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　第 32 回断層映像研究会を下記の要領で開催いたします．

記

　　　　：田中　良明（日本大学医学部放射線医学教室）

期　　日：平成 15 年 11 月 14 日（金），15 日（土）

会　　場：日本大学会館

〒102-8275　東京都千代田区九段南 4-8-24 TEL（03）5275-8001

アルカディア市ヶ谷（懇親会）

〒102-0073　東京都千代田区九段北 4-2-25 TEL（03）3261-9921

メインテーマ：断層映像の新たな展開－形態診断から機能診断へ－

内　　容：特別講演，シンポジウム，ワークショップ，一般演題を予定しています．

演題募集要項：一般公募演題

　 　あらゆる領域（中枢神経，胸部，腹部，骨盤，骨軟部，その他）の断層映像および映像電子情報

に関する研究すべてを歓迎します．特に今回は，今最も注目を集めているマルチディテクターCT

を中心に，MRI，SPECT，PETなどの各種断層映像による形態診断から機能診断に向けた新た

な展開に関するテーマを採りあげたいと思っております．もちろんこの他の一般演題も受け付け

ますので，ふるってご応募下さい．

（1）演題応募は800字以内の抄録（表題，発表者全員の所属，氏名，本文（図表なし））に，筆頭演者

連絡先を付けて，e-mailで下記宛てに期日までにお送り下さい．

（2）発表形式は口演もしくは展示発表です．発表形式については大会事務局にご一任下さい．た

だし展示発表を希望されている場合には，その旨を演題応募時にご記入下さい．展示の大き

さは，横116cm，縦180cmです．口演はコンピュータによる発表とします．

（3）筆頭演者は，断層映像研究会会員に限ります．非会員の場合は前もってご入会下さい．入会

手続きは大会事務局までご連絡下さい．

（4）e-mai lでの演題応募について抄録作成に使用するソフトは以下のものに限ります．

Windows：Word 95，97，2000，2002，Macintosh：Word 6.0，98，2001．抄録のファ

イル名は，抄録＿筆頭者氏名.doc（Windows），または抄録＿筆頭者氏名（Macintosh）として

下さい．抄録作成後，添付ファイルにて下記メールアドレスに送付して下さい．

（5）演題応募後の受領確認はe-mailで通知します．

（6）提出された抄録は，断層映像研究会雑誌に掲載します．

演題応募締切：平成 15 年 8 月 20 日（水）必着

　　　　　　：〒173-8610　東京都板橋区大谷口上町 30-1　日本大学医学部放射線医学教室内

第32回断層映像研究会事務局　　奥畑　好孝

TEL：03-3972-8111（内線2553）　　FAX：03-3958-2454

e-mail：danso03＠med.nihon-u.ac.jp

担当：三平智美，吉松まゆ子

会告 I

第 32 回断層映像研究会のご案内

会　長　隈　崎　達　夫

大 会 長

演題送付先
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　下記の如く第 17 回医学物理士認定試験を行います．受験資格を認定された受験希望者は必要書類を揃え

て期日までに出願して下さい．

記

1. 試験の期日： 平成 15 年 10 月 11 日（土）　10：00～16：00

2. 試験の場所： 学士会館赤門分館（東京都文京区本郷 7-3-1）

3. 試 験 課 目： 解剖学，生理学，病理学，放射線診断学，核医学，放射線治療学，放射線生物学，放射線

基礎物理学，放射線防護，放射線診断物理学，核医学物理学，放射線治療物理学，放射線

測定，情報処理，放射線関連法規及び勧告

4. 試 験 方 法： 筆答

5. 受験手続き： 出願受付開始 平成 15 年 8 月 11 日（月）

　　　　　　　 出願締切 平成 15 年 9 月 11 日（月）

6. 受　験　料： 15,000円

　詳細は受験資格認定合格者に個別にお知らせ致しますが，不明の点は下記へお問い合わせ下さい．

〒263-8555 千葉市稲毛区穴川 4-9-1

放医研・医学物理部内

日本医学放射線学会医学物理士認定委員会

事務局（担当：佐　野　正　子）　

TEL　043-206-3177　

FAX　043-206-3246

Email：m.sano＠nirs.go.jp

会告 II

第 17 回医学物理士認定試験のお知らせ

会　長　隈　崎　達　夫
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　平成 15 年 10 月東京都内にて第 17 回医学物理士認定試験を実施します．受験資格については医学物理

士認定制度規定（注）を参照の上，多数応募して下さい．

　試験に先立ち受験資格認定のため下記の書類が必要になりますので，認定を希望される方は，申請書一式

につき270円切手を同封の上，住所・氏名を明示し，下記宛先にお申込み下さい．追って，必要書類一式を送

付しますので，必要事項記入の上，お送り下さい．委員会において受験資格認定の審査を行います．

記

1．受験資格認定申請書

2．履歴書

3．次の証明書のいづれかひとつ

・学士，修士，または博士であることの証明書

・医師または診療放射線技師であることの証明書

・放射線技術系もしくは放射線医学物理系の大学院生については在籍証明書

4．所属施設の在籍証明書（在籍年数が判定できるもの）

○問い合わせ，送付先：

〒263-8555　千葉市稲毛区穴川 4-9-1

放医研・医学物理部内

日本医学放射線学会医学物理士認定委員会事務局（担当：佐　野　正　子）

TEL　043-206-3177　　FAX　043-206-3246　　Email：m.sano＠nirs.go.jp

○受験資格認定の申込締切：平成 15 年 7 月 31 日（木）

（注）医学物理士認定制度規定は改定されましたので，確認して下さい．

・日本医学放射線学会ホ－ムペ－ジ （www.radiology.or.jp/index-j.html）

・日本医学物理学会ホームページ　（www.jsmp.org/mpcopecmt/mpnintei.html）

・医学物理（日本医学物理学会機関誌）第22巻（2003）4号，p. 335～．

　

会告 III

第 17 回医学物理士認定試験の受験資格認定のお知らせ

会　長　隈　崎　達　夫
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会告 IV

第 5 回医学物理士資格の更新認定

　日本医学放射線学会認定の医学物理士資格の更新認定のため，第 5 回（平成12，13年度）の業績評価が行わ

れ，下記の者について資格が更新されました．

豊福不可依　　今村　惠子　　早川　吉則　　星　　正治　　西臺　武弘　　尾川　浩一　　中村　　譲

遠藤　真広　　津田　政行　　鈴木　茂人　　駒谷　昭夫　　長谷川武夫　　岩崎　　晃　　村山　秀雄

上原　周三　　加藤　博和　　西澤かな枝　　小原　　健　　古林　　徹　　村瀬　研也　　平岡　　武

田伏　勝義　　松本　　徹　　山口　　寛　　松本　政典　　向井　孝夫　　原田　康雄　　丸橋　　晃

伊藤　　彬　　太田　顕成　　和田　　允　　秋山　芳久　　和田　真一　　小島　一彦　　佐藤　健児

東田　善治　　桂川　茂彦　　西村　明久　　中澤　圭治　　村中　　明　　冨吉　　司　　天野　良平

兵藤　一行　　内山　幸男　　真田　　茂　　古嶋　昭博　　新津　　守　　国枝　悦夫　　八木　浩史

光田　秀雄　　日向　　浩　　垣花　泰政　　関谷　　勝　　羽山　和秀　　平石久美子　　岩田　和朗

福村　明史　　早川　吉彦　　小林　恒夫　　大谷　浩樹　　西尾　禎治　　福士　政広 　齋藤　秀敏

新保　宗史　　山下　晴男　　赤城　　卓　　二見　康之　　溝田　　学　　稲邑　清也

以上

第 2 回医学物理士永年資格認定

　医学物理士認定委員会の審査により，下記の者は平成 15 年度より医学物理士の永年資格が認定されまし

た．

内田　　勲　　河内　清光　　松宮　　昭　　前越　　久　　光田　秀雄

以上

第 5 回医学物理士資格の更新認定および第 2 回医学物理士永年資格認定

会　長　隈　崎　達　夫
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会告 V

1． 測定内容
　 60Coガンマ線等に対して
（イ）線量計の比較校正　　（ロ）出力線量の測定　　（ハ）高線量率ラルス出力線量の測定

2． 費用
（イ）（ロ）（ハ）いずれの場合もはじめの 1 件は手数料 10,000円，1 件増すごとに5,000円．旅費等の実費は

別に申し受けます．ただし，照射条件 1 つ 1 点につき，（イ）は線量計 1 本，測定レンジ 1 つで 1 件，
（ロ）は 1 件，（ハ）は 2 件．なお，シャロ－形電離箱の場合，これらを倍の件数として計上します．
　 担当地区外のセンタ－を利用された場合，指定センタ－外利用料 10,000円を別に申し受けます．費用総
額に消費税  5 ％が加算されます．
3． 申込方法
　 申込用紙に御記入の上,下記事務局へお送り下さい．費用については該当センタ－と御相談の上御記入下
さい．請求書御希望の場合はその旨記入してお送り下さい．申込み用紙は各センタ－および下記事務局へ
御請求下さい．
銀行送金 三井住友銀行　白山支店（普）No 1233809

口座名　社団法人　日本医学放射線学会　医療用標準線量研究会
事務局 社団法人日本医学放射線学会医療用標準線量研究会

〒263-8555　千葉市稲毛区穴川 4-9-1　放医研・医学物理部内
TEL　043-206-3177　　FAX　043-206-3246　　Email：m.sano＠nirs.go.jp

医療用線量標準センタ－からのお知らせ

会　長　隈　崎　達　夫

　医療用標準地区センタ－の担当地域，測定内容及び手数料は，下記の如くなっています．初めの 3 年目ま

では毎年，その後は少なくとも 2 年に 1 回利用されるようおすすめします．

日本医学放射線学会医療用標準線量研究センタ－

センター名

北 海 道

東北北部

東北南部

北　　陸

関　　東

東　　京

中　　部

関　　西

中　　国

四　　国

九　　州

 担当機関名

北海道大学医学部放射線部
（011-706-5702）  

岩手医科大学放射線医学教室
アイソト －プ研 （019-651-5111） 

福島県立医科大学放射線物理学講座
（024-548-2111） 

新潟大学大学院医歯学総合研究科
（025-227-2382） 

放射線医学総合研究所医学物理部
（043-251-2111） 

千葉県がんｾﾝﾀ-放射線治療部
（043-264-5431） 

癌研究会癌研究所物理部
（03-3918-0111） 

愛知県がんｾﾝﾀ-放射線治療部
（052-762-6111） 

京都大学医学部放射線医学教室
（075-751-3531） 

広島大学原爆放射線医科学研究所
（082-257-5880） 

徳島大学医学部保健学科
（088-633-9054） 

熊本大学医療技術短期大学部
（096-373-5488） 

九州大学医療技術短期大学部
（092-642-6727） 

 担当者名

渡辺　義晴
ywata@radi.med.hokudai.ac.jp

十和田　誠
mtowada@iwate-med.ac.jp

小林　恒夫
tkoba@fmu.ac.jp

日向　　浩
hinata@clg.niigata-u.ac.jp

福村　明史
fukumura@nirs.go.jp

成田雄一郎
ynarita@internet.chiba-cc.pref.chiba.jp

伊藤　　彬
aito@jfcr.co.jp

不破　信和
nfuwa@aichi-cc.jp

岡田　　孝
takatak@kuhp.kyoto-u.ac.jp

北川　和英
kitagawa@hiroshima-u.ac.jp

八木　浩史
yagi@medsci.tokushima-u.ac.jp

荒木不次男
araki@cms.kumamoto-u.ac.jp

坂本　弘巳
saka@shs.kyusyu-u.ac.jp

責任者名

宮坂　和男

江原　　茂

小林　恒夫

笹井　啓資

平岡　　武

幡野　和男

伊藤　　彬

不破　信和

平岡　真寛

星　　正治

竹川　佳宏

松本　政典

鬼塚　昌彦

  担当都道府県名

北海道全域

青森，岩手，秋田

宮城，福島，山形

新潟，長野，富山

栃木，茨城，群馬
埼玉，山梨，千葉
神奈川

東京都

静岡，愛知，岐阜
三重，石川

福井，滋賀，奈良，和歌
山，京都，大阪，兵庫

鳥取，島根，岡山
広島，山口

四国全域

九州全域，沖縄
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会告 VI

　第 28 回日本医学放射線学会医療用標準線量研究会を下記により開催いたします．

医療用標準線量研究会会長 遠　藤　真　広

第 28 回　　研究会世話人 江　原　　　茂

A： 研究発表会

期　日：平成 15 年 9 月 5 日(金)

場　所：エスポワールいわて　　盛岡市中央通 1-1-38　TEL 019(623)6251

研究発表会・講演会プログラム

09：30～12：00 各地区センター活動報告

　北海道～関東地区 座長　八木　浩史（徳島大）

　中部～九州地区 座長　日向　　浩（新潟大）

12：00～13：30 昼食及び地区センター連絡会議

13：30～16：30 教育講演　

　1）座長　江原　　茂

　　「新しい放射線創生の試みとシンクロトロンにかわる

　　「単色X線撮影システムの開発」　 佐藤　英一（岩手医大）

　2）座長　竹川　佳宏

　　「放射線腫瘍学におけるCTV」 渡会　二郎（秋田大）

コーヒーブレイク

　3）座長　平岡　　武

　　「標準測定法01の線質変換係数および

　　「校正定数比について」 都丸　禎三(千代田テクノル）

16：30～17:20　 特別講演

　　座長　不破　信和

　　「放射線と温泉」 柳澤　　融（岩手医大）

18：00～20:00　 懇親会（エスポワールいわて）

B： JARP線量計の相互比較

期　日：平成 15 年 9 月 6 日（土)

場　所：岩手医科大学附属病院・コバルト60治療室

　　　　盛岡市内丸19-1　TEL（019）651-5111   内線3702

お問合せ先：岩手医科大学アイソトープ研究室　十和田　誠

　　 〒020-8505　盛岡市内丸19-1　

　　 TEL：（019）651-5111　内線3742

　　 E-mail：mtowada@iwate-med.ac.jp

第 28 回日本医学放射線学会医療用標準線量研究会案内

会　長　隈　崎　達　夫
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会告 VII

日本医学放射線学会次々期会長候補の推薦について

会　長　隈　崎　達　夫

　　次々期（第 65 回）会長の推薦は，以下の方法にて行うものとする．

記

１．評議員の会長推薦に際しては自他推薦制を導入する．

２．会長推薦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 15 年 7 月 5 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．

届け出用紙は学会事務局に請求すること．

3． 選挙管理委員会は，会長推薦候補者全員のリストを作成し評議員に送付する．

4． 評議員は上記候補者リストの中から 1 名を推薦する．この候補者リスト以外から推薦は出来ない．

5． 評議員が会長に適当と思われる候補を推薦し，理事会は評議員推薦の得票数の上位 3 名の中から 1 名

の会長候補を推薦し，評議員会，総会に諮り会長を決定する．


