FOR THE MEMBERS ONLY
会告 Ⅰ

第 49 回

日本医学放射線学会秋季臨床大会案内
栗林
第 49 回秋季臨床大会大会長 石口
日本医学放射線学会理事長

幸夫
恒男

第 49 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致します。多数ご参加くださいますよう
ご案内申し上げます。
記
期

日：

平成 25 年 10 月 12 日(土)～14 日(月・祝)

会

場：

名古屋国際会議場

大会テーマ：
内

「奏でよう放射線医学－No Radiology, No Life－」

容：
（予定）
（1）

シンポジウム

（2）

教育講演

（3）

イメージ・インタープリテーション・セッション

（4）

教育展示

（5）

学術展示（症例報告を含む）

（6）

ランチョンセミナー

（7）

リフレッシャーコース

（8）

研修医セミナー

（9）

特別企画

学術展示（症例報告を含む）募集：ポスター展示
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発表を募集します。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。
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。診断、治療、核医学および IVR での
教訓的な展示を募集致します。
一般演題・教育展示の募集要項
大会ホームページ（http://www.congre.co.jp/jrs49/）で募集します。また、要項も掲載しております。
ご参照ください。なお、採否は大会長にご一任ください。
一般演題・教育展示の募集期間
平成 25 年 4 月 25 日(木)～6 月 13 日(木)

お問い合わせ先
運営事務局：株式会社コングレ中部支社内
〒460-0004

愛知県名古屋市中区新栄町 2-13 栄第一生命ビルディング

TEL：052-950-3369 FAX：052-950-3370
E-mail：jrs49@congre.co.jp
大会事務局：愛知医科大学医学部放射線医学講座
〒480-1195

愛知県長久手市岩作雁又 1-1

TEL：0561-62-3311 (内線 2833) FAX：0561-63-3268
E-mail：idai2013@aichi-med-u.ac.jp
併催研究会について
頭頸部放射線研究会、電子情報研究会、胸部放射線研究会、救急放射線研究会が併催されます。各研
究会につきましては本号または次号の各会告をご参照ください。
なお、F1 日本 GP の予選が 10 月 12 日（土）
、決勝が 13 日（日）に三重県鈴鹿市で予定されており、
ホテルの混雑が予想されますので早めに確保をお願いします。
（事務局で宿泊の手配はいたしません。
）

会告 Ⅱ

第 27 回 胸部放射線研究会案内
日本医学放射線学会理事長
第 49 回秋季臨床大会大会長
期

日：平成 25 年 10 月 12 日 (土) 8：40～17：15 (予定)

会

場：名古屋国際会議場

栗林 幸夫
石口 恒男

〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号
TEL：052-683-7111
＜一般演題募集要項＞
1. a)

一般演題：病理診断まで行われ、画像または病理所見状興味ある症例報告、病理診断の裏付け

のない症例報告(先天性疾患、感染症、画像のみの経過など)も受け付けます.
b) Quiz 演題

(4～6 症例予定)：画像所見がユニークで確定診断につながる情報がある症例、まず

診断名を伏せて画像だけを提示し、会場で短い討論の後、診断を示す形式で、会場の聴衆にも考え
参加してもらうもの.
c) 要望演題（詳細未定）
：原病の画像診断に加えて、治療方針や合併症で画像が興味深いもの
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.
演題応募ホームページアドレス http://jtrg27.umin.jp
Quiz 演題も通常の形式で、診断や解説を含め演題応募してください.
演題応募締め切り：平成 25 年 6 月 28 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.
1) 画像は 4 点まで掲載できます(病理像の裏付けのない症例報告については掲載なしで可).
2) 写真は、JPEG 形式 (グレーモード) で保存して下さい.
3) データの容量は 1 点につき、100KB 以上、700KB 以下で保存して下さい.
4) 写真解像度は必ず 300 ピクセル／inch でお願いします.
4. 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.
5. 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＞
PC をご持参ください.
口演で、主として画像診断と病理診断について討論を行いますが、病理学的裏付けのない症例につい
ても臨床的に検討いたします.

＜連絡先＞
●

オンライン登録に関するお問合わせ先
学会サポートセンター (株式会社セカンド)
学会担当：富永 博文
〒862-0950 熊本市水前寺 4-39-11
TEL：096-382-7796 FAX：096-386-2025
E-mail：jtrg27@secand.jp

●

その他のお問合わせ

■

当番世話人： 朝日大学歯学部附属村上記念病院放射線科 桐生拓司
〒500-8523 岐阜市橋本町 3-23
TEL：058-253-8001 FAX：058-253-7039
E-mail：kiryu@murakami.asahi-u.ac.jp

■

胸部放射線研究会事務局

〒350-1298 埼玉県日高市山根 1397-1
埼玉医大国際医療センター画像診断科内
TEL&FAX：042-984-4520
E-mail：kyobuho@saitama-med.ac.jp

会告 Ⅲ

第 26 回 頭頸部放射線研究会案内
日本医学放射線学会理事長 栗林 幸夫
第 49 回秋季臨床大会大会長 石口 恒男
第 26 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
会

日： 平成 25 年 10 月 13 日（日）
場： 名古屋国際会議 会議室 4 号館(431・432 予定)

秋季大会ホームページ: http://www.congre.co.jp/jrs49/
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 25 年 6 月 8 日（土）
応募先メールアドレス： naka24@juntendo.ac.jp
代表幹事： 産業医科大学放射線科学教室 興梠 征典
事 務 局：〒113－8421
東京都文京区本郷 2-1-1
順天堂大学放射線医学教室 青木 茂樹
TEL：03-3813-3111(代表) FAX：03-3816-0958
Email アドレス：naka24@juntendo.ac.jp
お問い合わせは事務担当 中西 淳 までお願い申し上げます．
Email アドレス:naka24@juntendo.ac.jp

会告 Ⅳ

第 26 回 電子情報研究会

日本医学放射線学会理事長 栗林 幸夫
第 49 回秋季臨床大会大会長 石口 恒男
当番世話人 櫛橋 民生

期

日： 平成 25 年 10 月 12 日（土）9:00～17:00

会

場： 第 49 回日本医学放射線学会秋季臨床大会
名古屋国際会議場
電子情報研究会は，平成 24 年度から、他の各種研究会同様日本医学放射線学会の傘下で、開催され

る運びとなっております。いわば「新生」電子放射線研究会の誕生です。しかし他の各種研究会と異な
り、日常携わる画像診断学とはかけ離れた内容のため、その重要性は認識されているものの、演題応募
は限られたものとなっております。今回は下記の 3 つのシンポジウムと、小さなテーマを例とした一般
演題で構成する予定です。
1． シンポジウム 1 「PACS と電子カルテの現状と今後」
モニター診断や電子カルテが稼働可能となってから 10 数年経過しています。PACS や電子カルテの
ベンダーにより現状と今後を検討します。
2．シンポジウム 2 「大規模な遠隔画像診断組織の良好な構築」
遠隔画像診断は放射線科の重要な業務となっていることは近年の規模や画像取り扱い数をみると明
らかな事実です。商業ベースや大学発信の遠隔画像診断組織の構築や今後を検討します。
3．シンポジウム 3 「放射線科中心の特殊センターでの画像診断と PACS」
放射線科の業務は読影室、検査室、治療中心の枠組みに限られることなく、特殊センターの構築等
が普及し始めています。これらの特殊センターの電子情報の取り扱いを報告して頂きます。
4.

一般公募演題
・良好な読影環境のための（小さな）工夫
・多量な画像情報の有効利用のための（小さな）工夫
・スマートフォン、タブレット利用の展開
・クラウドコンピュータと放射線科
・遠隔画像診断組織の各工夫
顧客獲得
高品質なレポート
緊急レポート対応
読影医のブラッシュアップ 等々

・PACS と電子カルテの良好な相互利用
・各種に亘る画像の PACS での使い分け
・看護部門と電子情報
・技師部門と電子情報
・その他
●一般演題の募集： 2013 年 6 月 25 日（火） 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：
事務局： 昭和大学横浜市北部病院放射線科内 （担当：松成・久良）
e-mail: denshijouhouken@gmail.com
〒224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 35-1
TEL: 045-949-7000（代） FAX: 045-949-7049（放射線科直通）

会告 Ⅴ

第 23 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

栗林

幸夫

第 49 回秋季臨床大会大会長

石口

恒男

第 23 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 25 年 10 月 13 日（日）～14 日（月）

会

場：名古屋国際会議場
〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号
TEL: 052-683-7711

・ 一般演題
・ 石川メモリアルレクチャー
講師：高良 博明 （沖縄県立中部病院 放射線科）
・ フィルムリーディングセッション
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。

応募先メールアドレス ：E-mail：jser2013@aichi-med-u.ac.jp
応募受付期間 ：平成 25 年 4 月 25 日（木）～6 月 13 日（木）
当番世話人 ： 亀井 誠二
愛知医科大学放射線科

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@marianna-u.ac.jp 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 25 年 10 月 13 日（日）

会

場 ： 名古屋国際会議場

テーマ ： 「骨傷」
（担当：中島康雄：聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座）
１） 「骨盤骨折」
船曵知弘先生（済生会横浜市東部病院 救命救急センター）
２） 「小児虐待」
古川理恵子先生（自治医大とちぎ子ども医療センター 小児画像診断部）
３） 「四肢の骨傷」
橘川 薫先生（藤沢湘南台病院 放射線科）

会告 Ⅵ

第 73 回日本医学放射線学会総会・学術集会案内（Ⅰ）
栗林 幸夫
第 73 回日本医学放射線学会総会会長 金澤 右
日本医学放射線学会理事長

第 73 回日本医学放射線学会総会・学術集会を下記の如く開催いたします。演題の申し込み要綱は 31
巻 6 号（７月）の会告、総会案内（II）および本会ホームページでお知らせ致します。
記
メインテーマ：「向きあう、つながる、そして広がる」
(Face to Faces, Face to Communities, Face to the World)
会場（学術発表）： パシフィコ横浜
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1
TEL：045－221－2155
（機器展示）： 同上
理事会・代議員会（総会）・学術集会
平成 26 年 4 月 10 日（木）～4 月 13 日（日）
１）

研究発表
・口演
・電子ポスター

２）

合同シンポジウム

３）

特別講演

４）

教育講演

５）

イメージ・インタープリテーションセッション

６）

その他

連絡先
〒700-8558

岡山市北区鹿田町 2 丁目 5-1
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科放射線医学
第 73 回日本医学放射線学会総会実行委員会
担当：佐藤修平
TEL：086-235-7313 FAX：086-235-7316

会告 Ⅶ

第 33 回 神経放射線ワークショップ案内
日本医学放射線学会理事長

栗林 幸夫

第 33 回神経放射線ワークショップを下記のごとく開催いたします．
記
当番世話人： 外山 芳弘

香川大学医学部 放射線医学講座

期

日： 平成 25 年 6 月 27 日（木）〜 6 月 29 日（土）

会

場： 湯元ことひら温泉 琴参閣
〒766-0001

香川県仲多度郡琴平町 685-11

TEL: 0877-75-1000（代表）/ FAX: 0877-75-0600
内

容： 症例カンファレンス，教育講演

登録締切日： 平成 25 年 5 月 13 日（月）
申込み方法： オンライン登録（http://nrws.umin.ac.jp）
連

絡 先： 〒761-0793

香川県木田郡三木町池戸 1750-1

香川大学医学部 放射線医学講座
第 33 回神経放射線ワークショップ
TEL: 087-891-2219（医局直通）/ FAX: 087-891-2220
E-mail: nrws33@med.kagawa-u.ac.jp
事

務 局： 〒113-8421

東京都文京区本郷 2-1-1

順天堂大学医学部 放射線医学講座 青木 茂樹
TEL: 03-3813-3111（大代表）/ FAX: 03-3816-0958（医局直通）
以上

