
日本保健物理学会第 51 回研究発表会開催にあたって 
 

大会長 真田 哲也（北海道科学大学） 

 

日本保健物理学会第 51 回研究発表会の開催にあたり、ご参加・ご協力いただきました多数の皆様に感謝

申し上げます。また、多大な協賛を賜りましたことを重ねてお礼申し上げます。 

札幌市は豪雪地帯でありながら 190 万人以上の人々が暮らす北海道の中心都市として機能しており、政

治・経済、文化の発信地としても重要な役割を担っています。 

第 51 回研究発表会では、各分野の多くの研究者・技術者の皆様が一堂に会して日ごろの研究成果を発

表していただき、活発な議論を通して皆様の交流と研鑽の場となることを期待しております。 

本州では梅雨を迎える 6 月でも北海道はさわやかな天候でとても快適です。食べ物も四季折々の新鮮な

海の幸、豊富な果物、スイーツなどが盛りだくさんです。会場では熱く議論を交わし、その後は北海道の自

然の恵みとともに親交を深めていただければと思います。本発表会が皆様にとって有意義で実り多い研究

発表会になることを祈念いたします。 

 

【会期】 

平成 30 年 6 月 29 日（金）～6 月 30 日（土） 

 

【会場】 

ホテルライフォート札幌 

〠北海道札幌市中央区南 10 条西 1 丁目 1-30 

TEL：011-521-5211 

地下鉄南北線 中島公園駅から徒歩約 4 分 

 

【懇親会】 

北海道のおいしい食材でおもてなし致します。情報

交換や親睦の機会として是非ご参加下さい。懇親

会への参加申込みは、本大会の参加申込み時に

あわせて受け付けます。多くの皆様の懇親会への

参加をお待ちしております。 

 

日時：平成 30 年 6 月 29 日（金）18:30～20：30 

場所：ホテルライフォート札幌 

 

 
 

【実行委員会委員】（順不同） 

真田哲也（北海道科学大学） 大会長 

武田浩光（札幌医科大学附属病院） 副大会長 

赤田尚史（核融合科学研究所） 大会事務局長 

床次眞司（弘前大学） 

細田正洋（弘前大学） 

山田崇裕（近畿大学） 

小嶋光明（大分県立看護科学大学） 

田村敦也（セイコー・イージーアンドジー㈱） 

副島邦洋（株式会社国際広報企画）学会事務局 

 

【企画・運営委員会委員】（順不同） 

佐々木恒平（北海道科学大学） 

企画・運営委員長 

北間正崇（北海道科学大学） 

島雄大介（北海道科学大学） 

熊澤誠志（北海道科学大学） 

菊池明泰（北海道科学大学） 

浅沼治（札幌医科大学附属病院） 

佐藤香織 

（札幌医科大学医学部教育研究機器センター） 

吉井勇治 

（札幌医科大学医学部教育研究機器センター） 

今城裕介（㈱アドフューテック） 

 

 

 

 

 

 

 



【参加費等】 
● 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 
 

＊日本放射線安全管理学会員、賛助会員および団体会員の参 
加費は正会員と同じ。 
＊名誉会員および招聘者は無料。  
＊いずれも講演要旨集（1 冊）を含む。 
● 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） 3,000 円 2,000 円 
 

 

【発表要領】 

(1) 口頭発表 

① 各演題の発表時間は、講演 10分、質疑応答 3

分の合計 13 分です（時間厳守のこと）。 

A) 講演終了 2 分前：1 鈴 

B) 講演終了：2 鈴 

C) 質疑応答終了：3 鈴 

② PC 液晶プロジェクタのみ使用可能です。 

③ 使用 PC の OS は Windows 8、使用ソフトは MS 

Office 2013 の PowerPoint です。 

④ 発表ファイルは USB メモリに保存してご持参く

ださい。 

⑤ 発表ファイルは発表するセッションの 1 つ前ま

でに発表会場前の受付にご持参ください。 

⑥ 個人のPC持ち込みは原則として認めません。 

⑦ その他、発表中は座長の指示に従ってくださ

い。 

 

(2) ポスター発表 

① 大会初日の 9：00～10：00 に発表ポスターをポ

スター会場（2FライフォートホールⅡ）に設置し

たパネルに掲示してください。 

② パネルには事務局で用意したメンディングテ

ープ（養生用テープ）を使って貼ってください。

画鋲等は用いないでください。 

③ パネルサイズは横 90cm×縦 180cmです。ポス

ター発表のサイズは従前どおり（A0 サイズ）で

結構です。 

④ 各パネルにはあらかじめ発表番号が表示され

ています。番号を確認の上、所定のパネルに

ポスターを掲示してください。 

⑤ ポスターセッション（コアタイム）は初日の 16：30

～17：20 に行います。 

⑥ ポスターは 2 日目の 13：00～14：00 で取り外し

てください。その後のパネル撤去時に貼ってあ

るポスターは事務局で処分しますのであらかじ

めご了承ください。 

 

【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。 

 

（１）優秀ポスター賞（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、最も得票数の多い発表者に賞

を授与します。 

 

（２）優秀ポスター賞（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、最

も得票数の多い発表者に賞を授与します。 

 

（３）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。各賞の

発表と表彰は、懇親会にて行う予定です。 

 

【会場へのアクセス】     
JR 札幌駅からのアクセス 

(1) 地下鉄南北線「さっぽろ」駅から「中島公園」駅

まで乗車（所要時間約 5 分） 

(2) 地下鉄南北線「中島公園」駅 1番出口より徒歩

約 3 分 

(3) タクシー（所要時間約 10 分） 

 

【事務局連絡先】 
〒509-5292 
岐阜県土岐市下石町 322-6 
自然科学研究機構 核融合科学研究所 
日本保健物理学会第 51 回研究発表会大会事務局 
大会事務局長 赤田尚史 
e-mail: jhps51＠jhps.or.jp 
 

【会場周辺観光情報】 

ようこそ SAPPORO http://www.sapporo.travel/ 

Good Day 北海道 http://www.visit-hokkaido.jp/ 

 

 

 

 

 



 

ホテルライフォート札幌（2 階） フロア平面図 

 

 

 

ホテルライフォート札幌（4 階） フロア平面図 

ライフォートホールⅠ 

ライフォートホールⅡ 

（ポスター会場） 

ライフォートホールⅢ 

アニマート 

機器展示会場 

（グラーベ） 

※懇親会会場はライフォートホールⅡ+Ⅲ 

入
口 
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