
FOR THE MEMBERS ONLY 

会告 Ⅰ 
 

 

第 50 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 栗林 幸夫 

第 50 回秋季臨床大会大会長 廣田 省三 

 

 第 50 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ので、ご案内申し上げます。今

回はアジアオセアニア放射線学会（AOCR）との併催となります。会員の皆様の多数のご参加をお待ち

しております。 

 

記 

期 日： 平成 26 年 9 月 26 日(金)～28 日(日) 

会 場： 神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場、神戸国際展示場 

大会テーマ： 「放射線がつなぐ医療の進化」 

内 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） AOCR との Joint 企画 

（10） 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://www2.convention.co.jp/jrs50/）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 26 年 4 月 24 日(木)～6 月 5 日(木) 

 

 

お問い合わせ先 

  運営事務局：日本コンベンションサービス株式会社 関西支社 

              〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2 階 

              TEL：06-6221-5933 FAX：06-6221-5939 

              E-mail：jrs50@convention.co.jp 

   

 大会事務局：兵庫医科大学放射線医学講座 

             〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町 1 番 1 号 

TEL：0798-45-6362 FAX：0798-45-6361 

E-mail：jrs50@hyo-med.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。 

 

 

 



会告 Ⅱ 
 

 

第 28 回 胸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 50 回秋季臨床大会大会長 廣田 省三 

 

期    日：平成 26 年 9 月 26 日 (金) 8：45～17：30 (予定) 

会    場：神戸ポートピアホテル 南館 BF「トパーズ」  

       〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町 6-10-1 

       TEL：078-302-1111  

 

＜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://jtrg28.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 26 年 6 月 13 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、2MB 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. 

スライド言語は英語、発表言語は日本語または英語のいずれも可です。 

 

 

 

 



 

＜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 熊本市中央区水前寺 4-39-11 

 TEL：096-382-7796 FAX：096-386-2025  

 E-mail：jtrg28@secand.jp 

 

● その他のお問合わせ 

■ 当番世話人： 大阪大学大学院医学系研究科放射線医学講座 富山 憲幸 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2 

TEL：06-6879-3434  FAX：06-6879-3439   

  E-mail：tomiyama@radiol.med.osaka-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 27 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50回秋季臨床大会大会長 廣田  省三 

 

第 27 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 26 年 9 月 27 日（土） 

会  場： 神戸国際会議場 3 階 国際会議室 

 

頭頸部放射線研究会ホームページ: http://hn_rad.umin.jp/ 

 

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．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 26 年 6 月 5日（木） 

応募先メールアドレス： jhnroffice27@gmail.com 

 

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 

      お問い合わせは担当 鈴木 通真 までお願い申し上げます． 

      



   

会告 Ⅳ 
 

 

第 27 回 電子情報研究会学術集会案内 

                       日本医学放射線学会理事長 栗林 幸夫 
    第 50 回秋季臨床大会大会長 廣田  省三 

当番世話人  上田  和彦 

 

期   日： 平成 26 年 9 月 27 日（土）9:00～17:00 

会   場： 神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル 

           

 電子情報研究会は、多くの皆様の関心が集まる研究会となりますよう、現在、改革を推し進めており

ます。昨年度、会則制定・事務局開設など研究会の基盤を整備し、「新生」電子情報研究会として初め

ての学術集会を無事終了いたしました。 

 今年度は「日常診療に役立つ身近な研究会」を目指し、即効性の高い教育講演と公募演題の構成で学

術集会を開催します。日本医学放射線学会秋季臨床大会参加者の当集会への参加費は無料です。 

 多くの皆様のご参加をお待ちしております。  

 

1. 教育講演 すぐ使える！ IT 活用画像診断のコツ 

     頭部   田岡 俊昭 先生（奈良医大） 

     胸部  岩野 信吾 先生（名古屋大） 

     乳房  白岩 美咲 先生（香川県中）  

     腹部    赤羽 正章 先生（東京大） 

     骨盤    今岡  いずみ 先生（近畿大） 

 

2．公募演題（口演） 

放射線医学に関連した電子情報に関する演題を募集します。Scientific research paper に加え、創

意紹介・事例呈示・課題報告・情報提供・製品紹介も歓迎します。 

テーマ例： 

・ 画像診断・IVR・放射線治療への IT 活用（省力・精度向上・時間短縮） 

・ 放射線部門システム（PACS・レポート・RIS）内デ－タの二次活用 

・ 診断・治療に役立つウェブサイト 

・ 診療支援ソフトウエア（例：病変拾い上げ支援、自動診断、画像統合） 

・ 診療支援ハードウエア（ツール・デバイス） 

・ 電子教材（例:ティーチングファイル） 

・ 研究への IT 活用（含：臨床試験における電子情報） 

・ 電子情報を用いた診療環境の改善 

・ 看護部・放射線技術部における informatics 

・ 放射線診療における汎用可搬デバイス（スマートフォン・タブレット・ノート PC） 

・ 地域連携における電子情報（例：遠隔画像診断） 



   

・ PACS と他部門システム（例：PACS と電子カルテ） 

・ 診療基盤を整え守る---電子情報規格・情報安全管理・放射線安全管理 

 

応募期限： 平成 26（2014）年 6月 3日（火） 

応募方法： 抄録ファイルのメール添付（以下の項目を記入した MS-Word(doc または docx)形式ファイ

ルを添付し informatics2014@shinshu-u.ac.jp へ送信してください）。 

入力項目（使用フォント:MS 明朝 12 ポイント） 

演題名 

演者名（筆頭演者は電子情報研究会にご入会ください（HP 参照）） 

演者名ふりがな 

所属 

抄録（600 字以内） 

筆頭演者への連絡先: 電話、ファックス、メールアドレス 

 

第 27 回学術集会に関するお問い合わせ先 

 第 27 回学術集会事務局： 信州大学医学部画像医学講座 上田和彦 

    〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1 

    電話 0263-37-2650、FAX 0263-37-2651 

    メールアドレス informatics2014@shinshu-u.ac.jp 

 

入会など電子情報研究会に関するお問い合わせ先 

 研究会事務局：  昭和大学横浜市北部病院放射線科 

    〒224-8503 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 35-1 

    電話 045-949-7000(代表)、FAX 045-949-7049 

    メールアドレス denshijouhouken@gmail.com 

 

研究会入会のご案内 

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

 



会告 Ⅴ 
 

 

第 24 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 50 回秋季臨床大会大会長 廣田 省三 

 

第 24 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 26 年 9 月 28 日（日） 

会 場：神戸ポートピアホテル、神戸国際展示場、神戸国際会議場 

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町 6-10-1   

                      

・ 一般演題 

・ 石川メモリアルレクチャー 

 講師：亀井  誠二 （愛知医科大学放射線科） 

・ 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 ：yamasaki.m@kohka-hp.or.jp 

応募受付期間 ：平成 26 年 4 月 24 日（木）～6月 5日（木）  

当番世話人 ： 山崎  道夫             

        公立甲賀病院放射線科 

 



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 26 年 9 月 27 日（土）午前（予定） 

会 場 ： 神戸国際会館メインホール （予定）  

テーマ ： 「中枢神経」 

          （担当：山田 惠：京都府立医科大学 放射線医学教室） 

１） 「中枢神経」 

詳細未定 

２） 「中枢神経」 

詳細未定 

３） 「脊髄」 

詳細未定 



会告 Ⅵ 
 

 

第 74 回日本医学放射線学会総会・学術集会案内（Ⅰ） 

      日本医学放射線学会理事長 栗林 幸夫 

第 74 回日本医学放射線学会総会会長  大友 邦 

 

 第 74 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 32

巻 7 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： Be Cool and Practical 

    

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 27 年 4 月 16 日（木）～4月 19 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 東京都文京区本郷 7-3-1 

  東京大学大学院医学系研究科放射線医学講座 

第 74 回日本医学放射線学会総会実行委員会 

担当：赤羽正章、國松 聡 

TEL：03-5800-8666  FAX：03-5800-8935 



会告 Ⅶ 
 

 

第 34 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 34 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： 山田 惠  京都府立医科大学 放射線診断治療学講座 

 

期   日： 平成 26 年 6 月 19 日（木）〜 6 月 21 日（土） 

 

会   場： グランドプリンスホテル京都 

       〒606-8505 京都府京都市左京区岩倉幡枝町 1092-2 

       TEL: 075-712-1111（代表）/ FAX: 075-712-7677 

 

内   容： 症例カンファレンス，教育講演 

 

登録締切日： 平成 26 年 5 月 7 日（水） 

 

申込み方法： オンライン登録（http://nrws.umin.ac.jp） 

 

連 絡 先： 〒602-8566 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465 

       京都府立医科大学 放射線診断治療学講座 

       第 34 回神経放射線ワークショップ 

       TEL: 075-251-5620（医局直通）/ FAX: 075-251-5840 

       E-mail: rad@koto.kpu-m.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 



 

 

地区 認定番号 総合修練機関名

中部 総-203 名古屋市立西部医療センター

関西 総-189 大阪警察病院

中四国 総-190 福山市民病院

（Ⅰ）放射線科専門医総合修練機関の認定

会告 Ⅷ

理事長　栗林　幸夫

放射線科専門医総合修練機関，修練機関および特殊修練機関の認定

研修施設申請書（平成24年4月1日より平成25年3月31日まで）にもとづき,下記の機関は平成26年4月1日より平成29年3
月31日まで放射線科専門医総合修練機関として認定します．

地区 認定番号 修練機関名 総合修練機関名 認定部門

北日本 修-503 岩手県立中部病院 岩手医科大学附属病院 全部門

北日本 修-504 独立行政法人 国立病院機構 弘前病院 弘前大学医学部附属病院 画像診断・IVR

北日本 修-559 市立小樽病院 北海道大学病院 画像診断・IVR

関東 修-505 春日部市立病院 日本大学医学部付属板橋病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-506 独立行政法人 国立病院機構 まつもと
医療センター

信州大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-508 草加市立病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関東 修-509 社会医療法人財団石心会　川崎幸病院 昭和大学病院 画像診断・IVR

関東 修-510 佐野厚生総合病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関東 修-511 独立行政法人国立国際医療研究セン
ター国府台病院

国立国際医療研究センター病院 画像診断・IVR

関東 修-512 社会福祉法人仁生社　江戸川病院 日本大学医学部付属板橋病院 放射線治療

関東 修-513 社会医療法人財団互恵会　大船中央病
院

慶應義塾大学病院 放射線治療

関東 修-514 獨協医科大学日光医療センター 獨協医科大学病院 画像診断・IVR

関東 修-558 社会福祉法人　三井記念病院 帝京大学医学部付属病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-560 館林厚生病院 群馬大学医学部附属病院 放射線治療

関東 修-561 医療法人沖縄徳洲会　湘南厚木病院 湘南鎌倉総合病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-562 医療法人社団 誠馨会 新東京病院 東京大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関東 修-563 とちぎメディカルセンター下都賀総合
病院

自治医科大学附属病院 画像診断・IVR

関東 修-564 芳賀赤十字病院 自治医科大学附属病院 画像診断・IVR

関東 修-565 埼玉県済生会栗橋病院 東京女子医科大学病院 画像診断・IVR

関東 修-566 新百合ヶ丘総合病院 日本医科大学付属病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-567 社会医療法人ジャパンメディカルアラ
イアンス　海老名総合病院

日本医科大学付属病院 画像診断・IVR

関東 修-568 練馬光が丘病院 東京大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中部 修-515 独立行政法人国立病院機構　三重中央
医療センター

三重大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-516 朝日大学歯学部附属村上記念病院 岐阜大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中部 修-517 市立四日市病院 名古屋大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-518 小松市民病院 金沢大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中部 修-519 独立行政法人　国立長寿医療研究セン
ター

名古屋大学医学部附属病院 核医学

中部 修-569 浜松医療センター 浜松医科大学医学部附属病院 放射線治療

中部 修-570 地方独立行政法人　桑名東医療セン
ター

三重大学医学部附属病院 画像診断・IVR

（Ⅱ）放射線科専門医修練機関の認定

研修施設申請書（平成24年4月1日より平成25年3月31日まで）にもとづき,下記の機関は平成26年4月1日より平成29年3月31日まで放
射線科専門医修練機関として認定いたします．



 

 

 

地区 認定番号 修練機関名 総合修練機関名 認定部門

関西 修-520 医療法人藤井会　大東中央病院 大阪市立大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 修-521 京都山城総合医療センター 京都府立医科大学附属病院 画像診断・IVR

関西 修-571 兵庫県立塚口病院 京都大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 修-572 医療法人社団　明石医療センター 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中四国 修-523 独立行政法人労働者健康福祉機構山陰
労災病院

鳥取大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-524 川崎医科大学附属川崎病院 川崎医科大学附属病院 画像診断・IVR

中四国 修-525 岡山旭東病院 岡山大学病院 核医学

中四国 修-573 独立行政法人国立病院機構　関門医療
センター

山口大学医学部附属病院 全部門

中四国 修-574 愛媛県立今治病院 愛媛大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中四国 修-575 徳島市民病院 徳島大学病院 放射線治療

九州 修-526 佐世保市立総合病院 長崎大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-527 社団法人遠賀中間医師会　遠賀中間医
師会おんが病院

九州大学病院 画像診断・IVR

九州 修-528 大分県厚生連　鶴見病院 大分大学医学部附属病院 画像診断・IVR、放射線治療

九州 修-529 九州大学病院別府病院 九州大学病院 放射線治療

九州 修-576 地方行政法人　那覇市立病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-577 JCHO久留米総合病院 久留米大学病院 画像診断・IVR、核医学

地区 認定番号 修練機関名 総合修練機関名 認定部門

中部 修-440 三重厚生連　鈴鹿中央総合病院 三重大学医学部附属病院 全部門

関西 修-183 奈良県立奈良病院 奈良県立医科大学 全部門

関西 修-549 明和病院 兵庫医科大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-368 医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR、放射線治療

※特殊修練機関は、主たる研修機関でなく、総合修練機関あるいは修練機関への協力機関としての位置づけとなります．

地区 認定番号 特殊修練機関名 総合修練機関名 認定部門

関東 特-5 医療法人社団ゆうあい会　ゆうあいク
リニック

横浜市立大学附属病院 PET

関東 特-6 相澤病院 信州大学医学部附属病院 PET

関東 特-13 公益財団法人藤沢市保健医療財団　藤
沢市保健医療センター診療所

横浜市立大学附属病院 画像診断

　下記の機関は放射線科専門医修練機関として部門追加申請が承認され，平成26年4月1日より平成28年3月31日まで以下の通り認定
いたします．

（Ⅲ）放射線科専門医特殊修練機関の認定

研修施設申請書（平成24年4月1日より平成25年3月31日まで）にもとづき,下記の機関は平成26年4月1日より平成29年3月31日まで放
射線科専門医特殊修練機関として認定いたします．




