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お　知　ら　せ

§医薬品・医療用具等安全性情報

（厚生労働省医薬食品局）

平成 16 年 6 月 No. 202

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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§医薬品・医療用具等安全性情報

（厚生労働省医薬食品局）

平成 16 年 7 月 No. 203

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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§医薬品・医療用具等安全性情報

（厚生労働省医薬食品局）

平成 16 年 9 月 No. 205

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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§医薬品・医療用具等安全性情報

（厚生労働省医薬食品局）

平成 16 年 11 月 No. 206

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



519

（No. 204, No. 207 はダイジェスト版なしのため，掲載しません）
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§第 42 回アイソトープ・放射線 研究発表会
　発表論文の募集

この研究発表会は，異なった専門分野の研究者
が一堂に会し，アイソトープと放射線の理工学，
ライフサイエンス，薬学，医学への利用技術を中
心とした研究およびその基礎となる研究の発表と
討論を行い，各分野間の知見と技術の交流を図る
ものです．奮ってご応募，ご参加下さいますよう
ご案内いたします．
なお，名称が第 41 回までの 「理工学における

同位元素・放射線研究発表会」 から変更されまし
た．

会期　2005 年 7 月 6 日 (水)～7 月 8 日 (金)

会場　日本青年館
　　　(東京都新宿区霞ヶ丘町 7 番 1 号)

(1) 内容　それぞれの研究分野において，その
専門的な成果を得た放射性同位体，安定同位
体や放射線の利用研究，およびこれら利用の
基礎となる研究．内容には少なくとも一部に
未発表の部分が含まれていること．

(2) 発表申込区分
1. 基礎データ
2. 放射線測定機器・測定法
3. 分析 (放射化分析，放射化学分析など)

4. トレーサ利用
5. 製造・分離・標識化
6.　線源・加速器
7. 放射線利用機器 (ラジオグラフィ，エネル
　ギー利用，発光塗料等も含む)

8.　陽電子消滅
9. メスバウア効果

10. 放射線管理 (汚染除去，健康管理，安全取
扱，廃棄物処理，運搬，遮へい，コン
ピュータによる管理等)

11. 地球科学・宇宙科学
12. 環境放射能
13. ライフサイエンスへの利用

14. 薬学への利用
15. 医学への利用
16. 安定同位体
17. 放射線教育
18. 放射線効果
19. コンピュータ利用 (シミュレーション，

データ処理，解析技術等)

20. その他
(3) 発表者の資格　発表者の 1 人が本発表会の
主・共催学・協会の会員であること．

(4) 発表形式　口頭発表またはポスター発表
(5) 口頭発表時間

1 件 15 分 (発表 12 分，討論 3 分)

Power Point (Microsoft 社製 Windows 用) に
よる発表が可能です．ただし読み取り不良等
の場合を想定し，必ず OHP シートのコピー
もバックアップ用にご準備下さい．

(6) ポスター発表　申込区分はありません．
(7) 発表申込み　日本アイソトープ協会ホーム
ページ (http://www.jrias.or.jp/) 上からお申し
込み下さい．ホームページをご利用になれな
い方は下記にお問い合わせ下さい．

(8) 発表申込締切　2005 年 2 月 28 日 (月)
(9) 講演要旨　口頭発表，ポスター発表とも，

1 件につき A4 判用紙 1 枚．要旨原稿の書き
方と見本は，日本アイソトープ協会ホーム
ページに掲載されます．

(10) 講演要旨原稿締切
2005 年 4 月 15 日 (金) 必着

(11) 参加費　2,000 円 (学生は無料)

要旨集　4,000 円 (消費税含む)

その他
(1) 論文集は発行しませんが， 日本アイソトープ
協会が発行する学術論文誌 RADIOISOTOPES

に投稿できます．
(2) 発表申込件数，発表内容などによっては口
頭発表からポスター発表に，または，ポスター
発表から口頭発表への変更をお願いすることが
あります．
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連絡・問合せ先

　アイソトープ・放射線研究発表会運営委員会
　〒113–8941　東京都文京区本駒込 2–28–45

　　日本アイソトープ協会学術課　西島
　　TEL  03–5395–8081　FAX  03–5395–8053

　　E-mail　gakujutsu@jrias.or.jp

　　URL　  http://www.jrias.or.jp/

§独立行政法人放射線医学総合研究所　　　
　研究員の公募について

①所属・職名

重粒子医科学センター脳機能イメージング
研究開発推進室チームリーダー　1 名

　業務内容
(1) PET を用いた神経伝達物質受容体及び人間
　を対象にした新規リガンドの研究．

(2) 複数の大学院生の臨床研究遂行の指導．
(3) 国内及び国際共同研究を主導し，民間との
　共同研究にも積極的に取り組む．

　報　　酬
当研究所が独自に定めた，一般職の国家公

　務員 (研究職) と同等の給与体系による．
　応募資格
(1) PET を用いた脳機能画像の解析に精通して
　おり，特に脳内神経伝達物質受容体研究に
　専門知識を有すること．

(2) 日本の医師免許を有し，医学博士の学位を
　有すること．

(3) 精神・神経疾患の臨床研究の経験を有する
　ことが望ましい．

②所属・職名

重粒子医科学センター画像医学部臨床応用
　研究室研究員 (任期付)　1 名

　業務内容
(1) 分子腫瘍学に基づくがんイメージング技
術・臨床応用の開発研究．

 (2) 実験動物によるがんイメージングのための

基礎研究及び前臨床研究．
(3) がんイメージング用分子プローブの開発の
ための基礎的検討．

 　報　　酬
当研究所が独自に定めた，一般職の国家公

務員と同等の給与体系 (一般職の任期付研究員
(若手育成型) と同等の処遇) による．

　応募資格
(1) 分子イメージングの知識及び分子腫瘍学に
関する専門知識を有すること．

(2) 大学院博士課程修了又は同等の研究歴を有
すること．

(3) 任用時において博士の学位を有すること．
(4) 任用時において原則年齢 40 歳未満であるこ
と．

③所属・職名

重粒子医科学センター画像医学部放射薬剤
　製造・開発室研究員 (任期付)　1 名

　業務内容
(1) PET 及び SPECT に用いる放射薬剤の創薬的
な開発研究や新規合成法の開発及び動物実
験による評価．

(2) 新規標識・合成法の開発．
(3) 上記研究に関する研究技術やノウハウの継
承及び展開．

(4) 有機合成関連業務の指導．
　報　　酬

当研究所が独自に定めた，一般職の国家公
　務員と同等の給与体系 (一般職の任期付研究
　員 (若手育成型) と同等の処遇) による．

　応募資格
(1) 有機合成及び放射化学並びに PET 用放射薬
剤の合成に十分な知識と経験を有するこ
と．

 (2) 大学院博士課程修了又は同等の研究歴を有
すること．

(3) 任用時において博士の学位を有すること．
 (4) 任用時において原則年齢 35 歳未満であるこ

と．
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―――――――――――  ◇  ―――――――――――

提出書類 ①～③

(1) 履歴書 (所定の様式あり)

(2) 推薦書
(3) 主要業績概要 (A4 判 2 千字以内)

(4) 今後の研究の抱負 (A4 判 2 千字以内)

(5) 研究業績目録 (原著，総説，学会発表別)

(6) 主要論文別刷 5 編以内 (コピーでも可)

応募締切 ①～③　平成 17 年 1 月 31 日 (月)

任用予定期間

① 平成 17 年 4 月 1 日以降のなるべく早い時期
② 平成 17 年 4 月 1 日以降のなるべく早い時期

から 5 年間
③ 平成 17 年 4 月 1 日以降のなるべく早い時期

から 3 年間

書類提出先

　〒263–8555　千葉市稲毛区穴川 4–9–1

　　放射線医学総合研究所　総務部総務課人事係
　　TEL  043–206–3005 (ダイヤルイン)

　　E-mail　personnel@nirs.go.jp

　　ホームページ　http://www.nirs.go.jp

問い合わせ先  (職務内容)

① 特別上席研究員
　須原　哲也　E-mail　suhara@nirs.go.jp

② 重粒子医科学センター画像医学部主任研究員
　小畠　隆行　E-mail　t_obata@nirs.go.jp

③ 重粒子医科学センター画像医学部放射薬剤製
　 造・開発室長
　 　鈴木　和年　E-mail　kazutosi@nirs.go.jp

第 62 回日本核医学会関東甲信越地方会

演題募集のお知らせ

日　　時：平成 17 年 1 月 22 日 (土)　午後 1：00 (予定)

場　　所：富士フィルム東京本社講堂

会　　長：山 純一先生 (東邦大学医学部付属大森病院)

演題締切：平成 16 年 12 月 17 日 (金) 必着

　(演題名，所属，氏名) を下記のメールアドレスにお送りください．

演題送付先：〒143–8541　大田区大森西 6–11–1

　　　　　　　東邦大学医学部付属大森病院　循環器内科

　　　　　　　　山　 　純　一　先生　宛

　　　　　　　　　TEL: 03–3762–4151    FAX: 03–5753–0269

　　　　　　　　　E-Mail: yamasaki@med.toho-u.ac.jp


