますので予めご了承ください。
[申し込み締め切り]

平成２６年６月２０日（金）
7. 一般演題発表要領
[発表形式]
すべて口頭発表となります。
発表時間	
  ：発表１０分、質疑５分
[発表スライド作成方法]

Microsoft PowerPoint で作成してください。
特殊文字、特殊フォントの使用は避けてください。
[発表スライド送付方法]
電子メールにファイル添付しご提出ください。
申し込みアドレス： ehec2014@mail.doshisha.ac.jp
内容確認のため、PDF 化したファイルも一緒に送付してください。
ファイル名は「口頭発表者名（略記所属名）」にしてください。
	
  	
  例）西川喜代孝（同志社）
メールでのご提出が困難な場合は、CD または DVD を事務局に郵送してください。（メー
ルにてその旨事務局までご連絡ください）
当日は念のため、ファイルをいれた USB メモリを持参してください。
[発表スライド送付締め切り]

平成 26 年 7 月 11 日（金）必着 （厳守）
8. 宿泊について
当日、京都市内では祇園祭前祭宵山が開催されております。ご宿泊先はお早めにご予約す
ることをおすすめいたします。京都駅周辺、地下鉄烏丸線五条駅、四条駅、烏丸御池駅周
辺等にビジネスホテルが複数ございます。事務局では斡旋は致しませんので各自でのご予
約をお願い申し上げます。
9. 事務局への問い合わせ
〒610-0394
京都府京田辺市多々羅都谷 1-3
同志社大学生命医科学部	
  医生命システム学科
高橋	
  美帆
TEL: 0774-65-6153
FAX: 0774-65-6471
E-mail: mitakaha@mail.doshisha.ac.jp

