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　次々々期会長（平成20年度）の決定は，以下の方法にて行うものとする．

記

1．会長候補者になろうとするものは，選挙管理委員会が定めた期日（平成17年 2 月20日）までに所定の用紙

を用いて，氏名，所属する施設名，生年月日，経歴および所信を記載し学会に届けなければならない．推

薦人は必要としない．

届け出用紙は学会事務局に請求すること．

2．選挙管理委員会は，会長候補者全員のリストを作成し代議員に送付する．

3．代議員は上記候補者リストの中から 1 名を代議員会（総会）で選挙し選出する．この候補者リスト以外か

らの選挙は出来ない．

　会長選挙の投票は平成17年日本医学放射線学会代議員会（総会）にて行います．立候補者名は平成17年 3 月

上旬に文書にて代議員の方にお知らせ致します．

日本医学放射線学会次々々期（平成20年度）会長の選出
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　以下の研究会等は，放射線科専門医更新単位取得制度学術集会としての単位が認められましたのでお知ら

せします．

● 3 単位 対象地域

東海 IVR懇話会 中部

（代表者：石口 恒男・愛知医科大学）

● 2 単位

北九州 IVRカンファレンス 福岡

（代表者：武田 宏之・北九州市立八幡病院）

● 以下は名称変更となりました。

関西GUR研究会（3 単位）［旧：関西GUR勉強会］

（代表者：富樫かおり・京都大学） 関西

（　 ）内は申請時の学術集会代表者ですが，開催年によっては変更になることがあります．また対象地域は，

地方の場合のみ申請時の開催地を記載しました．

○ 学術集会単位申請書類の請求および提出先：

　　　　　　〒355-0055　埼玉県東松山市松風台 4-62

　　　　　　日医放放射線科専門医更新事務局

　　　　　　TEL：0493-35-4649　FAX：0493-35-4587

　　　　　　E-mail：ky2s-mtsm@asahi-net.or.jp

　※ 学術集会の単位申請の受付は，毎年 2 月 1 日～2 月末日と 8 月 1 日～8 月末日の年 2 回です．上記期

間内に申請して下さい．また，会の名称および事務局等が変更された場合は，上記にお知らせ下さい．

新規学術集会認定申請単位決定等のお知らせ

理 事 長　遠　藤　啓　吾

会告 II
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　第 19 回腹部放射線研究会を下記のごとく開催いたしますので，多数ご参加下さいますようご案内申し上

げます．

記

当番世話人：熊本大学大学院　山下　康行　

会　　　期：平成17年 6 月 3 日（金）～ 6 月 4 日（土）

会　　　場：熊本市産業文化会館

　　　　　　〒860-0806　熊本市花畑町 7 番10号

　　　　　　TEL：096-325-2311

演題募集要項：第 18 回（前回）に創始された形式（討論を主体にした口頭発表と問題提示（クイズ）形式を主体

にした展示発表）にならいます．

（1）募集する腹部疾患

　I  ：組織学的裏付けがありそれをもとにした討論が可能な症例．

　II ：組織学的裏付けがある教育的症例．

　III：興味深いあるいは稀な画像所見を呈した症例．

　IV：検査時点での迅速な画像診断が治療方針決定に特に重要であった症例．

（2）口頭発表では，病理医をコメンテーターとして迎え，質疑応答を行います．

（3）演題の応募はホームページを用いたオンライン登録のみでの受付とします．

平成16年12月15日開設の本研究会ホームページ内にあるオンライン演題抄録登録ホームページの記載に

従って入力してください． 　　　　　　　　　　

アドレス：http://www.jsar.umin.jp　（演題抄録受付開始：平成17年 1 月 5 日）

（4）発表形式は口頭発表あるいは問題提示（クイズ）形式を含めた展示発表のいずれかをオンライン登録上で選

択いただきますが，結果として選択いただいた形式と異なる形式とさせていただく可能性がございます．

当番世話人に一任下さい．

演題採否と発表形式の決定はオンライン演題抄録登録ホームページ上でご確認下さい．

（平成17年 4 月中にホームページに掲示の予定です）．

※一般演題セッションの他，ランチョンセミナーを企画しております．

演題申込締切：平成17年 2 月15日（火）正午

問い合わせ先：熊本大学大学院医学薬学研究部　放射線診断学分野　森下　昭治

〒860-8566　熊本市本荘1-1-1

TEL：096-344-2111 (医局)，096-362-4330

E-mail:morisita@kaiju.medic.kumamoto-u.ac.jp 　　

事     務     局：奈良県立医科大学　放射線医学教室内

〒634-8522 奈良県橿原市四条町840

TEL：0744-29-8900，FAX：0744-24-1988

E-mail : rad@naramed-u.ac.jp
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会告 IV

第 18 回　医学物理士認定試験結果

理 事 長　遠　藤　啓　吾

試験方法：受験資格認定および筆記試験

（試験問題については第 64 巻 8 号巻末をご覧下さい）

筆記試験：

日　　時：平成16年10月 9 日（土）10：00～

場　　所：東京都文京区湯島　東京医科歯科大学

試験結果：平成16年度受験資格認定申請者　130名

　　　　　平成16年度受験資格認定合格者　129名

　　　　　受験者　132名（うち欠席者　9 名）　　　合格者　80名

合格者氏名

                         　　　　 　　　　　

千田　浩一 河村　誠治 安藤　和夫 氏田　浩一 照沼　利之

長畑　智政 南部　秀和 佐野　尚樹 木村　重伸 中井　資貴

佐藤　敏輝 石山　博條 橋本　晴満 青山　英樹 小柳　広樹

西本　康宏 島　　勝美 村上　幸一 榎戸　義浩 上野　敬三

木村　　聡 早川　岳英 森崎　将臣 座間　佳男 馬場　貞明

原　　孝光 高倉　　亨 中田　　学 沼野　真澄 山本　竜一

門前　　一 長松　健一 根本　幹央 半村　勝浩 小幡　史郎

高木　　等 有村　秀孝 下郷　智弘 小山登美夫 島田　秀樹

中谷儀一郎 太田　嘉昭 舘岡　邦彦 伊藤　浩子 平野　一博

花田　剛士 長谷川光昭 伊藤　憲一 安田　成臣 金井　一能

宮野　英人 新井　裕美 中庭　　理 山崎　理衣 佐藤　智春

野武　亮一 長瀬　尚巳 横川　徳造 圓谷　明男 川守田　龍

林　　健佑 能登　公也 福島　　昇 矢能　稔啓 五十嵐　智

廣瀬保次郎 加藤　弘之 多湖　正夫 松田　一秀 十和田　誠

小林　正尚 秋田　経理 池田　　剛 古谷　智久 小林　正和

隅田　伊織 小泉　雅彦 佐々木一也 和氣　治雄 小島　　徹
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会告 V

第 18 回　医学物理士認定者

理 事 長　遠　藤　啓　吾

　日本医学放射線学会医学物理士認定委員会の審査により，平成16年度の医学物理士に認定された方は下記

の通りです．

記

                          　　　　 　　　　　

千田　浩一 河村　誠治 安藤　和夫 氏田　浩一 照沼　利之

長畑　智政 南部　秀和 佐野　尚樹 中井　資貴 佐藤　敏輝

石山　博條 青山　英樹 小柳　広樹 島　　勝美 村上　幸一

榎戸　義浩 上野　敬三 木村　　聡 森崎　将臣 馬場　貞明

原　　孝光 高倉　　亨 沼野　真澄 山本　竜一 門前　　一

根本　幹央 半村　勝浩 小幡　史郎 高木　　等 有村　秀孝

小山登美夫 島田　秀樹 太田　嘉昭 舘岡　邦彦 伊藤　浩子

長谷川光昭 新井　裕美 山崎　理衣 佐藤　智春 野武　亮一

長瀬　尚巳 横川　徳造 圓谷　明男 川守田　龍 福島　　昇

矢能　稔啓 廣瀬保次郎 多湖　正夫 松田　一秀 十和田　誠

池田　　剛 隅田　伊織 小泉　雅彦 佐々木一也 和氣　治雄

平井　正明 青木　　誠 奥村　敏之 世古　幸秀 飯田　修一

河島　通久 大野　吉美 中島　健雄


