Annual Meeting of The Japanese Society for Immunology, 2013

第 42 回日本免疫学会学術集会
会期：2013 年 12 月 11 日（水）～13 日（金）
会場：幕張メッセ（千葉市）
会長：清 野
宏
学術集会ホームページ： http://www.jsi-men-eki.org/jsi42/

演題募集要項
演題登録

事前参加登録

開始：2013年5月31日(金) 正午
締切：2013年7月 5日(金) 正午

開始：2013年 5月31日(金) 正午
締切：2013年11月 7日(木) 正午

登録はオンラインでのみ受付けます。

登録はオンラインでのみ受付けます。

＊詳細はホームページ（http://www.jsi-men-eki.org/jsi42/）にて、御確認ください。
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日本免疫学会会員の皆様
会員の皆様におかれましてはご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、第42回日本免疫学会学術集会は2013年12月11日(水)から13日(金)までの3日間、幕張メッセ(千葉市)にて
開催されます。会員の皆様には奮って演題申し込み、ご参加をお願いいたします。
今回の第42回学術集会では、「National, but Open to All Over the World」というスローガンを掲げ、本学会が国
内関連学会学術集会において先導的役割を果たしてきた学術集会の国際化について、さらなる前進を目指して
おります。その一環として、初めて公用語を英語とし、国内はもとより近隣のアジア諸国ならびに欧米から参
加しやすい環境を作りました。テクニカルセミナー、Bench to Bed Research (BBR)（旧称クリニカルセミナー）、
総会、評議員会、展示会を除き、シンポジウム、オーバービュートーク（旧称レビュートーク）
、一般演題（口
頭発表、ポスター発表）は全て英語となります。
演題の申し込みは「第42回日本免疫学会学術集会」のホームページ（http://www.jsi-men-eki.org/jsi42/）から、
全てインターネットによるオンライン登録にてお願いします。

日

時

2013年12月11日(水)・12日(木)・13日(金)

場

所

■幕張メッセ
〒〒261-0023

千葉市美浜区中瀬 2-1 （株）幕張メッセ TEL：043-296-0001(代)

FAX：043-296-0529

ホームページ
http://www.jsi-men-eki.org/jsi42/
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連絡先
学術的なお問合せ [ 学術事務局 ]
〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1
東京大学医科学研究所 炎症免疫学分野内 事務局 佐藤慎太郎／米原遥子
電話：03-5449-5272 ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5449-5411 e-mail：jsi42@ims.u-tokyo.ac.jp

プログラムに関するお問合せ

[ プログラム委員会事務局 ]

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学大学院医学系研究科 免疫学内 事務局 岡本一男
電話：TEL: 03-5841-3378 ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5841-3450
e-mail：jsi42@ims.u-tokyo.ac.jp

運営に関するお問合せ [ 運営事務局 ]
〒101-0061 東京都千代田区三崎町3-6-2 原島三崎町ビル 2F
特定非営利活動法人 日本免疫学会 第42回日本免疫学会学術集会運営事務局
電話：03-3511-9795 ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-3511-9788
e-mail：conf-jsi@s4.dion.ne.jp

学術集会の概要
第42回日本免疫学会学術集会は、オーバービュートーク（旧称：ﾚﾋﾞｭｰﾄｰｸ）、Bench to Bed Research (BBR)
Seminar、Technical Seminar、機器等展示を併設します。

国際シンポジウム
下記の表題（案）の15の国際シンポジウムを企画しています。演者はプログラム委員会で推薦され、各シンポ
ジウム、1～3名の海外からの招待演者を含みます。詳細はホームページ上で順次公開いたします。
Human immunology

Tumor immunology

Host-microbial interplay

Spatiotemporal regulation of the immune system

Innate immune sensor-mediated signaling

Surface Barriology

Effector/ regulatory and memory T cells

Osteoimmunology

B cell memory

Microenvironments for the immune system

Innate lymphoid cells

Mouse to human dendritic cells: Transcending the species
barrier

Epigenetic regulation of the immune system

Vaccine

Molecular and cellular bases of chronic inflammation

【Late Breaking Talk】 今年の「Late Breaking Talk」の実施（募集）はございません。
演題募集のご案内
演題登録期間

2013年5月31日(金)正午～7月5日(金)正午(オンライン登録のみで行います)

今年の一般演題（ポスター・ワークショップ）は演題登録、発表用ファイルを全て英語で作成していただくと
ともに、当日の発表、ポスター、ディスカッションも全て原則英語で行っていただきます。
例年実施しておりました”One Minute Presentation”は実施いたしません。
■ 一般演題投稿、発表に関する重要なお知らせ ■
第４２回の演題投稿、発表につきましては、下記の通りとさせていただきます。
1．演題登録は全て英語で行っていただきます。
2．ワークショップ（口頭発表）の発表用ファイルは全て英語で作成するとともに、当日の発表および質疑
応答も英語で行っていただきます。
3．ポスターは、これまでどおり全て英語といたします。
4．例年ポスター発表のみの方にお願いしておりました One Minute Presentation は今回行いません。
学術委員会では、これまでの学術集会でのアンケートをもとに、慎重に議論を重ねた結果、「ワークショ
ップの完全英語化（プレゼンも質疑応答も原則英語）は今後，見直す可能性もある，というフレキシビリ
ティを残したうえで，今回は完全英語化をテストケースとして行う。」ことが決まりました。ご投稿を予
定されております皆様におかれましては、何卒ご理解の上、ご準備くださいますようお願いいたします。

一般演題 （ポスター・ワークショップ）
全ての一般演題はポスター形式で発表し、その中の一部はワークショップでの口頭発表として選択されます。
ワークショップでの発表演題の採択並びにセッションの進行は、学術委員会の指名した座長に一任します。
ワークショップの内容など詳細はホームページ上に公開します。応募者は英文による演題を、第42回日本免
疫学会学術集会ホームページでオンライン登録をしていただきます。また、演題はカテゴリー（下記参照）
で募集しますが、演題数、分野を考慮し、さらに特化したワークショップを設ける場合がありますので、実
際のワークショップはこのカテゴリーと必ずしも一致いたしません。

【One Minute Presentation】
今年は実施いたしません。

◆演題応募資格
第42回日本免疫学会学術集会にて発表される方は、筆頭発表者は勿論のこと、共同研究者(共同演者)も演題募
集時に日本免疫学会の会員でなければ、演題を投稿することができません。ただし、国外在住の外国籍研究
者はこの限りではありません。
海外への留学者で、日本の所属機関名で演者または共同演者として抄録に記載される方々は、全員、日本免
疫学会会員であることが必要です。
平成25年度（2013年度）＜2012年10月1日～2013年9月30日＞の年会費未納の方は、学会事務局より送付の
【年会費用振替用紙】または、会員専用ページよりクレジット決済にて、早急にお支払いください。
【年会費
用振替用紙】がお手元にない方は、日本免疫学会事務局までご連絡ください。筆頭者・共同演者が、2013年
度会費未納のまま学術集会で発表することは出来ませんのでご注意ください。 未入会の方は、演題登録に
先立って日本免疫学会のホームページ（http://www.jsi-men-eki.org/）よりオンラインで必ず入会登録を行って
ください。

◆発表内容
他の学会を含め未発表のものに限ります。ただし本学会または他学会のシンポジウム、特別講演などに依頼
された講演の場合はこの限りではありません。

◆演題数
同一人が2つ以上の一般演題の筆頭演者になることは出来ません。

◆演題登録の受付通知
演題登録の際に入力された「筆頭著者の電子メールアドレス（必須）」へ電子メール（自動送信）で通知し
ます。この電子メールでの通知には登録された演題の「演題登録番号(registration number)」が記載されて
います。修正、お問合せなどの際に必要となりますので、必ずプリントアウトして大切に保管してください。

◆演題採択の通知
採択された演題の「演題登録番号」を9月下旬～10月上旬頃にホームページ上で公開します。ハガキ、e-mail
等での通知はいたしません。※必ずご自身でご確認ください。

◆電子メールアドレスの登録に関して
発表者全員（全ての共著者）の電子メールアドレスの登録をお願いいたします。

◆募集カテゴリーについて
下記の24のカテゴリーより演題を募集いたします。キーワードなど詳細は学術集会ホームページをご覧くだ
さい。

カテゴリー

No

カテゴリー

No

カテゴリー

No

カテゴリー

No

カテゴリー

造血と免疫環境

6

自然リンパ球

11

アレルギー

2

B細胞

7

樹状細胞とﾏｸﾛﾌｧｰｼﾞ

12

ｻｲﾄｶｲﾝとｹﾓｶｲﾝ

17

内因性自然免疫と炎症

22

全身性自己免疫疾患

3

T細胞

8

抗原提示

13

免疫記憶

18

粘膜皮膚免疫

23

腫瘍免疫

4

ヘルパーT細胞

9

トラフィッキング

14

ウイルス感染

19

免疫寛容と免疫抑制

24

ヒト免疫

5

制御性Ｔ細胞

10

マスト細胞と顆粒球

15

真菌・寄生虫感染

20

臓器特異的自己免疫疾患

16

細菌感染

No

1

21

関節リウマチ

演題投稿システムについて
①登録の入口は【英語登録】のみとなりますので、英文での登録をお願いします。
②現在の学会会員データベースでは氏名およびe-mailアドレス以外の英語データは登録されていませんので、所属、
電話番号、FAX番号などは従来どおり入力をお願いいたします。
③投稿された演題がワークショップに選ばれた場合、当日の発表は質疑応答を含め英語で行っていただきます。

■重要■
投稿された全ての内容は自己責任において確認・修正してください。
一演題あたりの容量制限があり、制限を超えると入力が受け付けられません。登録内容に間違い・脱落が
ないか（特に演者氏名、本文）
、画面の指示に従い必ずPDFにて確認してください。ご確認いただいた内容
がWebでの演題検索や学術集会記録の「氏名―演題番号索引」にそのまま反映されます。抄録本文に脱落
がある場合は、容量制限を超えていますので、レイアウトの変更、文字数の削減などで調整してください。
演題の容量の目安は演題登録画面にてご確認ください。

参加費ご案内

必ず、オンラインでの事前登録を！

オンライン事前参加登録および参加費納入期間：2013年5月31日(金)正午 ～ 11月7日(木)正午
＊上記期間中の登録者には、総会・学術集会参加証（ﾈｰﾑｶｰﾄﾞ）を事前に送付します。当日必ずご持参ください。
学術集会開催期間中の混雑を避けるためオンラインでの事前登録を原則とします。11月7日までに学術集会ホー
ムページ（http://www.jsi-men-eki.org/jsi42/）より、登録してください。参加費は下記の通りです。
なお、学術集会開催期間中、会場での参加申込みも受付けますが、会場での参加受付料金（当日参加費）は下
記のようにさせていただきます。また、今年は例年開催しておりました会員懇親会は開催しません。ポスター
討論時にワイン＆チーズ形式を導入いたします（予約は不要です。）。会員、参加者の皆さんの熱のこもった討
論、そしてこれまで以上の交流・情報交換の場となることを期待しております。
学生の演題発表、参加をより促進するため、昨年より学生の参加登録費を値下げしました。
ふるって参加ください。
事前参加登録:5,000円 → 2,000円 当日登録:6,000円 → 3,000円 非会員学生登録:8,000円 → 5,000円
学術集会
事前参加費

当日参加費

正 会 員

10,000円

12,000円

学生会員

2,000円

3,000円

会員以外の方

12,000円

14,000円

非会員学生

5,000円

 事前参加登録事務局 （宿泊受付含む）
近畿日本ツーリスト㈱ 関西イベント・コンベンション支店「第42回日本免疫学会学術集会」 係
営業時間： 9:30～18:00（除 土日および祝祭日）
〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-4-38 近鉄新難波ビル6階
Fax：06-6641-0072 Tel：06-6635-2627 e-mail：jsi-knt@or.knt.co.jp

総会（12月12日開催予定）についてのお願い
日本免疫学会は平成17年10月1日より特定非営利活動法人（NPO法人）としての活動を開始し、従来以上に会
員一人一人の自発的意思が組織の決定・運営に重要となり、重要案件は年次総会で決定されます。NPO法人で
は、【正会員+名誉会員+功労会員】数の1/2以上の出席をもって総会が成立致します。10月中旬に総会の開催案
内及び委任状をお送りしますので、正会員の皆様は是非ご出席ください。やむを得ず欠席される場合には、
「委
任状」を必ず提出してください。

8th RCAI-JSI International Symposium on Immunology 2013
"Interface between Immune System and Environment"
2013年6月27日(木)～28日(金)にパシフィコ横浜にて開催されます。会員の皆様におかれましては、奮ってご参
加ください。
●参加登録締切：2013年6月10日(月)●お問い合わせ：http://web.rcai.riken.jp/en/rcaisymp/2013/index.html

