
会 告 

第６４回日本交通医学会総会 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、第６４回日本交通医学会総会を次により開催いたしますので、万障お繰り合わせのうえご出席くださ

いますようご案内申し上げます。 

   平成２２年２月 

第６４回日本交通医学会総会 

会 長  安藤 利昭 

（ＪＲ札幌病院長） 

会 長：安藤 利昭 

会 期：平成２２年６月１２日（土）、１３日（日） 

会 場：ホテルニューオータニ札幌 

       〒060-0002 札幌市中央区北２条西１丁目１－１ ℡011-222-1111（代） Ｆａｘ011-222-5551 

参加費：６，０００円 懇親会費：６，０００円 （当日のみ受け付けます） 

 

第１日（６月１２日） 

  １．特別講演  

    ・メタボリックシンドロームー現状と課題の点検 

     札幌医科大学 学長 島本 和明 

  ２．シンポジウム 

    テーマ：「特定健診・特定保健指導の実情と問題点―制度開始後３年目を迎えて」 

                           ＪＲ東日本健康推進センター 所長 横田 和彦 

ＪＲ札幌病院 保健管理部 医学適性科 主任医長 佐藤 広和 

     （１）産業医から見た実情と問題点 

ＪＲ東海静岡健康管理センター 副医長 杉藤 素子 

     （２）お腹ちょいやせ講座 

ＪＲ東日本健康推進センター 保健師 甲斐 里美 

     （３）特定保健指導 効果と課題 

ＪＲ西日本健康増進センター 保健師 宮村 久美子 

３．ランチョンセミナー 

  ・環境とアレルギー ―アレルギー増加の背景を考えるー 

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 病態制御医学専攻 呼吸病態医学分野 教授 檜澤 伸之 

４．特別講演 

    テーマ：「進行する地球温暖化とその対策は？」 

     （１）「豊かな海の秘密」 

北海道大学 名誉教授 若土 正曉 



 

     （２）「私たちと地球温暖化（影響と対策について）」 

北海道大学地球環境科学研究院 地球圏科学部門気候力学分野 准教授 山中 康裕 

     （３）「ＪＲ北海道における環境問題への取り組み」 

北海道旅客鉄道株式会社 総合企画本部 専任部長 豊田 誠 

 

   ５．宿題報告 

     「世界を目指す婦人科がん臨床研究組織ＪＧＯＧその組織力の結実 

                                  －単一施設から国際連携までー」 

ＪＲ札幌病院 副院長 寒河江 悟 

   ６．特別報告 

     「エキナカ医療の可能性を探る」 

                  ＪＲ東京総合病院 血液・腫瘍内科 主任医長／化学療法室長 小林 一彦 

 

第２日（６月１３日） 

 

１．シンポジウム 

テーマ：「クリニカルパス利用の現状と課題」 

ＪＲ札幌病院 皮膚科 主任医長 小玉 和郎 

広島鉄道病院 看護部長 谷口 悦子 

シンポジスト                                    

ＪＲ九州病院 看護部長 植畑 美佐江 

              JR 仙台病院 看護主任 伊藤 美香子 

東京総合病院 看護部長 岡田 純子 

名古屋セントラル病院 泌尿器科主任医長 黒松 功 

大阪鉄道病院 看護副部長 岡田 みどり 

 

一般演題 

   多数の応募をお願い致します。 

 

※ お知らせ 

       シンポジウムについては、日本医師会認定産業医の生涯研修（１．５単位）を申請中です。 

 

 

 

 

 

 



第６４回日本交通医学会総会 一般演題公募および発表のご案内 

１． 一般演題公募 

抄録原稿はメールにてお送り下さい。 

アドレス jrhospital@jrhokkaido.co.jp 

（演題名、所属、演者、共同演者、抄録〔８００字程度〕を記入して下さい。） 

 

２． 一般演題締切 平成２２年４月１２日（月） 

 

３． 口演時間 一般演題 発表６分 討論１分以内 

 

４． 演者集合 口演開始１０分前に次演者席にお着き下さい。 

 

５． スライド 

（１） すべてＰＣ発表とし、１面映写とします。 

（２） Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔで作成したデータのみとします。 

（３） 会場で用意されるパソコンはＷｉｎｄｏｗｓ Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ2003、2007 が内蔵されています。なお、音

声は再生できません。 

（４） 当日、受付用ＰＣで発表の３０分前までにファイルの内容確認を行って下さい。 

（５） 当日、ファイルのバックアップとしてＵＳＢメモリーまたは、ＣＤ－ＲＯＭに保存し、作成ソフトのバ

ージョンを記入の上、提出して下さい。 

（６） その他不明な点は事務局へお問い合わせ下さい。 

※動画を使用される場合は、必ず動画を作成するためのオリジナルデータを添付して下さい。動作に

必要なデータが添付できていない場合やハイスペックＰＣで作成した動画データは動作保障ができま

せんのであらかじめご了承下さい。 

 

６． データ送付先 

総会事務局   〒060-0033 札幌市中央区北３条東１丁目 

                   ＪＲ札幌病院 総務課内 

                   第６４回日本交通医学会総会事務局 

                   担当  河原、合田 

                   ℡011-208-7153  FAX011-208-7156 

                   JR℡ 021-4711  ＪＲFAX 021-4722 

                   メールアドレス jrhospital@jrhokkaido.co.jp 
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北海道旅客鉄道株式会社

　この度、表記学会が札幌市で開催されるにあたり、全国各地より多くの方々が札幌へお越しいただけま

すことを心より歓迎申し上げます。

　弊社ＪＲ北海道が、皆様のご宿泊のお世話をさせて頂くことになりました。本学会にご参加される皆様

の利便を図るべく、万全の体制で準備を進めております。

　皆様のお申込みを心よりお待ちしております。

■宿泊プランのご案内

【宿泊設定日】　　平成22年6月11日(金)･12日(土)･13日(日)

【宿泊プランについて】　　

宿泊料金は、１泊朝食付（税金・サービス料金込み）のお一人様あたりの料金です。

お申込みは申込記号でご記入ください。先着順の受付となります。

※6/12(土)の「ＪＲタワーホテル日航」「札幌ＪＲイン札幌」宿泊は1,000円増しとなります。

■お申込み方法

別紙申込用紙に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸ又はメール又は郵送にてお申込みください。

変更・取消も同様になります。

■お申込み締切日　：　平成２２年５月２１日（金）

※お申込み締切日以降のお申込みにつきましてはご相談ください。

■お申込みの回答

お申込み受付後、順次ＦＡＸまたはメールまたは郵送にて回答いたします。

確定書面・請求書等につきましては、５月２９日頃までに郵送いたします。

■お支払い方法

ご請求書の内容をご確認の上、記載されました銀行口座に指定期日迄お振込みください。

お振込手数料につきましてはお客様にてご負担ください。

クレジットカードでのご精算をご希望のお客様は、お申込書に必要事項をご記入下さい。

お取扱可能カード会社「VISA･MASTER･JCB･DINERS･UC･NICOS」6社となります。

■お取り消しに伴う返金について

取消・変更等に伴うご返金につきましては、ご指定の銀行口座にご送金いたしますので、お申込書に

口座名義等をご記入下さい。

大変恐れいりますが、ご返金の際は振込手数料を差し引かせて頂きます。

クレジット精算のご返金は、カード処理させて頂きます。

■取消料

ご宿泊の取消または変更については下記の取消料金がかかります。

■お申込み・お問い合わせ先

ＪＲ北海道 法人旅行札幌支店「第64回日本交通医学会総会」係

〒060-0004　札幌市中央区北4条西4丁目　伊藤ビル7階　営業時間：10:00～17:00（土・日・祝日休業）

担当者：　田　口　　TEL:011-223-5740　FAX:011-280-8386　E-mail:hjr-taikai2@jrhokkaido.co.jp

ホテル名

ＪＲタワーホテル日航札幌

宿泊プランのご案内

宿泊料金 申込記号部屋ﾀｲﾌﾟ

シングル 15,900円　 Ａ

所在地（交通）

札幌市中央区北5条西2丁目
ＪＲ札幌駅南口直結

Ｂ

ＪＲイン札幌
札幌市中央区北5条西6丁目
ＪＲ札幌駅西口より徒歩4分

シングル 8,000円　 Ｃ

ホテルニューオータニ札幌
札幌市中央区北2条西1丁目
ＪＲ札幌駅南口より徒歩5分

シングル 14,700円　

取消日

取消料

当日の解除又は無連絡不参加

旅行代金の100％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

3日目にあたる日以降の解除

旅行代金の20％

4日目にあたる日以前の解除

無　料



お申込日：　平成　　年　　月　　日

申込締切日：平成22年5月22日(金)

【個人情報のお取り扱いについて】

＊いづれかに○印をお願いいたします。

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 〒

(TEL) (FAX)

(携帯)

E-mail：

【宿泊プランのお申込み】※宿泊される全員のお名前をご記入下さい。

- - -

年 月

■お申込み・お問い合わせ先

ＪＲ北海道 法人旅行札幌支店「第64回日本交通医学会総会」係

〒060-0004　札幌市中央区北4条西4丁目　伊藤ビル7階　営業時間：10:00～17:00（土・日・祝日休業）

担当者：　田　口　　TEL:011-223-5740　FAX:011-280-8386　E-mail:hjr-taikai2@jrhokkaido.co.jp

カード名義

普通・当座 カード番号

フリガナ 有効期限

カード会社
VISA　・　MASTER　・　JCB 　

支店名 その他〔                )

第64回日本交通医学会総会

宿泊プラン　申込書

[　新規・追加・変更・取消　]
旅行申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために
利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において宿泊及び施設等の提供するサー
ビスの受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。同意の上お申込みいただきます。

(書類送付先が勤務先の場合は必ずご記入ください)

勤務先

代表者氏名 住　所（書類送付先）

備考欄
6/11(金) 6/12(土) 6/13(日)

宿　　泊　　日

① 男･女

部屋ﾀｲﾌﾟ

ｼﾝｸﾞﾙ

性別NO
宿泊者名

(ﾌﾘｶﾞﾅ)
年齢

② 男･女 ｼﾝｸﾞﾙ

③ 男･女 ｼﾝｸﾞﾙ

FAX送信先：011-280-8386

⑥ 男･女 ｼﾝｸﾞﾙ

④ 男･女 ｼﾝｸﾞﾙ

⑤ 男･女 ｼﾝｸﾞﾙ

⑦ 男･女 ｼﾝｸﾞﾙ

返金時
振込口座

銀行名

ｸﾚｼﾞｯﾄ
ｶｰﾄﾞ

口座番号

口座名義



【第64回日本交通医学会総会会場周辺図】

【交通アクセスのご案内】

●ＪＲ新千歳空港よりＪＲ札幌駅まで「快速エアポート」　所要約36分　料金1,040円

●ＪＲ札幌駅より徒歩約5分
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