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第 60 回日本腎臓学会学術総会 
国内アジア人留学生からの演題募集のお知らせ 

 
第 60 回日本腎臓学会学術総会では、大会 1 日目の 5 月 26 日（金）に Asian Session プ

ログラムを企画しております。本プログラムでは、アジア各国からリーディングスピーカ
ーを招聘し講演をいただくとともに、国内外のアジアの若手による発表の場を提供するこ
とを企画しております。つきましては、ご所属の大学・施設のアジア留学生からの演題登
録をいただきたくお願い申し上げます。 

お寄せいただきました演題のうち、優秀な演題については、Asian Session 内で口演発
表をいただきます。惜しくも選にもれた演題については、英語によるポスター発表をお願
いする予定です。また当日の口演・ポスター発表に対して優秀賞を決定いたします。 

応募条件等詳細につきましては、下記をご覧ください。たくさんのご応募をお待ちして
おります。 
 

第 60 回日本腎臓学会学術総会 
総会長 伊藤貞嘉 

Asian Session 事務局 鈴木祐介 
 

記 
・応募条件：国内の大学・施設に留学中のアジア人留学生 
・サポート条件：採択された場合、旅費の一部をサポートさせていただく予定です。 
・演題登録：一般演題の英語登録ページ内「Regular Submission」よりご登録ください。 

【登録先】http://jsn60.umin.jp/en/abstracts.html 
【演題登録締切】2016 年 12 月 15 日（木）14:00 まで 
【字数制限】演題名：50 ワード以内 

本 文：250 ワード以内 
＊著者名、所属施設、演題名、本文全て含めて 350 ワードまで 

【採点方法】Asian Session 事務局にて採点いたします。 
 
また、演題登録番号を添えて Asian Session に応募する旨を E-mail で運営事
務局までご連絡ください。 
【件 名】Apply for Asian Session 
【E-mail】jsn2017en@mtoyou.jp 

以上 
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Dear Colleagues, 
 
 

Call for abstracts from Asian foreign students in Japan  
for the Asian Session in the 60th Annual Meeting  

of the Japanese Society of Nephrology 
 
The 60th Annual Meeting of the Japanese Society of Nephrology (JSN2017) will hold a 
couple of international programs during the meeting period. The Asian Session is one of the 
international programs of JSN2017. In the mentioned session, we will invite Asian opinion 
leaders from overseas and ask them to give talks. In the same session, we are planning to 
give young investigators an opportunity to present their studies either for oral or poster 
and we will award high scored presenters a prize. Then we would like to ask your students 
from Asian countries and regions to apply for the Asian Session.  
 

Condition of Application: International students from Asian countries and regions who is 
currently studying in Japanese university and related 
institution 

Support condition: Upon the adoption of submission, JSN2017 will offer a subsidy  
of travel expense at flat rate to the candidates.  

Apply: Submit an abstract through our website, “Regular Submission” on call for  
abstract page.  
URL: http://jsn60.umin.jp/en/abstracts.html 
*please go and click on “Regular submission” to submit an abstract. 

Deadline: by 14:00 (JST), December 15 (Thu), 2016 
Limitations of number of words: Abstract Title: 50 words 

Abstract Body: 250 words 
Total number of words (including authors, institutions, 
title and abstract body): 350 words 

Scoring procedure: will be scored by the secretariat of Asian Session in JSN 2017 
 
You are requested to inform your application to our congress office along with the 
registration number.  

E-mail title: Apply for Asian Session 
E-mail: jsn2017en@mtoyou.jp 

 
Should you have any inquiries or questions, please do not hesitate to ask our congress office 
at jsn2017en@mtoyou.jp. 
 
We are looking forward to receiving many abstracts.  

Best regards, 
 
 

Sadayoshi Ito, M.D., Ph.D. 
Congress President of the 60th Annual Meeting of the Japanese Society of Nephrology 
Division of Nephrology, Endocrinology and Vascular Medicine, Tohoku University Graduate 
School of Medicine 
 
Yusuke Suzuki, M.D., Ph.D. 
Secretariat of the Asian Session in JSN2016 
Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Juntendo University 


