
 

 

38回日本静脈学会総会：国際セッション、静脈学に関する発表演題募集 

http://ech.co.jp/jsp38/contents/inter.html 

2018年 6月 14 日（木） 

第 38回日本静脈学会総会―American College of Phlebology 

―世界国際静脈リンパネットワーク合同会議 共催 

 

第 38回日本静脈学会総会では、国際セッション「Innovation & Excellence from the World」

に於いて発表する静脈学の演題を募集致します。 

 

American College of Phlebology、世界国際静脈リンパネットワーク共催の本セッション

は、日本や様々な国からの静脈学の学術発表と各国の専門医との討論の機会と致します。

本セッションは既に発表された演題を含め静脈学の進歩に寄与する演題の応募が可能です。 

 

●このセッションへの全ての参加者(発表者と観客)には、特典として以下の学会への 

登録費用が 30％割引となります。 

2018年 11月 8-11日、米国ナッシュビルにて開催 2018 年米国静脈学会総会 

2019 年 1 月 17-18 日、伊イタリアンアルプスにて開催 世界国際静脈リンパネットワーク

主催 vWINter days会議 

 

●最優秀演題賞：下記いずれかの学会登録料無料と航空券費用補助 



また最も優れた発表には副賞として、以下のいずれかの学会への登録料を無料とし、航空

券補助（米ドル＄800）を給付します。 

2018年米国 アメリカ静脈協会

2019年ブラジル 第 8 回国際大学間会議 

2019年イタリア 世界国際静脈リンパネットワーク vWINter days会議 

2019年米国  米国静脈フォーラム 

2019年  ヨーロッパ静脈フォーラ

2019年ブラジル CICE 

2019年中国  アジア静脈フォーラム

2019年ロシア  国際静脈フォーラム 

2019年ロシア  サンクトペテルスブルク静脈フォーラム

規則と規定 

提出期限：2018年 4月 1日(日) 

・関連する参考文献は必ず、abstractと最終発表時の両方で言及する事

・総単語数：300 単語（【構成】背景→方法→結果→討論）

・テーブルと図はそれぞれ 25単語ずつ

・図の説明文は文字数に含みます

・他所にて既に発表済み、もしくは出版済みの要約も提出可能です

・上記の規則に反する要約は審査対象外となります

・提出された要約は、無記名で評価委員会で査読されます

評価方法： 

評価委員会は評価方法透明化を推進すべく、提出者全員に対し同じ下記表を使用して詳細

に採点をします。また、6 月 14 日の実際の発表時に、発表スキルと関連ディスカッション

応答能力に基づいて追加得点が加算されます。 

研究デザインと

統計分析 

（0～10 点）* 

プレゼンテーション

（背景、結果、討論）

（0～10 点） 

研究内容に対する

知識の進歩 

（0～10 点） 

革新への貢献 

（0～10 点） 

討論誘因の 

可能性 

（0～10 点） 

合計 

発表者 1 

*「研究デザインと統計分析」の項目で、評価 6点以下の要約は評価対象外となります

提出方法： 

以下の要項を含め、email にて提出。 

宛先：jsp-secretary@minamikyousai.jpと info@vwinfoundation.com 

mailto:jsp-secretary@minamikyousai.jp
mailto:info@vwinfoundation.com


・演題名と著者全員の氏名（賞受賞を目的とするため、筆頭演者が必ずしも発表者である

必要はありません。発表者名に下線を引くこと）  

・所属機関名 

・参考文献の情報を明記され、正しい構成の要約文 

 

評価委員会は著者と所属が分からない状態で要約を査読いたします。選考の結果は 4 月 15

日までに連絡します。セッション当日、全てのプレゼンテーション後に委員会による評価

後に最優秀受賞者が選出されます。 

 

学会ホームページ： http://ech.co.jp/jsp38/contents/inter.html 
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Bring	your	top	quality	Phlebology	Science	on	
the	INTERNATIONAL	STAGE	

 
38thJapanese Society of Phlebology - American College of Phlebology - vWIN joint session 

Thursday, June 14, 2018 
	
The	38th	Annual	Meeting	of	the	Japanese	Society	of	Phlebology	is	pleased	to	invite	you	to	submit	
your	best	scientific	work	for	the	international	session	dedicated	to	“Innovation	&	Excellence	from	
the	World”.	
The	 initiative	 is	 in	collaboration	with	 the	American	College	of	Phlebology	and	with	 the	Venous-
lymphatics	World	 International	 Network	 (vWIN)	 foundation.	 The	 session	 will	 present	 scientific	
findings	and	will	offer	the	chance	of	a	heated	debate	with	leading	experts	from	all	around	the	world.		
All	 the	attendees	of	 the	session,	both	speakers	and	audience,	will	enjoy	a	30%	discount	on	 the	
registration	to	the	2018	annual	meeting	of	the	American	College	of	Phlebology	(November	8-11,	
2019;	Nashville,	USA)	and	to	the	vWINter	days	meeting	(January	16-18,	2019;	Italian	Alps,	Italy).		
	
	
	

SCIENTIFIC	AWARD:	flight	stipend	and	registration	
to	one	of	your	favorite	meetings	

	
The	best	scientific	presentation	will	be	awarded	with	a	flight	stipend	(800	USD)	and	free	registration	
to	attend	one	of	the	following	international	meetings,	based	on	the	winner	preference.	
	

American College of Phlebology (USA, 2018), 8th International Interuniversity meeting 
(BRAZIL, 2019), vWINter days (ITALY, 2019), American Venous Forum (USA, 2019), European 

Venous Forum (2019), CICE (BRAZIL, 2019), Asian Venouos Forum (CHINA, 2019), International 
Phlebology Forum (RUSSIA, 2019), St. Petersburg Venous Forum (RUSSIA, 2019) 
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RULES	&	REGULATION	
DEADLINE:	Sunday,	April	1	-2018	
• Pertinent	 references	 must	 be	 reported	 both	 in	 the	 abstracts	 and	 in	 the	 eventual	 study	

presentation	during	the	session.	
• Word	count:	300	words	in	BACKGROUND,	METHODS,	RESULTS,	DISCUSSION	format.	
• Tables	&	figures	equal	to	25	words	each.	
• Figure	legends	are	included	in	the	word	count.	
• Abstracts	already	presented	and/or	published	elsewhere	are	accepted.	
• Abstracts	submitted	not	following	the	above	reported	rules	will	be	not	be	reviewed.	
• All	submitted	abstracts	will	be	peer	reviewed	blindly	by	the	Scientific	Committee.	
	
EVALUATION	GRID:	
The	scientific	committee	will	 fill	 in	 the	below	reported	grid,	delivering	detailed	scores	to	all	 the	
abstract	 submitters.	 In	 this	way,	 submitters	 are	 informed,	 in	 advance,	 regarding	 the	evaluation	
system	and	that	transparency	is	promoted.	An	additional	score	will	be	given	on	June	14th,	based	on	
the	skills	shown	by	the	speakers	during	the	talk	and	the	related	discussion.	

	
*Abstracts	graded	under	6	for	study	design	&	statistical	analysis	won’t	be	accepted

	
SUBMISSION:	
Send	an	email	to: jsp-secretary@minamkyousai.jp and to info@vwinfoundation.com  including:  
• Title	and	Authors	(underline	the	presenting	author,	in	order	to	win	the	award	the	presenter	is	

not	forced	to	be	the	first	author)	
• Affiliation	
• Structured	abstract	with	references	
The	scientific	committee	will	receive	the	abstract	without	authors	and	affiliation	information.	The	
selection	process	will	be	communicated	no	later	than	April	15th.	The	winner	will	be	selected	
during	the	session,	after	the	committee	evaluation	of	speaker	presentations.	
	

		


