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第 20回日本高精度放射線外部照射研究会ご参加の皆様へのご案内

●ご参加の皆様へ

 ○　学会参加手続きは、仙台国際センターの2階　展示・レセプションホール「桜」前の総合受付で行 
 　　います。案内看板に沿ってご入場下さい。
 ○　受付は7月18日（土）午前8時30分より開始いたします。今回は「医師」「技術者」「企業・その他」「座 
 　　長・演者」に分けて受付を行います。該当される受付にお並びください。
 ○　学会参加費と引換に名札をお渡しいたします。名札に所属・氏名をご記入の上、必ずご着用下さ
 　　い。着用されていない方は講演会場に入れません。
             ○   前日の第18回日本定位放射線治療学会との共通割引参加の手続きをされた方は受付を行う必要
                    はありません。参加証のご着用をお願いいたします。但し、座長・演者の方は「座長・演者受付」にて 
                    参加手続きをお願いいたします。
             ○   当研究会出席者には日本医学放射線学会：3単位、日本放射線腫瘍学会：認定医1単位、認定技師  
                    2単位、日本放射線治療専門技師認定機構：2単位となります。

            参加費
 　・参 加 費 5,000円　
 　・懇親会参加費　3,000円（奮ってご参加下さい）

●座長の皆様へ

　　　＊「座長・演者受付」で参加手続きをお願いいたします。
 ○　ご担当のセッション開始予定時刻の１０分前までに、会場右前方の次座長席にご着席下さい。
 ○　プログラムの時間通りの進行にご協力をお願いいたします。

●一般口演演者の皆様へ

　　　＊「座長・演者受付」で参加手続きをお願いいたします。
　　　＊ご講演開始時刻の３０分前までに、必ずＰＣ受付へお立ち寄り下さい。
         １．ご講演時間
 ○　一般口演の時間は発表６分、討論２分、合計　持ち時間８分です。
 ○　一般口演以外のセッションにつきましては日程表（プログラム）の時間内で質疑を含め終了するよ
 　　うにご協力下さい。
 ○　講演終了１分前に警告灯、終了時には赤灯でお知らせします。講演時間は厳守して下さい。
 ○　演者の方は発表会場内に講演時間１０分前までに必ず次演者席にご着席下さい。
          ２．ご発表方法
 ○　発表方法はパソコンプレゼンテーション（１面映写）のみとします。
 ○　画像枚数に制限はありませんが、発表時間内に終了するようご注意下さい。
 ○　発表の画像操作は講演台に置かれたモニターを見ながらご自身でマウスを操作して画面を進め
 　　ていただきます。オペレーター席の担当者に操作の依頼も可能です。
 ○　発表データは専門のオペレーターが登壇時にご用意します。

●シンポジウム演者の皆様へ

           ＊「座長・演者受付」で参加手続きをお願いいたします。
　　　＊ご講演開始時刻の３０分前までに、必ずＰＣ受付へお立ち寄り下さい。
             ○　講演の時間は発表１５分です。
 ○　講演終了後、全シンポジストによる総合討論を行いますので、発表後も最前列で待機して下さい。
 ○　その他は一般口演と同様になります。



●ポスター展示演者の皆様へ

　　　＊「座長・演者受付」で参加手続きをお願いいたします。
　　　
　　　１．ポスター展示示説について
 ○　受付終了後に3階ポスター会場：中会議室「白橿（しらかし）」へお越し下さい。
 ○　ポスター会場前の「座長・演者受付」にお立ち寄りいただき、演題番号をご確認の上、貼付を 
 　　お願いします。画鋲は、会場内に用意いたします。
 ○　ポスター設置は7月18日（土）午前 8時 30分から開始いたします。
 ○　展示口演の時間は発表 4分、討論 2分、合計　持ち時間 6分です。
 ○　進行は座長の指示に従ってください。発表は時間厳守で進行いただきますようお願いいたします。
 ○　ポスター撤去時間は7月18日（土）午後 5時～午後 6時です。撤去時間を過ぎたポスターは、
 　　大会事務局で処分させていただきますのでご了承ください。

　　　２．ポスターサイズ
 ○　演題名、所属、氏名は、縦 13.5cm×横 100cmでご作成下さい。
 ○　発表資料の大きさは、縦 90cm×横 116cmを 2段（ポスターの貼付け可能なサイズは、
 　　1段につきB4シートで縦 3枚、横 3枚の計 9枚）です。
 ○　ポスターの貼付けは、事務局の用意した専用の両面テープを使用して下さい。

●発表使用機材と推奨環境

　　　１．発表データ持参の場合
 ○　発表データは、ご持参可能ですが、原則Windows のみと限らせていただきます。
 ○　会場で使用するパソコンとOS及びアプリケーションは、Windows XP：Power Point2003 又は
 　　2007となります。
 ○　Macintosh の方と再生動画 (Power Point のアニメーション機能を除く)データを使用の場合に
 　　は、ご自身のノートパソコンをご持参下さい。
 ○　発表データをご持参の場合には、CD-R 又は USBフラッシュメモリーに保存してご持参下さい。
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演題番号（事務局で準備します）

13.5cm
タイトル・所属・氏名（縦13.5cm×横100cm）

ポスターの貼付け可能なサイズは、1段につき
B4 シートで縦 3枚、横 3枚の計 9枚です。

90.0cm

90.0cm

116.0cm

11.0cm



ご案内_03

 ○　発表データをご持参の場合には、アプリケーションはWindows 版：Power Point2003 又は
 　　2007をご利用下さい。Macintosh 版 Power Pointでの作成データをWindowsで再生の場合、 
 　　映像に支障がきたす可能性がありますので避けてください。
 ○　フォントはOSに標準で装備されているものをご使用ください。画面レイアウトのバランス異常
 　　や文字化けを防止するためにフォントはMSゴシック・MSPゴシック・MS明朝・MSP 明朝・
 　　Times New Roman・Centuryを推奨します。
 ○　画像の解像度はXGA（1024×768ピクセル）です。このサイズより大きい場合、スライドの周
 　　囲が切れてしまいますので画像設定をXGAに合わせてください。
 ○　発表データは会場内のパソコンに一旦コピーさせていただきますが、学会終了後に事務局で責
 　　任を持って消去します。
 ○　データ（ＵＳＢ等）ならびに持参ＰＣは、最新ウィルスパターンファイルでのチェックをお願い
 　　します。

　　　２．ノートパソコン持参（Macintosh 使用、Windows 動画使用）持参の場合
 ○　Macintosh の方と再生画像に動画が含まれる方は必ず
 　　ご自分のパソコンをご持参下さい。
 ○　ご持参いただくパソコンには、パソコンとプロジェクター
 　　を接続するためのコネクターが必要です。
 　　形状はDsub-15pins（15pin の RGB 出力）です。
 　　パソコンによってはアダプターが必要ですので、
 　　ご注意下さい。
 ○　動画並びに画像枚数制限はありませんが、事前に再生できるかご確認下さい。パソコン本体の液
 　　晶画面に動画並びに画像が表示されても実際に外部出力されない場合があります。発表データを
 　　作成されたパソコンとご持参いただくパソコンが別な場合には特にご注意下さい。
 ○　スクリーンセーバー並びに省電力設定は予め解除してください。
 ○　パソコンの電源ケーブルは必ずご持参ください。バッテリーでのご発表はバッテリー切れになるこ
 　　とがありますので十分ご注意下さい。
 ○　会場に準備されたプロジェクターに接続できない場合やパソコンのトラブルに備え、必ずバック
 　　アップデータ（CD-R 又は USBフラッシュメモリー）をご持参下さい。
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●発表データの受付方法

　　　１．発表データ持参の場合
 ○　ご発表プログラム開始時刻の１時間前までに会場内の PC受付（パソコン受付）コーナーにご持
 　　参データをご提出して下さい。
 ○　その場で文字化けや段落のずれ等をご確認いただき、問題がないようでしたらデータをお預かり
 　　しご持参のメディアはお返しします。
 ○　ご発表データは会場の係りがご発表会場へ責任を持って移動させますのでご安心下さい。
 ○　その後は発表会場内に講演時間１０分前までに必ず次演者席にご着席いただきお待ち下さい。

　　　２．ノートパソコン持参（Macintosh 使用、Windows 動画使用）持参の場合
 ○　ご発表プログラム開始時刻の３０分前までに会場内の PC受付（パソコン受付）コーナーにご持
 　　参のパソコンをお持ち下さい。
 ○　その際に音声再生の有無とご発表時にパソコン操作をご自分でされるか係りの者に依頼するかを
 　　ご申告下さい。
 ○　その場で接続いただき、動作確認と試写を済ませていただき、引換証を受領してください。
 ○　ご自身でご発表の２０分前までにご自分の講演会場の PC操作卓コーナーの専門技術者にご提
 　　出下さい。
 ○　接続は会場の専門技術者が対応いたします。
 ○　講演台に準備されたディスプレイとキーボードご利用を原則としますが、ご自分のパソコンを講
 　　演台へ設置ご希望の場合には会場の専門技術者へご申告ください。
 ○　発表終了後のノートパソコンは PC操作卓で引換証と交換にて返却いたします。

　　　３．動画のビデオ発表（DVDによる）
 ○　ご発表プログラム開始時刻の３０分前までに会場内の PC受付（パソコン受付）コーナーにご持
 　　参のビデオデータをお持ち下さい。
 ○　音声有無をご申告ください。
 ○　受付で引換証をお受取り下さい。
 ○　その後は発表会場内に講演時間１０分前までに必ずご着席してお待ち下さい。
 ○　動画発表の際も、編集し講演時間を厳守して下さい。
 ○　DVDは講演終了後、PC受付（パソコン受付）コーナーでビデオ受領書と引換に返却しますので
 　　必ずお受取り下さい。
 ○　デッキは１台です。
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●関連会議・行事

 ○　世話人会
  日　時：7月18日（土）12 : 00 ～ 13 : 00
　　  会　場：2階　大会議室「萩」
 ○　懇親会
  日　時：7月18日（土）18：30～ 19：50
  会　場：仙台エクセルホテル東急　3階ボールルーム
 ○　ランチョンセミナー　　　　　　　　　
  日　時：7月18日（土）12 : 10 ～ 13: 00
  会　場：2階　展示レセプションホール「桜」
   開催会場にお弁当の用意がございます。
   （お弁当の数には限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい）

●その他

 ○　クローク
  1 階　エントランスホール奥に共通クロークがございます。
 ○　呼出
  会場内での呼び出しは行いません。
  総合受付付近に用意しております掲示板（ホワイトボード）に掲示いたしますので、
  適宜ご覧下さい。
 ○　交見室・ドリンクコーナー・休憩室
  会期中、3階ポスター会場：中会議室「白橿（しらかし）」 にドリンクコーナーを設置しますので、
  どうぞご利用下さい。インターネット回線のご利用も可能です。
 ○　駐車場について
  会場内に駐車場はございますが、台数に限りがございますので公共交通機関をご利用下さい。

●講演会場案内
 総合受付   2 階　展示・レセプションホール「桜」前　
 講演会場   2 階　展示・レセプションホール「桜」
 ポスターセッション会場  3 階　中会議室「白橿」
 ＰＣ・ビデオ受付  2 階　展示・レセプションホール「桜」前
 メーカー商業展示  3 階　中会議室「白橿」
 書籍展示   3 階　中会議室「白橿」
 ドリンクコーナー   3 階　中会議室「白橿」
 講師控室   2 階　小会議室「4」
 世話人会会場   2 階　大会議室「萩」
 事務局    2 階　小会議室「5」



展示・ポスター会場

展 示 ・ ポ ス タ ー 会 場 案 内

　 仙 台 国 際 セ ン タ ー 3 階 　 白 橿

コセキ（株）

MHIメディカルシステムズ（株） シー・エム・エス・ジャパン（株）

エレクタ（株） ブレインラボ（株）

（株）日立メディコ

●企業展示

P5-5 山梨大学

吉武　忠正

樋口　雅則

佐野　尚樹

P5-1 P5-2

P5-3 P5-4

京都大学 九州大学

埼玉医科大学 群馬県立がんセンター

中村　光宏

大谷　侑輝

●展示5　呼吸同期

大阪市立大学 国立がんセンター東

黒河　千恵

小林　浩之

中田　良成 西尾　禎治

P4-1 P4-2

P4-3 P4-4

P4-5 P4-6

九州大学
別府先進医療センター 順天堂大学

京都大学 東京医科大学

穴井　重男

楢林　正流

●展示4　物　理

P3-1 P3-2

P3-3 P3-4

P3-5

京都大学
南東北がん陽子線
治療センター

石切生喜 広島大学

札幌医科大学

藤本　隆広 加藤　貴弘

左近　聡 河合　信太朗

舘岡　邦彦

●展示3　位置照合

P2-1 P2-2

P2-3 P2-4

P2-5 P2-6

山口大学 Ofuna Chuo

四国がんセンター 山梨大学

大船中央 山梨大学

高橋　昌太郎 Atsuya Takeda

濱本　泰 前畠　良康

小池　直義 輿石　強太

●展示2　定　位

P1-1 P1-2

P1-3 P1-4

P1-5

P1-7

P1-6

埼玉医科大学 山野　貴史 木沢記念 松尾　政之

近畿大学 北腎会
脳神経・放射線科クリニック

沖縄南部徳洲会 琉球大学

大阪市立大学

立花　和泉 鈴木　淳司

粕谷　吾朗 戸板　孝文

堤　真一

●展示1　ターゲット




