
Biofunctional Finding Conference 3 (B-CON3) Outline（Eng） 
 

EVENT： Biofunctional Finding Conference 3 (B-CON3) 

THEME： Biofunction and Medical Information 

DATE ： Oct, 10th, 2020（Sat）～Oct, 11th, 2020（Sun） 

PLACE： ONLINE 

 

PROGRAM： 

Day Time Topic 

Oct, 10th 12:00～13:00 Keynote 

13:30～15:30 ReportⅠ 

Oct, 11th, 09:00～11:00 ReportⅡ 

11:30～12:30 Keynote 

14:00～16:00 General Meeting & Board of Directors 

 

[Research report recruitment] 

Report registration period: 

Monday, September 7, 2020 to Friday, October 2, 2020 

 

Application requirements for reports: 

We are looking for a wide range of reports on biological functions. This time it will be held online, so if you are 

in a related field, you can apply regardless of membership. If you have any questions, please contact the 

secretariat. 

Please register by email according to the default format. 

 

Receipt and acceptance of reports: 

If you submit a report by email, we will notify you. If you do not receive a reply, please contact the secretariat. 

We will inform you later about the acceptance/rejection of the submitted report (review result). 

 

Report (please see the form for details): 

Reports are online slide presentations or poster presentations. We will record it in advance and make it available 

for viewing during the conference. Questions and answers will be sent by email. 

 

[Registration] 

Date and time of registration and payment of participation fee: 

Monday, September 7, 2020 to Friday, October 9, 2020 

Feel free to join us online. However, if you would like to present the abstract, please contact the secretariat by 

email or directly by the above date and pay the participation fee (1000 yen). We will issue a receipt. Also, once 

you have received the fee, it cannot be refunded. 

 

OFFICE: 

 1-1, Hibino, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken, 〒261-0021 

TEL 080-5266-3087 ／ Mail: biofunctional.finding.org@gmail.com 

  



第３回生体機能学術会議 開催概要（日本語版） 
 

名 称： 第３回生体機能学術会議 

テーマ： 「生体機能と医療情報」 

会 期： 2020 年 10 月 10 日（土）～2020 年 10 月 11 日（日） 

場 所： ONLINE 

 

プログラム（予定）： 

 時間 内容 

10 月 10 日（土） 12:00～13:00 基調講演 

13:30～15:30 研究報告Ⅰ 

10 月 11 日（日） 09:00～11:00 研究報告Ⅱ 

11:30～12:30 招待講演 

14:00～16:00 理事会・総会 

 

［研究報告募集］ 
報告登録期間： 

2020 年 9 月 7 日（月）～2020 年 10 月 2 日（金） 

 

報告募集要項： 

生体機能に関する報告を幅広く募集いたします。今回はオンライン開催ですので、関

連する分野の方であれば、会員・非会員問わずご応募いただけます。ご不明な点があれ

ば、事務局までご相談ください。 

既定の書式に従って、メールにて登録を行ってください。 

 

報告の受領および採否： 

メールにて報告を提出いただきましたら、その旨を通知いたします。もし返信がない

場合は、事務局までお問い合わせください。 

応募いただいた報告の採否（査読結果）については、追ってお知らせいたします。 

 

報告について（詳細は書式をご覧ください）： 

報告はオンラインによるスライド発表もしくはポスター発表です。事前に録画いただ

き学会期間中にこちらで閲覧可能な状態にいたします。質疑はメールで行います。 

 

［参加登録］ 
参加登録及び参加費納入日時： 

2020 年 9 月 7 日（月）～2020 年 10 月 9 日（金） 

参加についてはオンライン上で自由にご参加ください。但し、演題を発表される方は、

上記日時までに事務局までメールもしくは直接ご連絡いただき、参加費（1000 円）を納

入ください。領収書を発行いたします。また、一度いただいた費用は返還できません。 

 

学術会議事務局（お問い合わせ先）：〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野 1－1 

TEL 080-5266-3087 ／ Mail: biofunctional.finding.org@gmail.com 


