
会告 
日本医学放射線学会次々々期会長の選出 

選挙管理委員会 
 

 
次々々期会長（平成 1９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 16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評議員に送付する。 
 
３．評議員は上記候補者リストの中から 1 名を評議員会で選挙する．この候補者リスト以

外からの選挙は出来ない． 
 
４．評議員会で選ばれた候補者を総会に諮り、会長を決定する． 

 
上記選挙について評議員制度は今年度限りとなります．次年度からは代議員制度となりま

す．また、会長選挙の投票は平成 16年日本医学放射線学会評議員会にて行うこととします．
立候補者名は平成 16年 3月上旬に文書にて評議員の方にお知らせ致します． 



会告  

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 

 

 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 

 子宮筋腫塞栓療法研究会            全国 

（代表者：中村幸雄・杏林大学医学部産婦人科） 

 

●２単位 

胸部 X線診断を語る会              全国 

（代表者：村田喜代史・滋賀医科大学放射線科） 

北海道食道癌研究会               北海道 

（代表者：藤堂 省・北海道大学医学部附属病院第一外科） 

奈良県臨床放射線談話会             奈良 

（代表者：大石 元・奈良県立奈良病院） 

奈良－ 放射線医学－ UPDATE           奈良 

（代表者：打田日出夫・奈良県立医科大学名誉教授） 

奈良県医師会放射線部会             奈良 

（代表者：打田日出夫・奈良県立医科大学名誉教授） 

筑豊画像研究会                 福岡 

（代表者：村上純滋・麻生飯塚病院画像診療科） 

筑豊放射線科セミナー              福岡 

（代表者：村上純滋・麻生飯塚病院画像診療科） 

荒尾画像カンファレンス             熊本 

（代表者：宮嵜俊幸・荒尾市民病院放射線科） 

新沖縄放射線カンファレンス           沖縄 

（代表者：村山貞之・琉球大学大学院医学研究科放射線医学分野） 

 

   （  ）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。 



会告                                              

第 18 回腹部放射線研究会 
      理事長 遠藤啓吾 

 

第 18 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：信州大学  角 谷  眞 澄  

会  期 ：平成 16 年 5 月 28 日（金）～ 5 月 29 日（土） 

会   場 ：長野県松本文化会館 

     〒390-0311 長野県松本市大字水汲 69－2      TEL：0263－34－7100 

演題募集要項：  第 17 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 15 年 12 月１日開設予定の本研究会ホーム

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 

（演題テスト登録開始：平成 15 年 12 月 3 日、演題本番受付開始：平成 16 年１月 7 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もございます。当番世話人にご一任下さい。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 16 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 16 年 2 月 3 日（火）正午 

 

問い合わせ先： 信州大学医学部画像医学（放射線医学）講座 上田 和彦 

       〒390-8621 長野県松本市旭 3－1－1 

       TEL 0263－37－2650 (医局)、FAX 0263－37－3087 

    E-mail: abdomrad@hsp.md.shinshu-u.ac.jp 

  演題抄録登録ホームページ http://www.jsar.umin.jp 

 

事 務 局：  〒634-8522 奈良県橿原市四条町 840 

             奈良県立医科大学 放射線医学教室内 

             TEL：0744-29-8900、FAX：0744-24-1988、E-mail : rad@naramed-u.ac.jp 



会告 
     

第 9 回三次元 CT・MRI 研究会 
                                理事長 遠藤啓吾 
                                 
 
 第 9 回三次元 CT・MRI 研究会を下記のように開催致します。 
 
                記 
 
第 9 回三次元 CT・MRI 研究会会長： 楢林 勇 (大阪医科大学放射線医学教室) 
 
開 催 日  : 平成 16 年 1 月 31 日(土)  
開催場所  : ホテル阪急インターナショナル  

〒530-0013 大阪市北区茶屋町 19-19  
プログラム: ホームページに掲載予定。  
            三次元画像用の機器展示をします。 

 
 

事 務 局 : 大阪医科大学放射線医学教室内  
          第 9 回三次元 CT・MRI 研究会事務局 
         〒569-8686 大阪府高槻市大学町 2-7  

電話(072)683-1221、FAX(072)684-6545 
                         E-mail : ctmri3d@art.osaka-med.ac.jp 
                          URL : http://www.3dctmri.org/ 

 



会告 
第１７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  巻  号巻末をご覧下さい） 
 
  筆記試験  ：  日 時   平成１５年１０月１１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  ：  受験資格認定申請者 ６２名      受験資格認定合格者   ６２名 
                受験者              ５８名      合格者               ４８名 
 

合格者氏名 
                                     
小森 雅孝 山本 時裕 世古 幸秀 井上 光広 中村 勝  
河津 省司    森 慎一郎    矢野  薫    金野 義紀    黒岡 将彦 
佐々木浩二    吉原 信幸    福田 茂一   水野 秀之    辰村  愛     
原田 宏海    氏田 裕之    久米  恭    川村 慎二    久保  均    
渡辺 良晴    中西 順子    浅倉 裕史     草野 陽介    高橋  豊    
前田 直子    青山 裕一    遠山 尚紀    山本 智朗     長島 宏幸 
生駒 英明    奥村 敏之    青木  誠    飯田 修一    河島 通久   
小野  薫   加藤 貴弘    安藤  新   羽生 裕二    勝田 昭一    
大野 吉美    中島 健雄   荒木 不次男  加藤 勝浩    久馬 幸重 
奥村 雅彦 杉野 雅人   平井 正明   
 



会告 
社団法人 日本医学放射線学会 

会員管理委員会 
会員登録データのご確認のお願い 

 
ご存知の通り、本年 9 月より Web 上で会員の皆様の登録データ管理を開始致し

ました。 
ご自分の登録データをご覧の会員の方はご存知と思いますが、基本的なデータ

（氏名、ふりがな、性別、生年月日、最終学歴、卒業年月等）についての訂正

（誤字、脱字等）は、訂正期限があります。現在の画面上では、10 月 31 日ま

で訂正可能となっておりますが、アクセスされていない会員もおられるような

ので、訂正期限を 1２月２５日（木）に延期することとなりました。 
つきましては、まだご確認いただいていない会員の方は、8 月末にお送りいたし

ましたご案内状（パスワード記載）をお読みの上でご自分の登録データをご確

認下さいますようお願い申し上げます。 
また、基本データと同様にE-mailアドレスのご確認も必ずお願い申し上げます。 
 
基本データの訂正期限：変更前 10 月 31 日 → 変更後 1２月２５日（木）  
 
会員登録管理に関するお問合せ先 

日本医学放射線学会 会員登録管理事務局 

（有）クァンタム内 

〒113-0033 

東京都文京区本郷 3-19-6 

ワイユウビル 3Ｆ 

ＴＥＬ：03-5684-1636 

ＦＡＸ：03-5684-1650 

jrs-member@quantum-inc.jp 

 
学会に関するお問合せ先 
日本医学放射線学会 事務局 
〒113-0033 
東京都文京区本郷 5-29-13 
赤門アビタシオン内 
社団法人 日本医学放射線学会 
TEL：03-3814-3077 
FAX：03-5684-4075 
membership@radiology.or.jp 


