
FOR THE MEMBERS ONLY 

 

会告Ⅰ  

 

日本医学放射線学会 栗林研究奨励賞募集要領 

 

 

趣  旨：日本医学放射線学会では，心臓血管及び IVR放射線領域の画像診断学の学術振興を図るため

栗林研究奨励賞を設けて，顕著な業績のあった若い研究者を顕彰する． 

心臓血管及び IVR放射線関連の前年度に出版された英語論文の中から年間 2編の優秀論文に

対して，1編 25万円の学術助成を行う（15年間継続）ものである． 

応募資格：日本医学放射線学会会員であり，平成 28年 5月 31日現在 40歳未満のもの． 

 

対  象：心臓血管放射線画像診断領域の研究者 1名及び Interventional Radiology 領域の研究者 

1名程度を対象とする． 

 

応募方法と提出書類： 

1. 履歴書 

2. 応募論文の別冊（平成 27年 1月～12月中に出版された英語論文） 

3. 論文内容の要約：2000字以内 

4. 業績目録 

 

応募書類送付先： 

〒113-0033 

東京都文京区本郷 5丁目 1番 16号 

VORT本郷 ７F 

公益社団法人 日本医学放射線学会 事務局 

 

締め切り：平成 28年 5月 31日(火)必着 

 

選考方法：日本医学放射線学会の関連学術集会である日本心臓血管放射線研究会から 1名の候補者， 

日本 IVR学会から 1名の候補者，合計 2名の推薦を受け，日本医学放射線学会の理事会で 

決定する． 

 

選考発表：日本医学放射線学会総会において，選考結果を公表し，賞の贈呈を行う． 

   賞：表彰状および副賞 25万円 

 



会告Ⅱ  

 

第 52回 日本医学放射線学会秋季臨床大会 案内 

 

日本医学放射線学会理事長  本田 浩 

第 52回秋季臨床大会大会長 中島 康雄 

 

第 52 回日本医学放射線学会秋季臨床大会を下記の要項で開催いたします． 

多数ご参加くださいますようご案内申し上げます． 

 

会   期：平成 28年 9月 16日（金）～18日（日） 

会 場：京王プラザホテル（新宿） 

大会テーマ：「Enjoy Radiology, Enjoy your life」 

内 容：（予定） 

（1） シンポジウム 

（2） パネルディスカッション 

（3） 特別企画 

（4） 教育講演 

（5） 指導者講習会 

（6） リフレッシャーコース 

（7） 研修医セミナー 

（8） イメージ・インタープリテーション・セッション 

（9） 一般演題 学術展示（症例報告を含む）・教育展示 

（10） ランチョンセミナー 

（11） イブニングセミナー 

 

一般演題 学術展示（症例報告を含む）募集 

 発表形式はすべてポスター展示です．放射線医学の全領域にわたる演題を募集します． 

内容は研究報告，教育的発表，症例報告などいずれの形式でも結構です． 

 

一般演題 教育展示募集 

 発表形式はすべてポスター展示です．テーマは特に設けません． 

内容は診断，治療，IVR，基礎での教訓的な展示を募集いたします． 

 

一般演題の募集要項 

 大会ホームページ（http://www.congre.co.jp/jrs52/）にて 4月 7日（木）から募集します． 

募集要項等詳細な情報は，大会ホームページに掲載いたしますので，ご確認の程お願いいたします．

なお，採否は大会長にご一任ください． 

  



一般演題の募集期間 

 平成 28年 4月 7日（木）～5月 19日（木）正午（予定） 

 

お問い合わせ先 

大会事務局：聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座 

〒216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1 

TEL：044-977-8111（内線 3444） FAX：044-977-2931 

 

運営事務局：株式会社コングレ 東京本社 

〒102－8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 6F 

TEL：03-5216-5318  FAX：03-5216-5552 

 E-mail：jrs52@congre.co.jp 

 

併催研究会について 

 下記の研究会が併催されます．各研究会の詳細につきましては各会告をご参照ください． 

第 30回胸部放射線研究会    会期：平成 28年 9月 16日（金） 

第 29回頭頸部放射線研究会   会期：平成 28年 9月 17日（土） 

第 29回電子情報研究会     会期：平成 28年 9月 17日（土） 

第 26回日本救急放射線研究会  会期：平成 28年 9月 18日（日） 



会告Ⅲ  

 

第 30回 胸部放射線研究会案内 

 

日本医学放射線学会理事長  本田 浩 

第 52 回秋季臨床大会大会長 中島 康雄 

第 30 回胸部放射線研究会当番世話人 坂井 修二 

 

期  日： 平成 28年 9月 16日(金) 9：00～18：00 (予定) 

会  場： 京王プラザホテル 

〒160-8330 東京都新宿区西新宿 2-2-1 

TEL：03-3344-0111（代） 

 

＜演題募集要項＞ 

1. 一般演題と要望演題を募集致します． 

a） 一般演題：病理診断まで行われ，画像または病理所見で興味ある症例報告．もしくは，先天性

疾患，感染症などで臨床的に確定診断された病理組織のない症例報告. 

b） 要望演題（予定）：希少な特定疾患をテーマとして，画像診断に加えて治療方針や合併症で画

像が興味深い症例を募集予定です． 

2. 演題の応募はインターネットを利用したオンラインによる登録のみとします. 

登録用のホームページアドレスは後日広報させていただきます。 

※演題応募締め切り：平成 28年 5月 31日（金）正午（時間厳守） 

3. 抄録に掲載する画像については以下の規定に従って登録して下さい. 

a) 画像は 4点まで掲載できます． 

b) 複数画像を組み合わせ画像とするのは，拡大率の観点から原則禁止とさせていただきます． 

c) 病理診断の裏付けのある症例は，画像 4点に組織像を必ず含めて下さい. 

d) 写真は，JPEG形式 (グレーモード) で保存して下さい. 

e) データの容量は 1点につき，100KB以上，2MB以下で保存して下さい. 

f) 写真解像度は必ず 300ピクセル／inch以上でお願いします. 

g) 画像のファイル名は，図 1.jpg, 図 2,jpg などとして保存し，図の説明は抄録本文内に含めて

ください． 

（例）高分解能 CTでは，右肺 S3に石灰化を伴う分葉状の結節を認めた（図１）． 

4. 抄録本文は文字数が 600文字まで登録可能の予定です（半角文字は，0.5 文字として数えます）． 

5. 演題数が多い場合の採否は当番世話人にご一任ください. 

6. Journal of Thoracic Imaging への掲載論文として選出された場合には，論文投稿が可能か否か

を演題応募時にご選択ください. 

 

＜発表形式＞ 

1. すべて口演での発表とさせていただきます． 

2. 秋季臨床大会の形式に従います. 

 



＜連絡先＞ 

●オンライン登録に関するお問合わせ先 

〒106-0046 東京都港区元麻布 3-2-20 

丸統麻布ビル 2F (株)ブルーリッジ 

池田 順子 

Tel：03-6455-4338 

FAX：03-6455-4339 

e-mail：jstr30@blue-ridge.jp 

 

■当番世話人： 

〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 

東京女子医科大学 画像診断学・核医学講座 

坂井 修二 

Tel：03-3353-8111 

FAX：03-5269-7865 

事務担当：森 弓 

e-mail：mori.yumi@twmu.ac.jp 

 

■胸部放射線研究会事務局 

〒565-0871 吹田市山田丘 2-2 

大阪大学大学院医学系研究科 

放射線統合医学講座 放射線医学 

富山 憲幸 

Tel：06-6879-3430 

FAX：06-6879-3431 

教授室秘書：藤本 希 

e-mail：profsec@radiol.med.osaka-u.ac.jp 



会告Ⅳ  

 

第 29回 頭頸部放射線研究会案内 

 

日本医学放射線学会理事長  本田 浩 

第 52回秋季臨床大会大会長 中島 康雄 

 

第 29回頭頸部放射線研究会を下記の要領で開催致します． 

多数ご参加下さいますようご案内申し上げます． 

 

記 

 

期  日： 平成 28年 9月 17日（土）(秋季臨床大会 2日目) 

会  場： 京王プラザホテル（新宿） 

秋季大会ホームページ： http://www.congre.co.jp/jrs52/index.html 

 

演題募集要項： 

1） 頭頸部の画像診断を中心にした研究発表．症例報告も可． 

2） 下記の応募先メールアドレス宛に抄録原稿（Microsoft Word形式）を添付してご送付下さい．な

お，演題受領の確認メールを事務局からさせていただきます，一週間以内に返信メールが届かな

い場合は，事務局までお知らせ下さい． 

3） 抄録は演題名，演者（発表者には前に○とふりがなを明記），所属施設名を含めて全 600 字以内で

お願いします．フォントは MS 明朝体，サイズは 12 ポイントとして下さい．機種に依存する文字

のご使用はお控え下さい． 

4） 演題数が多い場合の採否は，頭頸部放射線研究会事務局にご一任下さい． 

 

演題締切日： 平成 28年 6月 3日（金） 

応募先メールアドレス： head-neckoffice@med.nagoya-u.ac.jp 

 

代表幹事： 順天堂大学大学院医学研究科放射線医学 青木 茂樹 

事 務 局： 〒466-8550 

      愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 65 

      名古屋大学医学部放射線医学教室内 長縄 慎二 

      TEL：052-744-2327(直通) FAX：052-744-2335 

 

      お問い合わせは事務担当 医局事務 亀井・丸一までお願い申し上げます． 

     Emailアドレス： head-neckoffice@med.nagoya-u.ac.jp 

http://www.congre.co.jp/jrs52/index.html


会告Ⅴ  

 

第 29回 電子情報研究会 案内 

 

日本医学放射線学会理事長  本田 浩 

第 52回秋季臨床大会大会長 中島 康雄 

当番世話人 桑鶴 良平 

 

期  日： 平成 28年 9月 17日 (土曜日) 9：00～17：15 (予定) 

会  場： 京王プラザホテル（新宿） 

      〒160-8330 東京都新宿区西新宿２-２-１ 

      TEL：03-3344-0111（代） 

 

 電子情報研究会は，発足当初から放射線医学に関わる最新の電子情報の技術的研究を中心に取り扱っ

てまいりましたが，平成 24 年度からより診療に即した企画を取り入れて開催されて来ております．そ

の流れに沿って今回は放射線科診療における電子情報の臨床的活用に関する企画を考えております．一

般演題についても例年通りたくさんの応募をいただけますように願っております．よろしくお願い致し

ます． 

 

１．企画テーマ（予定） 

放射線科診療に必要な電子情報の臨床的活用 

形式 シンポジウムあるいは教育講演 

（詳細は未定です） 

 

２．一般公募演題 

・ 検査オーダの処理について 

・ 検査プロトコールの工夫と検査指示について 

・ 読影の生産性向上と質の担保について 

・ 遠隔画像診断について 

・ 画質の管理，モニタの整備と精度管理について 

・ 院内の画像サーバの運用の工夫について 

・ 画像の外部保存について 

・ PACS, RISに関連したテーマについて 

・ ハイブリッド手術室の整備にむけた放射線科の対応について 

・ 地域連携にむけた放射線部門の情報運用について 

・ その他，放射線診療と電子情報に関連したテーマについて 

 

●一般演題の募集： 2016年 6月１7日（金曜日）締め切り 

電子情報研究会ホームページより，演題登録をお願いします． 

演題の採否については，電子情報研究会の世話人会で決定します． 

 



電子情報研究会ホームページ： http://denshi-jouhou.kenkyuukai.jp/about/ 

※演題登録（筆頭演者）は会員のみ（登録時に入会手続きが可能です） 

 

下記の内容をご登録ください． 

演題： 

演者： 

所属： 

抄録（400～600字）： 

連絡先 e-mail： 

連絡先 TEL・FAX： 

 

電子情報研究会事務局：岡山大学病院 放射線科（担当：郷原・亀山） 

E-mail：denshijouhouken@gmail.com 

〒700-8558 岡山市北区鹿田町２丁目５-１ 

TEL 086-235-7313（放射線科医局） FAX 086-235-7316（直通） 

 

当番世話人：順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線科 桑鶴 良平 

E-mail：kuwaturu@juntendo.ac.jp 

〒113-8431 東京都文京区本郷 3丁目１-３ 

TEL 03-3813-3111（代）/3420（内線） FAX 03-3812-3738（直通） 

 

 



会告Ⅵ  

 

第 26回 日本救急放射線研究会案内 

 

日本医学放射線学会理事長  本田 浩 

第 52回秋季臨床大会大会長 中島 康雄 

 

第 26回日本救急放射線研究会を下記の如く開催致します。 

多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

期  日： 平成 28年 9月 18日（日）8:30～16:30(予定) 

会  場： 京王プラザホテル 

 

・ 一般演題 

・ 石川メモリアルレクチャー 

・ フィルムリーディングセッション 

・ ERセミナー 

 

演題募集要項 

（演題の応募はインターネットからのオンライン登録のみとします） 

１） 救急放射線医学に関して広く演題を募集します。自慢の症例や痛恨の症例、冷や汗の症例など

の症例報告も大歓迎です。明日からの日常診療に役立つ演題を期待しています。 

２） 抄録原稿（Microsoft Word 形式）を添付してご送付下さい。1 週間以内に返信メールが届かな

い場合は、当番世話人までお知らせ下さい。 

３) 抄録は演題名、演者名（発表者には前に○とふりがなを明記）、所属施設名を含めて全 400字以

内でお願いいたします。フォントは MS 明朝体、サイズは 12 ポイントとして下さい。機種に依

存する文字のご使用はお控え下さい。 

４） 演題の採否は当番世話人にご一任下さい。 

５） プレゼンテーションファイルの作成にあたっては個人情報の保護につき、ご配慮いただきますよ

うお願いいたします。 

 

応募 URL： http://jser.kenkyuukai.jp 

応募受付期間 

・受付開始日時： 平成 28年 4月 28日（木） 

・受付終了日時： 平成 28年 6月 02日（木）正午 

 

当番世話人： 古川 顕 

       首都大学東京 

 



ご発表の演題はホームページ上で公開させていただきます。当日の大会ＰＣ受付にご提出いた

だきましたデータを掲載させていただきます。お手数ですが、個人情報にご配慮いただきたくお

願いいたします。ホームページ上でのファイル検索のため、プレゼンテーションファイルスライ

ドの後にスライドを１枚追加し、キーワードを３つ載せてください。特定の疾患を扱っている場

合は、疾病名をキーワードに入れてください。 

プレゼンテーションファイルは第三者が閲覧以外の目的で使用したり、ダウンロードできない

よう保護させていただきます。 

また、ホームページは、会員登録され、パスワードをお受けになった方のみ閲覧いただけます。 

なお、先生方がご発表になられた演題の使用に関する権利につきましては、全て先生方に帰属

いたします。 

何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

お問い合わせにつきましては、日本救急放射線研究会事務局 jser.since.1991@gmail.com に

てお受けいたします。 

 

【ERセミナーのご案内】 

 4年間で救急放射線医学の基礎を身につけるために本研究会の教育プログラムとして ERセミナーを 

企画しています。その道のプロから現場に即した講義が聞けます。 

  

期  日： 平成 28年 9月 17日（土） 9:30～11:30(予定） 

会  場： 京王プラザホテル 

テ ー マ： 「胸部救急疾患」 

（担当：松本 純一：聖マリアンナ医科大学） 

 

詳細は随時ホームページで公開いたします。 

URL： http://jser.kenkyuukai.jp/ 
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