
日本保健物理学会第４５回研究発表会のご案内 

 

会期：平成 24 年 6 月 16 日（土）～17 日（日） 

会場：名古屋大学東山キャンパス 

ES 総合館、IB 電子情報館 

名古屋市千種区不老町 

  

日程：6 月 16 日(土)  総会、シンポジウム、研究発

表会、機器展示、懇親会 

 6 月 17 日(日)  シンポジウム、研究発表会 

機器展示 

参加費： 

 当日 事前支払 

正会員 8,000 円 7,000 円 

非会員 9,000 円 8,000 円 

学生会員（正，準） 2,000 円 2,000 円 

 

機器展示会： 

日時： 6 月 16 日 13:00～17:15 

6 月 17 日  9:00～12:00 

場所： ES 総合館 1F ES ホール 

 

懇親会： 

日時： 6 月 16 日 18:00～20:00 

場所： メルパルク名古屋 

    名古屋市東区葵 3－16－16 

    Tel: 052-937-3535 

      http://www.mielparque.jp/nagoya/ 

      JR・地下鉄千種駅１番出口すぐ 

懇親会費： 

 当日 事前支払 

正会員・非会員 7,000 円 6,000 円 

学生会員（正、準） 2,000 円 2,000 円 

 

 

受付： 

受付カウンターは、ES総合館 1F エントランスホー

ルにあります。 

優秀ポスター賞： 

 ポスター発表について、一般の部と学生の部

（学生会員及び準学生会員による発表）のそれぞ

れで優秀ポスター賞を設けます。 

優秀ポスター（一般）：一般会員等（学生会員お

よび準学生会員を除く）による発表を審査の対象

とします。参加者全員が１票を投票し、得票数の

多い上位数件に賞を授与します。 

優秀ポスター（学生）：学生会員および準学生会

員による発表を審査の対象とします。参加者全員

が１票を投票し、得票数の多い上位数件に賞を授

与します。 

 開票と表彰：いずれもセッション終了後に本大

会実行委員会メンバーにより厳正に開票を行いま

す。また、各賞の表彰は、大会一日目（6 月16 日）の

懇親会にて行います。 

 

昼食・飲み物・クローク： 

ES 総合館にはレストランがあり土日営業していま

す。東山キャンパス内には生協等の食堂があります

が日曜日は休業します。受付付近で日曜日の昼食

として ES 総合館内レストランのランチセットの注文を

受けます（15:00 まで）。 

 休憩室に、お茶・コーヒーなどを準備します。 

セルフサービスで御願いします。 

 クロークは、ES ホール入口付近にあります。 

 

 



実行委員会委員（順不同） 

石榑 信人 名古屋大学(大会長) 

太田 勝正 名古屋大学(副大会長) 

山澤 弘実 名古屋大学(副大会長) 

緒方 良至 名古屋大学(幹事) 

青山 隆彦 名古屋大学名誉教授 

飯田 孝夫 名古屋大学名誉教授 

川浦 稚代 名古屋大学 

河野 孝央 核融合科学研究所 

小山 修司 名古屋大学 

下 道國 藤田保健衛生大学 

杉浦 紳之 放射線医学総合研究所 

鈴木 昇一 藤田保健衛生大学 

 

 

 

高橋 郁子 名城大学 

津坂 昌利 名古屋大学 

服部 隆利 電力中央研究所 

平尾 茂一 名古屋大学 

廣内 淳 名古屋大学 

広藤 喜章 セントメディカル 

・アソシエイツ 

南 一幸 藤田保健衛生大学 

百瀬 琢麿 日本原子力研究開発機構 

森泉 純 名古屋大学 

山崎 直 中部電力 

横山 須美 藤田保健衛生大学 

副島 邦洋 保健物理学会事務局 
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●地下鉄東山線「千種駅」下車、１番出口前 

●JR名古屋駅から中央線で８分「千種駅」下車、地下鉄１番出口前 

 

＜会場へのアクセス＞ 

懇親会会場案内図 

会場：メルパルク NAGOYA ２階 コンベンションホール 瑞雲(西) 

〒461-0004 名古屋市東区葵 3-16-16 

TEL: 052-937-3535 (代表) 

 



発表要領 
口頭発表 

(1) 各演題の発表時間は、講演 10 分、質疑応答 5 分の計１5 分です（座長による演題紹介や、

登壇者の交替に要する時間を含みます。）。時間厳守でお願いします。 

(2) 会場に PC および液晶プロジェクターを準備いたします。PC は Windows 7 で、プレゼンテー

ション ソフトは PowerPoint 2010 です。 

(3) 発表ファイルを CD や USB フラッシュメモリなど、一般的な電子媒体でご持参ください。なお、

事前に、必ずウィルスチェックを御願いいたします。 

(4) ファイル名を“発表番号_氏名.ppt” もしくは、“発表番号_氏名.pptx”として下さい。 

  例） “A25_山田太郎.ppt” or “B34_田中花子.pptx” 

   発表番号は、プログラム(下記参照)でご確認下さい。 

  http://tzklabo.met.nagoya-u.ac.jp/jhps45/program.pdf 
(5) 発表ファイルは、ES 総合館 1F 受付カウンターの PC で受け付けます。事務局が各会場に設

置した PC に移します。発表されるセッションの１つ前のセッションまでに受付をお願いします。 

(6) 受け付けましたプレゼンテーション ファイルは、大会終了後、事務局が責任を持って消去し

ます。 

(7) 講演時間の合図は、第１鈴（１回）：講演終了の２分前、第２鈴（２回）：講演終了時、第３鈴（３

回）：質疑終了時に鳴らします。第２鈴が鳴りましたら、直ちに講演を終了して下さい。 

(8) その他、各セッションの座長の指示に従ってください。 

 

ポスター発表 

(1) パネルのサイズは、幅×高 ＝ 90cm × 172cm です。これに合わせてポスターを作成してくだ

さい。 

(2) ポスターの掲示は大会初日9:30からできます。初日 12:50までに、発表ポスターをポスター会

場に設置したパネルに掲示してください。 

(3) 各パネルにはあらかじめ発表番号が示されています。番号をご確認の上、所定のパネルにポ

スターを掲示してください。 

(4) ポスターセッションは初日の 16:15～17:15 に行いますので、ポスター前にて説明・質疑応答

をお願いします。 

(5) 懇親会でポスター賞の発表および表彰を行います。 

(6) 掲示したポスターは、大会２日目の 13:00 以降取り外し可能です。２日目 16:00までに取り外し

てください。パネル撤去時に貼り付けしてあるポスターは事務局で処分します。 

 

 


