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ご　挨　拶

第 44 回日本核医学会会長　西　村　恒　彦

平成 16 年 11 月 4 日 （木） から 6 日 （土） にかけて，国立京都国際会館にて第 44 回日本核医

学会学術集会を開催させていただくことになり，大変光栄に存じております．多くの会員諸氏

の先生方のご支援の賜物と感謝いたしております．

核医学はこれまで新しい治療法の進歩に呼応するかのように急速に発展してきました．たと

えば，心臓核医学は PTCA， バイパス術などの治療法の適応決定や予後評価に威力を発揮し，

臨床に定着してきました．一方，厚生労働省の 「健康日本 21 計画」 では 21 世紀は予防医学

の時代として位置づけられています．脳卒中や心筋梗塞，痴呆，癌よりむしろそれらの早期検

出と予防的治療法の開発による健康寿命の延伸が求められています．PET による癌検診もこ

の展開の中で大きく脚光を浴びてきています．

そこで本大会のメイン・テーマは “予防医学の時代における核医学診療” とさせていただき

ました．これらに関する会長要請講演やシンポジウムに加え，最近のトピックスである再生・

遺伝子治療における分子画像の役割やアイソトープ治療なども取り上げさせていただきまし

た．また，一般演題も約 550 題近く応募していただき，実りある発表と活発な討論がなされ

ることを期待しております．

ところで，従来，大会号はプログラムと抄録集が一冊にまとめられていたためボリュームも

大きく，持ち運びが大変でした．そこで今回は，プログラム集としてプログラムとフィルム

リーディングセッションおよび機器メーカによる Work in Progress を一冊にまとめさせていた

だき，他方，抄録集は分冊とさせていただきました．したがって，学術大会ではハンディなプ

ログラム集を活用していただき，折にふれ抄録集で詳しい内容を参照していただければ有意義

になるものと考えております．

京都には四季それぞれの美しさがありますが，晩秋の京都は格別です．学術大会で勉学に励

んでいただくとともに，この機会に古都京都の伝統美を堪能していただければと考えておりま

す．とりわけ，11 月 5 日 （金） 夕方に宝ヶ池プリンスホテルで行います懇親会には，素晴ら

しい企画も用意しておりますので，是非，ご参加下さい．多くの先生方に第 44 回日本核医学

会学術集会に参加していただけることを心からお待ち申し上げます．
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第 44 回　日本核医学会総会運営実行委員会

会　　　長 西　村　恒　彦

実行委員長 牛　嶋　　　陽

実 行 委 員 伊藤　博敏　 奥山　智緒　 加藤　武晴　 木津　　修

久保田隆生 高田　明浩　 坪倉　卓司　 山上　卓士

山田　　惠　

プログラム委員　 石井　一成　 石津　浩一 伊藤　一貴 今井　照彦

宇都宮啓太 岡　　尚嗣　 奥　　直彦　 河　　相吉

河邉　讓治　 久下　裕司 工藤　　崇 杉林　慶一
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長谷川新治 福地　一樹 細野　　眞 御前　　隆

（五十音順，敬称略）　

　　

The 44th Japanese Society of Nuclear Medicine
 Organizing Committee

President: Tsunehiko Nishimura

Secretary General: Yo Ushijima

Members: Hirotoshi Ito, Chio Okuyama, Takeharu Kato, Osamu Kizu, Takao Kubota,

Akihiro Takada, Takuji Tsubokura, Takuji Yamagami, Kei Yamada

Program Committee Members:

Kazunari Ishii, Koichi Ishizu, Kazuki Ito, Teruhiko Imai, Keita Utsunomiya,

Hisashi Oka, Naohiko Oku, Soukichi Kawa, Joji Kawabe, Yuji Kuge,

Takashi Kudo, Keiichi Sugibayashi, Masahiko Takada, Yukio Nakamura,

Yuji Nakamoto, Kazuo Hashikawa, Shinji Hasegawa, Kazuki Fukuchi,

Makoto Hosono, Takashi Misaki
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参加者の皆様へ

総合受付

　➢受付時間

　　11 月 4 日（木） 7：30～18：00

　　11 月 5 日（金） 8：00～18：00

　　11 月 6 日（土） 8：00～11：00

　➢参加登録

　　・ 登録費は 13,000 円です．

　　・ 参加登録の事前受付はありません．当日，総合受付にて行ってください．

　　・ 参加登録費と引換えにネームカードをお渡ししますので，会場内で必ず着用してください．ネーム

　 カードには第 44 回日本核医学会総会参加証明書がついていますので，大切に保管してください．再

　 発行はいたしません．

　➢懇親会申込み

　　・ 11 月 5 日 18：30～　宝ヶ池プリンスホテル　プリンスホールにて行います．

　　・ 総合受付の懇親会受付にて，参加費 4,000 円をお支払いください．

　　・ 懇親会の際，ネームカードを見やすい場所にご着用ください．

　➢学会抄録集 （核医学 2004 年 41 巻 3 号）・プログラム集

　　・ 本抄録集は，各自でご持参ください．会場では有料 （1,500 円） にて頒布いたします．

　➢呼び出しなど

　　・ 口演会場，展示会場いずれも，呼び出しはいたしません．

　　・ 伝言板を総合受付の付近に設けますので，用件を記載したメモを貼付してください．

　　・ 口演会場内では，携帯電話やポケットベルの呼出音，情報電子機器のアラーム音などが鳴らないよ

　　　うにご注意ください．

機器展示・開会式 （アネックスホール）

　➢開会式　　11 月 4 日 （木）　9：30～9：45

　➢展示時間　11 月 4 日 （木）　9：45～17：00

　　　　　 11 月 5 日 （金）　9：00～17：00

　　　　　 11 月 6 日 （土）　9：00～12：00

プレビュールーム

　➢受付時間 11 月 4 日 （木）　7：30～17：30

11 月 5 日 （金）　8：00～17：00

11 月 6 日 （土）　8：00～11：00
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会員懇親会へのお誘い

　➢11 月 5 日 （金） 18：30～　宝ヶ池プリンスホテル　プリンスホール

　➢会員の懇親会と会食の場です．京の伝統美もご用意しております．お誘い合わせの上，多数ご参加くだ

　 さい．ネームカードをご着用ください．

核医学会専門医 （認定医） の方へ

　➢総会参加ネームカードは今回の総会出席証明書を兼ねています．

　➢教育講演出席証明書は教育講演の会場で配布されます．

　➢いずれも認定更新時に必要となりますので，大切に保管してください．再発行はいたしません．

その他

　➢会期後，以下の学会および研究会が企画されています．ふるってご参加ください．

　　・ 腫瘍・免疫学医学研究会

　　・ 心臓核医学研究会

　　・ 脳神経核医学研究会

　　・ 呼吸器核医学研究会

　　・ Molecular Imaging 研究会

　➢機器メーカー，放射性医薬品メーカーなどによるランチョンセミナー，イブニングセミナーなどが予定

　されております．

　➢会場内は全面禁煙ですので，皆様のご協力をお願いいたします．

関連会議

　　・理  事  会 11 月 3 日 （水） 12：30～16：00 京都宝ヶ池プリンスホテル　「比叡」

　　・評議員会 11 月 4 日 （木） 12：00～13：00 国立京都国際会館　「さくら」

　　・総　　会 11 月 5 日 （金）   8：30～9：30 国立京都国際会館　「メインホール」
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発表者へのご案内

一般演題：口演発表者へ

➢発表時間は発表 7 分，討論 3 分の計 10 分です．

➢パソコン (一面投映) を使用する発表に限ります．

➢必ず，ファイルをコピーした媒体を持参してください．基本的には，演者の持ち込みパソコンは使用でき

ません．

➢Macintosh およびファイル容量が 50 MB 以上のものに限り持ち込み可としますので，学会ホームページ

上の発表機材登録サイト上で申請してください．

第 44 回日本核医学総会ホームページ　http://www.congre.co.jp/jsnm2004/

　1.　発表原稿の作成

　 ① マイクロソフトの Windows 版 PowerPoint でスライド原稿を作成してください．他のプレゼンソ

フトで作成した場合は，PDF ファイルに変換してから持参してください．アクロバットリーダー

6.0 での表示は可能です．

　　② PowerPoint のバージョンは PowerPoint2000， XP (2002)， 2003 が使用可能です．ただし，XP (2002)

をご使用の場合は，2003 バージョンでの投影となりますので，早めにチェックを受けてくださ

い．動作やレイアウト確認を入念にお願いいたします．

　 ③ 文字ばけやレイアウトの変化を防ぐために，以下のフォントをできるだけ使用してください．そ

の他のフォントを使用する場合はフォントをファイルにうめこんでください．

　　　　・日本語：MS ゴシック，MSP ゴシック，MS 明朝，MSP 明朝

　　　　・英語：Century, Century Gothic, Arial, Times New Roman

　 ④ 口演会場に準備するパソコン画面の解像度は 1024×768 です．

　動画を使用する場合は以下の条件を必ず守ってください．

⑤ デフォルトの MediaPlayer 9 で再生可能なファイル (ファイルの拡張子 wmv, avi, mpg) を持参して

ください．

　 ⑥ ファイルの容量は 50 MB 以下になるように編集してください．

　 ⑦ 作成したパソコンとは別のパソコンで動作確認をしてから持参してください．

　 ⑧ 動画などのファイルを一つのフォルダーにまとめて持参してください．

　2.　発表原稿の受付

① 発表の 1 時間前までにはプレビュールームの受付に媒体 (CD-R注1， または USB メモリー注2) を持

参してください．PC 持ち込みの場合は PC を持参してください．

② プレビュールーム備え付けのパソコン (Windows PC) にセットして発表原稿の表示を確認してく

ださい．プレビュールームでの発表原稿の改定はできません．

③ 試写を行い，正常に表示されるか確認してください．PC 持込の場合は係員の指示により試写を行
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い，会場での PC 受け渡しについての説明を受けてください．

④ PC 持込の場合は発表終了後，係員の指示により PC を受け取ってください．

⑤ Macintosh 使用の場合，および Windows でも PC 本体を持ち込みの場合は，プロジェクター接続

用ケーブルの端子 「ミニ D-sub15 ピン」 (下図参照) との接続可能な専用の変換アダプター (コネ

クタ) および AC アダプターを必ず持参してください．

⑥ ファイルは発表終了後事務局で消去いたします．

注 1: 【CD-R】 CD-R のみの受付になります．CD-R/W や DVD は対応しません．追記モードではな

く， ライトワンスモードで記録して持参してください．

注 2: 【USB メモリー】 WindowsXP 標準ドライバーで動作可能なものとしてください．(CD-ROM 等

からドライバーのインストールが不要なもの)

※事務局で用意するのは，通常のミニ D-Sub15 ピン (下の写真) に対応する端子のみとなります．

特に SONY VAIO Note C1/SR/GT/U 等の一部機種や，Apple iBook G4, PowerBook G4 等の一部機種は

モニター出力の変換コネクタが必要になります．忘れずに持参してください．

（例）VAIO SRX

（例） iBook
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一般演題：ポスター発表者へ

➢ポスターの貼付けと撤去は以下に従ってください．

　　貼付：11 月 4 日 (木) 9 : 00～11 : 00

　　撤去：11 月 6 日 (土) 10 : 30～11 : 30

　なお，11 月 6 日 (土)  11 : 30 以降撤去されていないポスターは事務局にて処分いたします．

➢発表時間は発表 4 分，討論 3 分の計 7 分です．時間が短いので討論を中心にしてください．

ポスターについて

① 演題名，演者名，所属は縦 13.5 cm×横 100 cm でご用意ください．演題番号は総会事務局で用意

します．

② ポスターの展示スペースは縦 90 cm×横 116 cm のパネルが二面あります．この範囲に収まるよう，

ポスターを作成してください．

③ パネルは金属板の表面にダークブルーのマジッククロスを張ったものです．展示資料の貼付けに

は専用テープを使いますので，ポスター展示会場受付にて受け取り使用してください．専用テー

プ以外のテープや画鋲の使用はお断りします．

演題番号は総会事務局で用意します．

演題名，演者名，所属は縦 13.5 cm×横 100 cm

でご用意ください．

ポスター展示面は上下の 2 面あります．

各面は縦 90 cm×横 116 cm

(B4 版で縦 3 枚，横 3 枚，計 9 枚貼付可能，

上下 2 面で総計 18 枚貼付可能）

貼付けには，専用テープ以外は使用しないで

ください．
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シンポジウム，パネルディスカッション，カッティングエッジレクチャー，ミニセミナー，

教育講演，Work in Progress，ワーキンググループの講演者へ

➢講演は，パソコンでの一面投映のみです．

➢一般演題の注意事項をご参照ください．

➢ご担当のセッションの進行は司会者に一任しますので，定められた時間内に有意義な討論ができますよ

う，ご配慮をお願いいたします．

一般口演の座長へ

➢ご担当のセッションの開始 15 分前には，会場内の次座長席にお着きください．進行係が確認いたします．

➢内容により個別討論や一括討論をされてもかまいませんが，定められた時間内に有意義な討論ができます

よう，ご配慮をお願いいたします．

ポスターセッションの座長へ

➢ご担当のセッションの開始 15 分前には，会場内のポスター受付にお立ち寄りください．

➢各セッションには進行係がおりません．開始と終了時間を含めて進行は座長に一任いたします．内容によ

り個別討論や一括討論をされてもかまいませんが，定められた時間内に有意義な討論ができますよう，ご

配慮をお願いいたします．


