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⼤会⻑挨拶 
 

謹啓 貴社におかれましては、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度、第 17 回⽇本診療放射線学教育学会⼤会⻑に推挙され、2023 年 8 ⽉ 26 ⽇

（⼟）、東京都⽴⼤学荒川キャンパスにおいて対⾯形式で本⼤会を開催させていただくこと

になりました。 

この学会は、診療放射線学における教育技法、教育評価、教育制度、FD、継続教育、新

⼈研修などの教育に関わる領域を研究対象とし、研究、教育の情報交換を中⼼とした活動

を通じて、知識の交換ならびに関連団体との連絡提携を図り、診療放射線技師教育の発展

に寄与することを⽬的とした学会です。本来、学術集会は学会の事業費により運営される

べきではありますが、遺憾ながら会費だけでは⼗分な運営が難しいのが実状でございます。 

諸般事情の厳しい時期ではございますが、本学術集会の趣旨に深いご理解を賜りまして、

何卒ご共催を賜りたく謹んでお願い申し上げます。 

なお、本会では、⽇本製薬⼯業協会および⽇本医療機器産業連合会（医機連）が設けた

「企業と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」の趣旨に賛同し、ガイドラインに基づ

く情報公開の実施について承諾いたします。 

末筆となりましたが、貴社の益々のご発展を⼼よりお祈り申し上げます。 

謹⽩ 
2023 年 1 ⽉吉⽇ 

第 17 回 ⽇本診療放射線学教育学会学術集会 ⼤会⻑ 眞正浄光 
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開催概要 
 

◼ 会議名称 ：第 17 回⽇本診療放射線学教育学会学術集会 

◼ 会 期 ：2023 年 8 ⽉ 26 ⽇（⼟） 

◼ 開催形式 ：対⾯形式 

◼ 会 場 ：東京都⽴⼤学 荒川キャンパス 

◼ 参加者数 ：約 200 名 

◼ ⼤会⻑ ：眞正浄光 (東京都⽴⼤学) 

◼ 実⾏委員⻑ ：松本真之介(東京都⽴⼤学) 

◼ 実⾏委員 ：⻲澤秀美 (帝京⼤学) 
⽊村英⾥ (神⼾常磐⼤学) 
清⽔秀雄 (つくば国際⼤学) 
津⽥啓介 (順天堂⼤学) 
富⽥哲也 (筑波⼤学附属病院) 
根岸徹  (東京都⽴⼤学) 
森祐太郎 (筑波⼤学)    【50⾳順】 

◼ ⼤会⽀援理事：佐藤英介 (順天堂⼤学) 

◼ テーマ ：“出会い”から始まる「診療放射線技師の未来」 

〜探そう、作ろう、繋ごう〜 

◼ 予定プログラム：⼤会⻑企画、⼀般演題、学⽣発表、ランチョンセミナー、就職説明会 
◼ 運営事務局 ：⽇本診療放射線学教育学会 

学会事務局 
筑波⼤学附属病院陽⼦線医学利⽤研究センター内 
〒305-8576 茨城県つくば市天久保 2-1-1 
E-mail jsert@md.tsukuba.ac.jp 
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⽇本放射線学教育学会役員名簿 

 

役職 ⽒名 所属 

会⻑ 福⼠政広 つくば国際⼤学 

副会⻑ 磯辺智範 筑波⼤学 

副会⻑ 根岸徹 東京都⽴⼤学 

理事 関根紀夫 東京都⽴⼤学 

理事 星野修平 群⾺パース⼤学 

理事 ⼤葉隆 福島県⽴医科⼤学 

理事 佐藤英介 順天堂⼤学 

理事 髙⽥健太 群⾺県⽴県⺠健康科学⼤学 

理事 眞正浄光 東京都⽴⼤学 

理事 ⼤⾕浩樹 帝京⼤学 

理事 中前光弘 りんくう総合医療センター 

理事 中⾕儀⼀郎 ⽇本医療科学⼤学 

理事 ⽊村英理 神⼾常盤⼤学 

理事 児⽟直樹 新潟医療福祉⼤学 

理事 梁川範幸 つくば国際⼤学 

理事 奥村雅彦 森ノ宮医療⼤学 

理事 ⻲澤秀美 帝京⼤学 

理事 阪間稔 徳島⼤学 

理事 ⽊村徹 ⽇本医療⼤学 

理事 松原孝祐 ⾦沢⼤学 

理事 ⻄出裕⼦ 岐⾩医療科学⼤学 

監事 村中博幸 ⽇本⽂理⼤学 

監事 ⽯⽥有治 東京電⼦専⾨学校 
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募集要項：ランチョンセミナー 
 

1. ⼤会名称 ：第 17 回⽇本診療放射線学教育学会学術集会 

2. 開催⽇ ：2023 年 8 ⽉ 26 ⽇（⼟） 

3. 会場 ：東京都⽴⼤学 荒川キャンパス 
〒116-8551 東京都荒川区東尾久 7-2-10 

Tel 03-3819-1211（代表） 

4. ⼤会⻑ ：眞正浄光（東京都⽴⼤学） 

5. 共催費 ；お弁当･飲料 200個、お弁当容器回収費など 200,000円 
※ ランチョンセミナーにご協⼒いただいた場合、6-9 ページに⽰す就職説明会、企業

展⽰、スライド広告、及びプログラムへの広告(A4サイズ)を無償（0円）といたし
ます。なお、プログラムへの広告をご希望される場合は A4,1ページの広告をご準
備下さい。 

6. セミナーの内容： 
当該セミナーにおいては、企業、商品説明及び企業における⼈材育成についてのセミナ
ーをご依頼いたします。ご希望されるセミナーの内容を申込書にご記⼊ください。未定
の場合は、記⼊欄に「未定」とご記⼊ください。なお、内容については、⼤会⻑および
実⾏委員との協議のうえ、決定させていただきます。 

7. 講演時間 ：12:20 - 13:10 （50 分） 

8. 申込⽅法： 
本募集要項の内容をご確認のうえ、別紙『ランチョンセミナー申込書』に必要事項をご
記⼊いただき、実⾏委員会宛に E mailにてお申込みください。決定後、請求書を発⾏
いたします。請求書発⾏ 1 ヶ⽉以内に請求書記載の指定⼝座までお振込みください。
振込⼿数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。ご⼊⾦を確認後、
正式なお申込みとさせていただきます。なお、申込書の提出後は、実⾏委員会が不可抗
⼒と認めた事由以外でのお取り消し・ご返⾦はできかねますので、予めご了承くださ
い。 

9. 申し込み期限 ：2023 年 4⽉末⽇（必着） 

10. お問い合わせ先 第 17 回⽇本診療放射線学教育学会学術集会 実⾏委員会 
⼤会⻑： 眞正浄光 shinsho@tmu.ac.jp 
実⾏委員⻑：松本真之介 matsumoto.shinnosuke@tmu.ac.jp 
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募集要項：就職説明会(企業) 
 

1. ⼤会名称 ：第 17 回⽇本診療放射線学教育学会学術集会 

2. 開催⽇ ：2023 年 8 ⽉ 26 ⽇（⼟） 

3. 会場 ：東京都⽴⼤学 荒川キャンパス 
〒116-8551 東京都荒川区東尾久 7-2-10 

Tel 03-3819-1211（代表） 

4. ⼤会⻑ ：眞正浄光（東京都⽴⼤学） 

5. 展⽰料⾦： 1 ）就職説明会(企業)のみ 20,000円 
2 ）就職説明会(企業)＋スライド広告 30,000円 

※ 就職説明会(企業)にご協⼒いただいた場合、9 ページに⽰すスライド広告費を半額
といたします。また、プログラムへの広告(A4 サイズ)を無償（0 円）といたしま
す。なお、プログラムへの広告をご希望される場合は A4,1ページの広告をご準備
下さい。 

6. 説明会の内容： 
学会中のメイン会場(⼤視聴覚室)において、診療放射線学科の学⽣に対して、企業から
企業及び就職に関する説明をプレゼンテーション形式で実施するセッションを設けま
す。ご希望される説明の内容を申込書にご記⼊ください。未定の場合は、記⼊欄に「未
定」とご記⼊ください。 

7. 時間* ：16:00 - 17:40 （100 分、1 社 10〜15分程度） 

8. 申込⽅法： 
本募集要項の内容をご確認のうえ、別紙『就職説明会(企業)申込書』に必要事項をご記
⼊いただき、実⾏委員会宛に E mailにてお申込みください。決定後、請求書を発⾏い
たします。請求書発⾏ 1 ヶ⽉以内に請求書記載の指定⼝座までお振込みください。振
込⼿数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。ご⼊⾦を確認後、正
式なお申込みとさせていただきます。なお、申込書の提出後は、実⾏委員会が不可抗⼒
と認めた事由以外でのお取り消し・ご返⾦はできかねますので、予めご了承ください。 

9. 申し込み期限 ：2023 年 4⽉末⽇（必着） 

10. お問い合わせ先 第 17 回⽇本診療放射線学教育学会学術集会 実⾏委員会 
⼤会⻑： 眞正浄光 shinsho@tmu.ac.jp 
実⾏委員⻑：松本真之介 matsumoto.shinnosuke@tmu.ac.jp 
 

*時間は、応募数によって変更する可能性がございます。  
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募集要項：企業展⽰・スライド広告 
 

1. ⼤会名称  ：第 17 回⽇本診療放射線学教育学会学術集会 

2. 開催⽇ ：2023 年 8 ⽉ 26 ⽇（⼟） 

3. 会場 ：東京都⽴⼤学 荒川キャンパス 
〒116-8551 東京都荒川区東尾久 7-2-10 

Tel 03-3819-1211（代表） 

4. ⼤会⻑ ：眞正浄光（東京都⽴⼤学） 

5. 概要 ：8, 9 ページをご参照ください 

6. 申込⽅法 ：本募集要項の内容をご確認のうえ、別紙『企業展⽰・スライド広告申込
書』に必要事項をご記⼊いただき、実⾏委員会宛に E mail にてお申込みください。決
定後、請求書を発⾏いたします。請求書発⾏ 1ヶ⽉以内に請求書記載の指定⼝座までお
振込みください。振込⼿数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。
ご⼊⾦を確認後、正式なお申込みとさせていただきます。なお、申込書の提出後は、実
⾏委員会が不可抗⼒と認めた 事由以外でのお取り消し・ご返⾦はできかねますので、
予めご了承ください。 

7. 申し込み期限： 2023 年 4⽉末⽇（必着） 

8. お問い合わせ先 第 17 回⽇本診療放射線学教育学会学術集会 実⾏委員会 

⼤会⻑： 眞正浄光 shinsho@tmu.ac.jp 
実⾏委員⻑：松本真之介 matsumoto.shinnosuke@tmu.ac.jp 
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企業展⽰概要 
 

1. 展⽰会場： 東京都⽴⼤学 荒川キャンパス 

2. 展⽰対象： 医療機器、医薬品、情報機器、書籍など（実⾏委員会が認めたもの） 

（薬事法未承認品の展⽰については、実⾏委員会へお問い合わせください） 

3. 展⽰料⾦： 1 ）展⽰のみ 40,000円 

2 ）展⽰＋スライド広告 50,000円 

※ 学術集会へご協⼒いただいた場合、プログラムへの広告を無償(0 円)とさせていた
だきます。ご希望される場合は A4,1ページの広告をご準備下さい。 

4. ⼩間規格： 

・ 1⼩間 ：W:2m×D:2m 
・ 展⽰台 ：4台（1台：W:0.7m×D:0.5m×H:0.7m 
・ 椅⼦ ：4脚（展⽰台 1台につき 1脚） 
・ ホワイトボード：1台（外⼨：W:1.8m×H:1.8m、盤⾯：W:1.8m×H:0.9 m） 
・ 電源 ：お申込み内容に応じて電気配線 1⼩間：500Wまで）を準備します  

（事前にお問い合わせください） 。 
・ テーブルクロス・システムパネル（間仕切り・社名板・⼩間内の装飾などはご準備

願います。 

5. スケジュール 

［会期］  2023 年８⽉ 26 ⽇（⼟） 10:00 - 18:00 
［搬⼊・設置］2023 年８⽉ 25⽇（⾦） 18:00 - 20:00 

2023 年 8 ⽉ 26 ⽇（⼟）  9:00 - 10:00 
［搬出・撤去］2023 年８⽉ 26 ⽇（⼟） 18:00 - 19:00 
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スライド広告概要 
 

1. 広告形式 ：⼤会期間中、会場モニタにデジタル配信いたします。 

 スライド 1枚をご準備ください 

2. 広告料⾦ ：スライド広告のみ： 20,000円 

※ 学術集会へご協⼒いただいた場合、プログラムへの広告を無償(0円)
とさせていただきます。ご希望される場合は A4,1ページの広告をご
準備下さい。 

 


