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第 71回総会学術大会
代表理事　真田　　茂
大 会 長　平野　浩志

大会テーマ　「Be Cool and Practical」

1． 会　期 平成 27年 4月 16 日（木）～19 日（日）
  4月 16日（木）　 口述発表，学生選抜セッション，学生対象講演「臨床と研究の両立」，学生表彰，CT

コロノグラフィートレーニングコース（JRS企画）
  4月 17日（金）　 合同開会式，合同特別講演，合同シンポジウム 1，特別講演 1，宿題報告 1，シンポ

ジウム2・3，教育講演，専門部会プログラム，入門講座，専門講座，技術活用セミナー，
医療安全フォーラム，専門部会合同シンポジウム，伊藤春海先生の寺子屋，口述発表，
モニタ発表，合同会員懇親会

  4月 18日（土）　 合同シンポジウム 2，特別講演 2，シンポジウム 1，教育講座，海外招聘講演，国際
招聘シンポジウム，科研費獲得合同セミナー，教育講演，専門部会プログラム，入
門講座，専門講座，技術活用セミナー，瀬木賞受賞講演，口述発表，モニタ発表，
定時総会

  4月 19日（日）　 合同シンポジウム 3，宿題報告 2，RPT誌優秀論文土井賞表彰・受賞講演，教育講演，
専門部会プログラム，入門講座，専門講座，技術活用セミナー，放射線管理フォー
ラム，標準化フォーラム，医療情報・JIRAフォーラム，口述発表，モニタ発表，合
同表彰式および合同閉会式

 同時開催（参加登録された方は下記も入場できます．Web参加登録の方は会場への参加はできません．）
 　4月 16日（木）～19日（日）
 　　・第 74回日本医学放射線学会総会　パシフィコ横浜　会議センター，国立大ホール，アネックスホール
 　　・第 109回日本医学物理学会学術大会　パシフィコ横浜　会議センター
 　4月 17日（金）～19日（日）
 　　・2015国際医用画像総合展（ITEM）　パシフィコ横浜　展示ホール

2． 会　場 パシフィコ横浜　会議センター，国立大ホール，展示ホール，アネックスホール
  〒 220-0012　横浜市西区みなとみらい 1-1-1　　TEL　045-221-2155（総合案内）

参加者へのご案内
1．参加登録者受付は以下の通りです．
 事前参加登録が原則です．2月 28日（土）までにゆうちょ銀行からお振込ください．
 事前参加登録ができなかった場合は，当日の参加登録も可能です．
 事前参加登録者に限って登録演題の事前閲覧が可能です（IDとパスワードを 3月末までに送付します）．
 詳細については第 71回総会学術大会ホームページをご参照下さい．
 　参加登録費（非会員，学生以外は予稿集含む）
 　　　　　　 正会員　　　13,000円（不課税）（原則事前登録）
 　　　　　　 非会員　　　20,000円（税込み）（当日登録のみ）
 　　　　　　 学生会員　　1,000円（不課税）（原則事前登録，学生証提示）
 　　　　　　 学生非会員　1,000円（税込み）（当日登録のみ学生証提示）
 　　　　　　 Web参加　　3,000円（税込み）（事前登録のみ）
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 　受付場所　パシフィコ横浜　展示ホールA（案内図参照）
 　受付時間　4月 16日（木）　9：00～18：00

 　　　　　　4月 17日（金）　7：15～17：00

 　　　　　　4月 18日（土）　7：15～17：00

 　　　　　　4月 19日（日）　7：15～15：00

2． 会期中はすべての会場で，常時ネームカードの着用が必要となります．

3． 学術大会の出席証明書（会員カード持参）
 （1） 出席証明は本学会場での会員カードによる受付によって行います．（ネームカードに出席証明書はついてい

ません．）
 （2） 受付機を展示ホール Aと会議センター5Fの事務局デスクに設置します．会期中に 1回，どちらかで受付を

行ってください．
 （3）専 門部会（平成 27年度より専門分科会から専門部会に名称変更）などでは個別に受付を行います．各会場前

に受付機を設置しますので会員カードによる受付を行ってください．
 （4） 会員カードを忘れた場合は出席記録仮カード（事務局デスクにて配布）にて受付を行ってください．
 （5） 会期終了後，学会ホームページの会員カードシステムから出席証明書をプリントアウトしてください．
　　　プリントアウト期間は，会期の翌日（月曜日）午後から 2ヵ月以内です．
 （6） 非会員で出席証明書が必要な方は展示ホール Aの事務局デスクにお申し出ください．
 （7） 会期中に，会員カード（または仮カード）で受付をされなかった場合，あるいは非会員で出席証明書を申し

出られなかった場合，出席証明書は発行できませんのでご注意ください．（事後発行はいたしません．）

4． パソコン常設の CyPos（電子ポスター）閲覧会場は国立大ホールマリンロビーです（案内図参照）．
　閲覧時間は以下の通りです．
　　　　　　　　　4月 16日（木）　9：00～19：00

　　　　　　　　　4月 17日（金）　7：15～19：00

　　　　　　　　　4月 18日（土）　7：15～19：00

　　　　　　　　　4月 19日（日）　7：15～15：00

 CyPosの閲覧について
 　（1）事前閲覧：事前参加登録者のみ技術学会の CyPos閲覧が可能です（他学会分は閲覧できません）．
 　（2） 会期中閲覧：事前参加登録者と当日参加登録者は閲覧可能です．4月 16日（木）9：00～19日（日）15：00

まで国立大ホール 1階マリンロビーに用意されているパソコンで閲覧ができます．
 　　  会場内だけでなく，ご自分の PCからも閲覧ができます．
 　（3） 事後閲覧：学会参加登録者（事前，当日）とWeb参加登録者は 4月 19日（日）15：00～4月 30日（木）正午

まで閲覧できます．
 　（4） 閲覧の際，ネームカード記載の IDが必要となりますので，学会終了後も，ネームカードを大切に保管し

て下さい．
 会場内のWiFi環境について
 　パシフィコ横浜館内（アネックスホールを含む）は，講演会場内を除き，全フロアでWiFiに接続できます．
 　パスワードはかかっておりませんので【FREE-PACIFICO】に接続してください．

5． 参加者の呼び出し，連絡等は会議センター2Fの学会掲示板をご利用下さい．他の方法は準備いたしません．



9

6． 合同会員懇親会は以下の予定で開催します．
 日　　時　4月 17日（金）18：15～19：30

 会　　場　横浜ベイホテル東急　B2F　クイーンズグランドボールルーム
 ※参加の際，ネームカードの着用が必須となります．
7． 入門講座（核医学），（放射線防護），（画像工学），（計測），（英語論文），（医療情報），技術活用セミナー2，4，6，

7，8，9，10，12，13，RPT誌優秀論文土井賞受賞講演，JRSランチョンセミナー，JSMPランチタイムレクチャー
は，弁当をお配りします．

 　（1）昼食券発券機は会議センター1階およびアネックスホール入口です（案内図参照）．
 　（2）昼食券発券時間は，当日分のみ配布で 7：15～11：45です．
 　（3）昼食券の有効時間は講演開始後 10分後迄です．10分を過ぎますと無効となり権利がなくなります．

8．写真撮影等の禁止について
 発表会場内では以下のことを禁止します．
 　1．発表スライド等の写真撮影を行うこと
 　2．発表内容のビデオ撮影を行うこと
 　3．発表内容の録音を行うこと
 ただし，広報等のために実行委員会の承諾を得たものについては，この限りではありません．その場合には許
可されたことを示す腕章をつけて下さい（JSRT実行委員会室（会議センター514室）で受付けます）．

9． 喫煙者へのお願い
 会場内は全館禁煙です．喫煙場所は決められた喫煙室をご利用下さい．

10. 大会開催期間の託児ルームについて
 横浜ベイホテル東急にあるキッズスクウェアをご用意しております．詳細やお申込み方法は大会ホームページ
の「託児案内」をご覧下さい．

11. 羽田空港行きのシャトルバスについて
 合同閉会式終了後，羽田空港行きのシャトルバス（無料）を運行します．
 整理券はありませんので，無料シャトルバスのりば（会議センター1階正面玄関前）までお越しください．
 なお 2台目以降の出発時刻につきましては満席になりしだいとなりますのでご了承ください．
 発車時刻：16：15，16：30，16：45
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発表について
口述発表について
座長の方へ
（1）セッション開始時刻の 15分前までに必ず会場前方の次座長席にお着きください．
（2）進行は，時間厳守にてお願いいたします．
（3）発表時間は 7分，討論 3分です．
（4）不測の事態により座長をお務めいただけない場合は実行委員会室（パシフコ横浜　会議センター5階 514　

TEL：045-228-6393（内線 5733））までご連絡ください．但し，学術大会期間以外の連絡は日本ラジオロジー協会
事務局（TEL03-3518-6111）までご連絡ください．

演者の方へ
（1）セッション開始時刻の 15分前までに必ず会場前方の次演者席にお着きください．
（2）発表時間は 7分，討論 3分です．
（3）発表スライドは事前登録の期間（3月 10日正午から 4月 9日正午まで）のみ修正が可能です．
（4）事前登録期間終了後，会期中および発表当日の口述発表スライドの修正はできません．
（5）PCプレビューセンターに立ち寄る必要はございません．直接，会場へお越しください．
（6）念のため発表データの入った USBストレージをご持参ください．
（7）ノートパソコンを持ち込んでの発表はできません．

モニタ発表について
座長の方へ
（1）セッション開始時刻の 15分前までに必ず会場入口にある受付けにお越しください．座長用リボンとストップ

ウォツチをお渡しします．
（2）進行は，時間厳守にてお願いいたします．
（3）1セッションのモニタ発表時間枠は 30分で，同時に 4演題を進行していただきます．
（4）最初にモニタ 1の前で，座長にすべての演者の紹介と発表内容の着目点を 1演題 1～2分程度で簡潔に紹介し

ていただきます．
（5）すべての演者の紹介後，各演者は担当するモニタの前で，聴講者と残りの時間で質疑討論をしていただきます．
（6）不測の事態により座長をお務めいただけない場合は，実行委員会室（パシフコ横浜　会議センター5階 514　

TEL：045-228-6393（内 5733））までご連絡ください．但し，学術大会期間以外の連絡は日本ラジオロジー協会事
務局（TEL03-3518-6111）までご連絡ください．

演者の方へ
（1）セッション開始時刻の 15分前までに必ず会場入口にある受付けにお越しください．演者用リボンをお渡しし

ます．
（2）口述発表はありません．座長によるすべての演者の紹介後，各演者は指定されたモニタを使って，聴講者と残

りの時間で質疑討論をしていただきます．
（3）1台のモニタに 1演者，1セッション 30分です．
（4）演題番号の末尾が指定の質疑応答用のモニタになります．
（5）質疑応答は，3月 5日正午までに CyPosに登録された CyPos用スライドをそのまま使用します．
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タブレット端末でご利用いただける
総合プログラム（アプリ版）のご案内

　総合プログラム（アプリ版）は，iOS（iPhone，iPad，iPad mini，iPod touch）と Androidで使用できます．抄録も閲
覧可能であり，予稿集のほとんどの内容を見ることができます．

【iOS（iPhone，iPad，iPad mini，iPod touch）の場合】
　App Storeを開き，「JRC2015」を検索し，アプリが表示されたら，インストールしてください．初めて抄録本文
を閲覧する際にパスワードの入力が必要です．

　抄録閲覧用パスワードは，jrc2015jsrtです．

【Android の場合】
　Google Play（Androidマーケット）を開き，「JRC2015」を検索し，アプリが表示されたら，インストールしてくだ
さい．アプリ初回起動時には，パスワードの入力が必要です．

　起動パスワードは，jrc2015jsrtです．

表彰について
CyPos 賞
 学術研究発表の中で，学術的に優れ将来性豊かな発表に対して，下記の各賞を選考して顕彰します．
 　・大会長賞
 　・金賞
 　・銀賞
 　・銅賞

表彰式
（1）受賞演題につきましては 4月 17日（金）から CyPosに表示致します．また，会場掲示板，CyPos会場前の掲示

板においても掲示し，通知いたします．
（2）受賞された方は，4月 19日（日）15：00からの合同表彰式に必ずご出席下さい．表彰および記念品授与を行い

ます．
（3）受賞された方で合同表彰式に出席できない方は，技術学会実行委員会室（514室）までご連絡下さい．

合同表彰式及び合同閉会式
　4月 19日（日）15：00～16：15（Main Hall）

学生会員の研究発表奨励
　学生の「学校選抜セッション（16日 14：00～16：00）」において，優れた発表を学生賞として表彰いたします．
　各発表を聴講された学生皆さん自らの審査を行ないます．学生対象講演の終了後，審査集計のもと表彰いたし
ます．
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“いいねボタン”による表彰
　登録された CyPos（電子ポスター）が投票の対象です．投票は大会参加の閲覧者が自らおこなうシステムで，閲
覧手順を進めていくと画面上に“いいねボタン”が現れます．優秀だと思われた CyPosに，“いいねボタン”を押
して投票してください．“いいねボタン”は複数の演題に投票可能ですが，1演題を複数回投票することはできま
せん．投票結果は学会誌に掲載します．


