
参 加 者 の 皆 様 へ 

 
● 総合受付 (旭川市民文化会館 １階ロビー) 

  会員・非会員・学生 登録受付 

  懇親会受付 

 

受付時間  

前 日   ９月３０日（水）１６：００～１８：３０ 

    １日目  １０月 １日（木） ８：３０～１８：００ 

    ２日目  １０月 ２日（金） ８：３０～１８：００ 

    ３日目  １０月 ３日（土） ８：３０～１２：００ 

  ＊初日の混雑緩和のため，前日参加受付を設定しました。この日は１８：３０まで

受付を開きます．どうぞご利用下さい。なお発表受付はできません． 

   会場内は並行して設営作業をしておりますのでご了承下さい。    

  ＊機器展示（旭川市民文化会館地階展示室）は開会式終了後にご入場いただけます。 

開会式は１０月１日（木）１１：００から行います。 

 

参加登録費 

              会   員    ：  １２，０００円 

              非 会 員  ：  １５，０００円 

学部生・学生 ：     ２，０００円 

（会員・非会員とも。大学院生を除く。学生証をご呈示下さい。） 

＊第 49 回日本核医学会学術総会プログラムにもご参加頂けます。 

＊合同ＰＥＴワークショップ（１０月２日（金）９：００～１１：００開催）には

無料でご参加頂けます。 

 

・参加登録の事前受付はございません。 参加登録票に必要事項をご記入の上，当

日総合受付にご提出下さい。参加登録票は会場にご用意しています．  

 

・参加登録票および参加登録費と引替にネームカードを発行致します．ご氏名，ご

所属を記入されて会場内では必ず着用して下さい。ネームカードには，参加証兼

領収証が付いていますので大切に保管して下さい。 

再発行はいたしません。 

 

    ・会員の方は，学会本部受付にて年会費を併せて納めてください。新入会員の方は，

入会申込書に所定の事項を記入して登録手続きを行ってください。 

     

 

  学会抄録集 （核医学技術 ２００９年２９巻 予稿集） 

    ・本学会会員の方には，事前に送付されます。各自でご持参下さい。 

    会場では，学会受付で有料（ 2,000 円）にて販売します。 

 



●ご伝言など 

  ・会場等では呼び出しはいたしません。 

  ・伝言板をロビーに設けますので用件を記載したメモを貼付して下さい。 

●合同開会式（旭川市民文化会館 １階 第一会場） 

   １０月 1 日（木）９：４０～１１：００ 

   会長・大会長挨拶，オープニングベル，開会講演 

 

●機器展示 （旭川市民文化会館 地階 展示場ほか） 

 開会式  １０月 １日（木） １１：００～１１：３０    

展示時間 １０月 １日（木） １１：３０～１７：００ 

     １０月 ２日（金）  ９：００～１７：００ 

     １０月 ３日（土）  ９：００～１２：００ 

 

●プレビューセンター （ＰＣ受付） 

第１会場～第４会場：旭川市民文化会館 

プレビューセンター １階 総合受付右手ロビー 

    第５会場～第１２会場：旭川グランドホテル 

プレビューセンター ３階 ロビー 

   開設時間（10 月 3 日は旭川市民文化会館のみの開設となります） 

１０月 １日（木） ８：３０～１８：００ 

     １０月 ２日（金） ８：３０～１８：００ 

     １０月 ３日（土） ８：３０～１１：００ 

＊必ず発表される会場の建物内のプレビューセンターで受付をお願いします。＊必ず発表される会場の建物内のプレビューセンターで受付をお願いします。＊必ず発表される会場の建物内のプレビューセンターで受付をお願いします。＊必ず発表される会場の建物内のプレビューセンターで受付をお願いします。    

異なるプレビューセンターで受付はできません．異なるプレビューセンターで受付はできません．異なるプレビューセンターで受付はできません．異なるプレビューセンターで受付はできません． 

 

●クローク （旭川市民文化会館 １階 ロビー左手，大ホールホワイエ） 

 受付時間 １０月 １日（木）８：３０～１８：００ 

      １０月 ２日（金）８：３０～１８：００ 

      １０月 ３日（土）８：３０～１２：００ 

＊ 旭川グランドホテルにもクロークがございますが、一般のお客様と同様のお取り扱

いとなります。 

 

●交流会 （ 旭川グランドホテル 第６．７会場 ） 

    10 月２日（金）１９：００～２１：００ 

    日本核医学技術学会と合同で交流会を開催します． 

    北海道の秋の味覚を地酒とともに取りそろえております． 

参加費は ３，０００円です。総合受付でお申し込み下さい。 

    交流会へのお申し込みは，交流会開会まで受け付けております． 

    総合受付終了後は懇親会会場前で参加受付を行います。 

 

●核医学専門技術者・専門技師（新規・更新）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． 

卒後教育プログラム受講証は卒後教育プログラムの会場にて終了後に配布されます。 



いずれも新規申請・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。 

 

●関連会議 

・核医学技術学会総会 １０月１日（木）１６：３０～１７：５０ 

             旭川グランドホテル 第９会場  

●その他 

・ 会期中以下の研究会が企画されています。 

    呼吸器核医学研究会 

      １０月３日（土）１３：００～１７：００ 

      旭川市民文化会館 第３会場 

    脳神経核医学研究会 

      １０月３日（土）１３：００～１７：００ 

      旭川市民文化会館 第４会場 

・ 機器メーカー，医薬品メーカーによるランチョンセミナーが企画されています。 

  会場はいずれも旭川グランドホテルとなります。 

整理券の発行はありません。先着順となりますので予めご了承下さい。 

・ 旭川市民文化会館は全館禁煙となっております。旭川グランドホテル内では喫煙コ

ーナー以外での喫煙はご遠慮下さい。 

・ 口演会場内では，携帯電話等の呼出音，各種電子機器等のアラーム音などが鳴らな

いようにご注意下さい。 

・ 著作権法・個人情報保護法により，会場内での写真およびビデオ撮影は禁止とさせ

て頂きます。 

・ 旭川グランドホテルでは無線 LAN によりパソコンを使用することができますが，指

定された場所でご利用いただけますようご協力お願いします。 

・ 合同特別企画「日本酒の楽しみ方」（10 月 1 日（木）18:00 より 第７会場）では，

実際に日本酒の試飲を交え講演していただきます。会場の関係により， 

当日 13:00 よりに整理券を配布いたしますので，受付にてお問い合わせ下さい。 

（先着 200 名様、お一人様２枚までとさせていただきます。） 

・ 学会期間中，学会場（旭川グランドホテル前）発着で旭山動物園までのシャトルバ

スを運行させていただきます（有料）。学会のあき時間を利用して人気の旭山動物

園を是非ご見学下さい。詳細は受付左手に設けますツアーデスク（近畿日本ツーリ

スト）にお問い合わせ下さい。 

 

・盗難が多発しておりますので、十分ご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



発表者へのご案内発表者へのご案内発表者へのご案内発表者へのご案内    

    一般演題：口演一般演題：口演一般演題：口演一般演題：口演発表者へ発表者へ発表者へ発表者へ    

・・・・    発表形式はすべて口演になります。    

・ 一般演題の発表時間は発表７分，討論 3分の計 10分です。一般演題以外のご発表時間

は，司会者の指示に従ってください。スライド枚数に制限は設けませんが，時間厳守で

お願いいたします。 

・ PC（一面投影）を使用する発表に限ります。スライド機材，OHP等は準備しておりま

せんのでご注意ください。 

・ 使用 OSは，Microsoft Windows に限らせていただきます。Macintoshのデータ持込に

は，対応いたしかねますので予めご了承ください。 

・ 事務局で用意する口演会場内 PC の OSは Windows XP・Vista，アプリケーションは

PowerPoint 2003・2007です。パソコン画面の解像度は 1024×768です。 

・ 演台の上にマウスとモニタがありますので，各自で操作し，ご発表ください。 

・ 演台に時計を用意しています。計時は行いませんので発表時間にご注意下さい。 

 

1. 発表原稿の作成 

① 原則としてマイクロソフトのWindows XP・Vista上の PowerPoint 2003・2007で

発表データを作成し，USBメモリ注 1もしくは CD-Rメディア注 2にてファイルをご持

参ください。また，PC本体の持込も可能です。 

② Windows 2000・NT等の XP以前の OSにて作成された場合は，Windows XP・Vista

上の PowerPoint 2003・2007で動作を確認してからメディアをお持ち込みください。 

③ 文字化けやレイアウトの変化を防ぐために，以下のフォントをなるべく使用してくだ

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埋め込んでください。 

・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 ファイル名は「演題番号_筆頭演者名.ppt（PowerPoint2007の場合は.pptx）」として

ください。（例：M１ⅣB7_発表太郎.ppt）注「.ppt」「.pptx」は拡張子（英数半角）

です。 

⑤ 動画を使用される場合は，以下の条件を必ず守ってください。さらにバックアップ及

びトラブル対策のため，PC本体もご持参ください。 

・Windows XP・VistaおよびWindows Media Player９の初期状態に含まれるコーデ

ックスで再生できる 512MB以下の動画ファイルで，拡張子は wmv・avi・mpgの

いずれかにしてください。（形式は wmvを推奨します。） 

・動画などのファイルを全ての発表データと同一のフォルダに入れ，動画を作成した

PCとは別の PC上のWindows XP・Vista ＋ PowerPoint2003・2007 で動作を確

認の上，USBメモリ注1もしくはCD-Rメディア注2にてファイルをご持参ください。 

 

2. 発表データの受付 

① 発表の１時間前までには必ずプレビューセンターにメディア（USB メモリ注 1，また

は CD-R 注 2）もしくは PC本体を持参してください。なお，口演会場への直接 PC本

体・メディアを持ち込むことはご遠慮ください。 

② 会期当日の朝は混雑が予想されます。午前にご発表される演者の先生方は，ご発表前

日の下記時間帯に発表データの受付を済ませることをお勧めします。 



10月  1日（木）15：00～18：00 

10月  2日（金）13：00～18：00 

③ プレビューセンター備え付けのモニタ，もしくは，PC（Windows）にセットして発

表データを確認してください。プレビューセンターでの発表データ修正はできません。 

Windowsの PC本体をお持ち込みの場合は，プロジェクタ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（コネクタ）およ

び ACアダプタを必ず持参してください。 

注１：【USBメモリ】Windows XP・Vista標準ドライバで動作可能なものとしてください。 

（CD-ROM等からドライバのインストールは不要のもの） 

注２：【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，ディスクアットライトワンスモードで記録して持参ください。 

なお，CD-R の書き込みはハイブリッド（ISO9660）フォーマットをご使用くださ

い。パケットライトなど特殊な機能は読めない原因になりますのでご使用にならな

いでください。 

※ メディアを介したウイルス感染の事例がありますので，最新のウイルス駆除ソフトでチ

ェックしてください。 

※ 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等の一部機種はモニタ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。 

3．プレビューセンターの場所 

 【第１会場～第４会場】：旭川市民文化会館 

 プレビューセンター １階 総合受付右手ロビー 

  【第５会場～第１２会場】：旭川グランドホテル 

プレビューセンター ３階 ロビー 

※ 必ず発表される会場の建物内のプレビューセンターで受付をお願いします。 

 異なるプレビューセンターで受付はできません。 

 

開会講演，教育講演，大会長指名講演，卒後教育プログラム，シンポジウム，合同薬剤調整セミ開会講演，教育講演，大会長指名講演，卒後教育プログラム，シンポジウム，合同薬剤調整セミ開会講演，教育講演，大会長指名講演，卒後教育プログラム，シンポジウム，合同薬剤調整セミ開会講演，教育講演，大会長指名講演，卒後教育プログラム，シンポジウム，合同薬剤調整セミ

ナー，国際学術交流フォーラム，ワーキンググループ報告，討論会，合同セッションの講演者のナー，国際学術交流フォーラム，ワーキンググループ報告，討論会，合同セッションの講演者のナー，国際学術交流フォーラム，ワーキンググループ報告，討論会，合同セッションの講演者のナー，国際学術交流フォーラム，ワーキンググループ報告，討論会，合同セッションの講演者の

方へ方へ方へ方へ    

・ 講演は，PCでの一面投影のみです。一般演題の注意事項をご参照下さい。 

・ 司会者の指示に従ってください。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。 

各種講演，セッション，一般口演の司会・座長の方へ各種講演，セッション，一般口演の司会・座長の方へ各種講演，セッション，一般口演の司会・座長の方へ各種講演，セッション，一般口演の司会・座長の方へ    

・ ご担当のセッション開始 15 分前には，次座長席にお着き下さい。会場内にて進行係が

確認いたします。 

・ 進行は司会者・座長に一任いたします。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。 


