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日本放射線腫瘍学会 第 28回学術大会 

開 催 趣 意 書 

 
謹啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申しあげます。 
 この度，2015 年 11月 19 日（木）から 21 日（土）の 3 日間、群馬県前橋市において、日本放射線
腫瘍学会第 28 回学術大会を開催いたします。日本放射線腫瘍学会は、癌の 3 大治療法の 1 つである放
射線治療における、本邦最大の専門学会であり、学術集会の参加者は年々増加し 3000 人に迫る勢いで
あります。 
 国際的には米国放射線腫瘍学会(ASTRO)、欧州放射線腫瘍学会(ESTRO)との連携に加え、韓国放射線
腫瘍学会(KOSTRO)、中国放射線腫瘍学会(CSRO)との 3か国シンポジウムを各国持ち回りで開催してお
り、更には、アジア地域全体を包括する様な放射線治療学会、アジア放射線腫瘍学連合（Federation in 
Asia of Radiation Oncology (FARO)）の設立を日本放射線腫瘍学が中心となって準備するなど、アジア
の放射線治療の中心的役割を担っております。 
 今回のメインテーマは「高精度放射線治療時代の包括的放射線腫瘍学： Comprehensive Radiation 
Oncology in High-Precision Radiotherapy Era」です。これは、重粒子線治療を含む高精度放射線治療
の急速な進歩・普及に従い、照射範囲の腫瘍の局所制御は比較的容易に、かつ、有害事象を少なく治療
することができるようになりつつあるなかで、やはり、最終的な目標である根治・治癒を目指し、手術・
化学療法・免疫療法などとの集学的治療による生存率の向上に向けて、放射線生物学、放射線物理学を
含めた、広義の“放射線腫瘍学”の更なる発展が求められている、と考えた所存です。 
 また、参加者数が増加している放射線技師・医学物理士向けの企画、外国人向けに国際原子力機関（IAEA）
やアジア放射線腫瘍学連盟（FARO）とのジョイント企画、さらには、群馬県ならではの飲食コーナーの
設置など、集客に努めて参ります。 
 諸経費ご多難の折、誠に恐縮でございますが、本学術集会の趣旨をご理解頂き、是非ともご協力を賜
りたく存じます。 
 本来ならば、拝眉のうえお願いすべきことではございますが、本書面を借りてご高配とご援助の程、
心よりお願い申しあげます。 
 末筆ながら、貴社のますますのご発展を祈念いたしております。 

謹白 
 
平成 27 年 1 月吉日 
 

日本放射線腫瘍学会第 28回学術大会 
大会長  中野 隆史 

群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学講座 教授 

 

 



開 催 概 要 
 
■名 称：  日本放射線腫瘍学会 第28回学術大会 
  The 28th Annual Meeting of the Japanese Society for Radiation Oncology 
 
■大 会 長：  中野 隆史 
  （群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学講座） 
 
■会     期：  2015年(平成27年）11 月 19日（木）～ 21日（土） （3 日間） 
 
■会     場：  ベイシア文化ホール 
   〒371-0017 群馬県前橋市日吉町1-10-1 

TEL:027-232-1111 FAX:027-232-1115 
   http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/kenmin/  
 
  前橋商工会議所会館 
   〒371-0017 群馬県前橋市日吉町1-8-1   

TEL:027-234-5111 FAX:027-234-8031 
http://www.maebashi-cci.or.jp/hall.html 

 
■会  員  数：  3,441 名（2012年 12月 31日現在） 
 
■参 加 対 象 者： 医師・医学物理士・放射線技師・看護師・学生・等 
 
■参 加 者 数： 約 2,800名（第27回大会実績） 
 
■学術大会本部 
  群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学講座 
  〒371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-22 
  TEL：027-220-8383  FAX：027-220-8397 

http://www.gc-support.jp/ jastro28/ 
  jastro28@gc-support.jp 
 
■学術大会事務局 
  NPO法人 群馬コングレスサポート 
  〒371-0805 前橋市南町2-65-1    

TEL：027-260-9014 FAX：027-260-9004  
http://www.gc-support.jp/ 



 
■大会実行委員： 
大会長：         中野隆史   群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学 教授 
副大会長：        大野達也   群馬大学 重粒子線医学センター 教授 
実行委員： （委員長）鈴木義行   福島県立医科大学 放射線腫瘍学講座 主任教授 
    齋藤淳一 群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学 准教授 

野田真永   群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学 講師 
白井克幸 群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学 講師 
清原浩樹 群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学 講師 
加藤弘之 群馬大学 重粒子線医学研究センター 助教 
河村英将 群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学 助教 
岡本雅彦 群馬大学 重粒子線医学センター 助教 
渋谷圭 群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学 助教 
村田和俊 群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学 助教 
岡野奈緒子 群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学 助教 
尾池貴洋 群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学 助教 
水上達治 群馬大学 重粒子線医学研究センター 助教 
若月優 独立行政法人 放射線医学総合研究所 医長 
田巻倫明 埼玉医科大学国際医療センター 放射線腫瘍科 講師 
吉田大作 佐久医療センター 放射線治療科 部長 
 

顧 問：         長谷川正俊 奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学講座 教授 
加藤真吾 埼玉医科大学国際医療センター 放射線腫瘍科 教授 
高橋健夫   埼玉医科大学総合医療センター 放射線腫瘍科 教授 
櫻井英幸   筑波大学大学院人間総合科学研究科放射線腫瘍学 教授 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

日本放射線腫瘍学会 第28回学術大会 

セミナー共催 募集要項 

 

 
  

学術（ランチョン）セミナー 

モーニングセミナー 

アフタヌーンセミナー 

イブニングセミナー 

 



 
募集数：  学術（ランチョン）セミナー ：15(+α) 枠  

モーニングセミナー  ： 2枠 
アフタヌーンセミナー  ： 1枠 
イブニングセミナー  ： 1枠 

 
（１）学術（ランチョン）セミナー（50 分） 
会 場  （各部屋1枠/1日）  共催費 19日（木） 20日（金） 21日（土） 
ベイシア文化ホール  予定席数（最大） 
（ 大ホール  700（1990）      250    300    300  ） 
  小ホール   350（499）      180    200    200 
前橋商工会議所会館 
  サクラ  350（500）      180    200    200 
  リリィ  120（155）       90    100    100 
  ローズ  180（230）      120    130    130 

アイビー  80（100）       65     70      70  
         （単位：万円、税別） 

 
（２）モーニングセミナー・アフタヌーンセミナー・イブニングセミナー（50 分） 
会 場  （各セミナー1枠/1日） 
前橋商工会議所会館  ローズ 予定席数（最大）：180（230）      

モーニングセミナー    設定なし    70     70 
アフタヌーンセミナー   設定なし  設定なし    130 
イブニングセミナー      130   設定なし  設定なし  
         （単位：万円、税別） 

 
注意1：ベイシア文化ホール・大ホールでの開催を希望される場合は、事前にご相談ください。 
注意2：（最大）はホールの最大収容人数です。また、「予定席数」は“整理券発行枚数”とお考えく

ださい。撮影機材・等をご利用される場合、機材スペースに相当する席数が減る可能性がご
ざいます。 

 
お申込みにあたり 
1）開催日・開催会場選定・決定に関しましては、申込書時に御希望の日程・ホールをお伝えください（で
きれば複数お願いします）。御希望を参考にいたしますが、決定は主催者に一任、とさせていただきま
すので、予めご了承ください。（原則、申込み順に優先的に検討します） 
2）プログラム編成： 講演内容・司会・演者については、学術集会事務局と調整しご決定ください。 
2）開催形態 ：日本放射線腫瘍学会 第28回学術集会と貴社との共催になります。 
3）費用内容 ： 費用には下記が含まれております。 



・講演会場費 （控室の費用も含みます。）   
・会場設営費 
・機材費（学会で使用している設置済み機材/PC ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ関連・文具等） 
・音響照明関係費及び舞台設備費 
・予定席数分の食事・等（学術（ランチョン）セミナー：昼食+飲み物、 

モーニングセミナー：朝食+飲み物、アフタヌーンセミナー：軽食+飲み物、 
イブニングセミナー：夕食+飲み物） 

なお、セッション開催に必要とされる下記費用につきましてはメーカー様にてご負担願います。 
・看板費（会場前看板、控室前看板など） ・人件費（映写オペレーター／進行・照明係） 
・司会、講師謝金、旅費  ・ポスター、チラシ等印刷製作物 
※各種追加手配事項（控室ご飲食、追加機材、アルバイトやスタッフ等）につきましては開催枠決定後、
内容をお伺い致します。 
 
 
申込方法 
・下記、「申込み・問合せ先」まで、直接ご連絡ください。その際、希望するセミナーの種類、開催日、
開催会場、その他、について、申込用紙に記入の上、メール、または、FAXしていただきますようお願
いいたします。 
・日程・時間・会場割り当て等の詳細が決定次第、改めてご案内致します。 
 
募集期間 
2015年1月24日～2015年5月30日 
 
 
申込み・問合せ先 
 ■学術大会事務局代行 
   NPO法人 群馬コングレスサポート 
   〒371-0805 前橋市南町2-65-1    

TEL：027-260-9014 FAX：027-260-9004  
http://www.gc-support.jp/ 

   jastro28@gc-support.jp 
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日本放射線腫瘍学会 第28回学術大会 

機器展示・出展 

抄録・HPバナー広告 

        募集要項 
  

 

 

 

 

 

 

 
 



機器展示・出展スペース 

 
（1）ベイシア文化ホール    募集数   金額  （無料ホテル宿泊+無料参加証） 

1F ホワイエ 2コマセット①  1     120      4名分 
   2コマセット②  1   120  4名分 
    バラ（1コマ）  20   45   2名分 
2F ホワイエ   9コマセット①  1   300  7名分 
   9コマセット②  1   250  7名分 
      2コマセット  1   120  4名分 
展示室（1F） バラ（1コマ）  19   40   2名分 
ポスター会場（4F） バラ（1コマ）  7   45   2名分 
 

（2）前橋商工会議所会館 
  1F エントランスホール 一括  1   500   10名分       

2F アカギ  一括   1   150  6名分 
      （単位：万円、税別） 
 
 
お申込みにあたり、 
1）別添のベイシア文化ホール・前橋商工会議所会館の「展示スペース・見取り図」をご確認ください。 
2）場所の決定に関しましては、申込書の希望欄を参考の上、主催者一任とさせていただきますので、予
めご了承ください。（原則、申込み順に優先いたします） 
3）費用内容 ： 費用には下記が含まれております。 
・1小間(約1.8ｘ1.8ｍ、1.62m2：3日間。18日（水）の午後より展示品搬入可能。) 
・電気代（ただし、4アンペア以下） 
・上記に記載されている人数分の、11月18日（水）～21日（土）3泊4日分のシングル客室料金（室料
以外は自己負担）、および、学術大会参加証 

ホテル： グレースイン前橋（学会場より一番近いホテルです）  
371-0022 群馬県前橋市千代田町5-20-6 
TEL：027-235-1000  FAX：027-235-2200 
HP：http://www.grace-inn.co.jp/ 

 
なお、その他一切の費用につきましてはメーカー様にてご負担願います。 
※各種追加手配事項（控室、追加機材、追加電源容量、アルバイトやスタッフ等）につきましては開催
枠決定後、内容をお伺い致します。 
 

http://www.grace-inn.co.jp/


抄録・HPバナー広告 
 

 掲載場所     募集数    金額 
表紙の裏    1  135000  
裏表紙     1  150000 
裏表紙の裏      1  120000 
裏表紙の裏の対向  1  100000  
後付1ページ   12  80000  
後付1/2ページ   8  50000  
HPバナー広告   6  50000  

      （単位：円、税別） 
 
申込方法 
・下記、「申込み・問合せ先」まで、直接ご連絡ください。その際、希望する展示場所・展示スペース
数、広告掲載場所、その他、について、申込用紙に記入の上、メール、または、FAXしていただきます
ようお願いいたします。 
・展示場所、広告掲載場所、等、の詳細が決定次第、改めてご案内致します。 
 
募集期間 
2015年1月24日～2015年5月30日 
 
申込み・問合せ先 
 ■学術大会事務局代行 
   NPO法人 群馬コングレスサポート 
   〒371-0805 前橋市南町2-65-1    

TEL：027-260-9014 FAX：027-260-9004  
http://www.gc-support.jp/ 

   jastro28@gc-support.jp 
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申 込 書 
 
日本放射線腫瘍学会第 28回学術大会    大会長  中野 隆史 殿 
 
下記の通り、セミナー共催  機器展示・出展  広告 を申込みます。 

（○をつけてください。複数可能。） 
 
申込日：    年   月   日 

 
          金            円也 
 
セミナー共催   第 1希望    日（     ）会場        
   第 2希望    日（     ）会場        
   ( )内には、セミナーの種類（例：ランチョン）をご記入ください 
 
機器展示・出展  第 1希望           （コマ数：   ）  
   第 2希望           （コマ数：   ）  
“バラ”を複数コマご希望の場合は、“希望コマ数”と、コマが“連続 or 非連続”、をご記入ください  
 
広告   第 1希望                      
   第 2希望                      
   第 2希望                      

抄録広告と HPバナー広告は、同時にお申込みできます 
 

貴社名                                         
ご担当者名（法人の場合）                        
ご住所 〒    -        
                                                                
                                                                 
        TEL:      -       -        FAX:     -       -          

E-mail:                    @                          
 
 

本申込書の送付先： （学術大会事務局代行）NPO法人 群馬コングレスサポート 
 〒371-0805 前橋市南町2-65-1  

TEL：027-260-9014 FAX：027-260-9004   jastro28@gc-support.jp    

mailto:jastro28@gc-support.jp

