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お知らせ
今年度，札幌で開催される日本放射線技術学会第42回秋季学術大会の
公式ホームページを開設致しました．
[大会テーマ]
「Ambitious 2014 - make the next frontier, make the new future -」

[日時] 2014年10月9日(木)～11日(土)
[会場] 札幌コンベンションセンター
〒003-0006 札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1 TEL 011-817-1010
[大会長] 小笠原 克彦(北海道大学大学院保健科学研究院)
[実行委員長] 高島 弘幸(札幌医科大学付属病院)
[特別講演] ノーベル化学賞 鈴木 章 先生(北海道大学名誉教授)
[演題募集期間] 平成26年4月25日(金)～6月1日(日)正午
[参加費] 正会員，賛助会員 10,000円(不課税)・非会員 20,000円(税込み)．学生会員 1,000円(不課税)
学生非会員 1,000円(税込み)
[主催] 公益社団法人 日本放射線技術学会
[共催] 一般社団法人 日本ラジオロジー協会
[URL] http://www.jsrt-hokkaido42ac.org
[問い合わせ先] 公益社団法人日本放射線技術学会 事務局
TEL:075-354-8989 E-mail:office@jsrt.or.jp
〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入東錺屋町167番地
ビューフォート五条烏丸3階

年会費納入のお知らせ 
北海道部会は皆様の会費で運営されています．
会費納入をお済みでない方は、お早めに納入をお願いします．
(3年連続で未納ですと、除名処分の対象となります！)

【１】研究会の開催報告と今後の予定（道内）
第38回 道北核医学セミナー
[日時] 2014年5月9日(金) 19:00～
[会場] ロワジールホテル旭川 2Fライラック
旭川市7条通6丁目 TEL:0166-25-8811
[参加費] 500円
[事務局] 旭川医科大学 放射線医学講座 TEL:0166-65-2111(内2572)
[共催] 道北核医学セミナー
日本メジフィジックス株式会社

http://www.jsrt-hokkaido42ac.org/


[後援] 旭川医科大学医師会/旭川放射線技師会

[プログラム]
・製剤紹介 19:00～19:20
「ダットスキャン静注(R)の紹介」　日本メジフィジックス株式会社
・話題提供 19:20～19:50
 座長：網走脳神経外科・リハビリテーション病院 診療技術部　　布施 善弘 先生
「ダットスキャンの撮像条件の検討」　旭川赤十字病院 医療技術部放射線科 　平野 充 先生
「ダットスキャン静注の初期経験」　旭川医療センター 放射線科 医長 　山本 和香子 先生
 ・特別講演 20:00～21:00
座長：旭川医科大学 放射線医学講座 　沖崎 貴琢 先生
「神経疾患におけるDaTイメージングの有用性」
 国立精神・神経医療研究センター病院 神経内科 診療部部長　 村田 美穂 先生

北海道放射線技師会十勝支部研修会
[日時] 2014年5月10日(土)15:00～18:30
[会場] 帯広第一病院　帯広市西4条南15丁目17-3
[主催] 北海道放射線技師会・十勝放射線技師会

[プログラム]
・15:10～15:25 札幌OS勉強会参加報告
「腰椎単純X線撮影について ～立位P-A法のススメ～」　十勝放射線技師会長 後藤 敏文 さん
 ・15:25～16:25 読影セミナー
「整形外科領域の一般撮影 ～再撮影についても考えてみませんか？～」 北新病院 岩崎 英樹 さん
 ・16:25～16:35 ディスカッション　 進行役：町田 充弘 さん
 ・16:45～18:15 特別講演
「日本診療放射線技師会の現状, 将来, 目指すもの 　～地域理事としての立場から～」
 日本診療放射線技師会 東北地域理事　秋田県診療放射線技師会 会長 土佐 鉄雄 さん
 ・18:15～18:30 ディスカッション　　 進行役：後藤 敏文

札幌乳腺画像セミナー
[日時] 2014年5月15日(木)18:45～20:30
[会場] ニューオータニイン札幌 2F北斗の間
札幌市中央区北2条西1丁目1-1
[主催] 日本メジフィジックス株式会社
[連絡先] 日本メジフィジックス株式会社 札幌支店 TEL:011-873-7725

[プログラム]
・製品紹介 18:45～19:00
「FDGスキャン注」　日本メジフィジックス(株)
・特別講演1 19:00～19:45
 座長：札幌医科大学 放射線診断学 教授 畠中 正光 先生
外科医から必要とされる乳腺放射線診断医とは？」
静岡県立静岡がんセンター 生理検査科・乳腺画像診断科 部長 　植松 孝悦 先生
・特別講演2 19:45～20:30
 座長：札幌医科大学 消化器・総合, 乳腺・内分泌外科学講座 教授　平田 公一 先生
「乳癌診療におけるPET/CTの有用性 -外科医の立場から-」
 徳島大学大学院 胸部・内分泌・腫瘍外科学分野 教授　 丹黒 章 先生

バイエル薬品WEBカンファレンス  
[日時] 2014年5月15日(土)19:00～20:00
[テーマ] 肝細胞癌の診断と治療：UP-TO-DATE



[主催] バイエル薬品株式会社
[参加方法] 下記URLにアクセスしてください
[URL] http://www.baynet.tv/nexh/　　ID：bayer01 パスワード：nexr0515

[プログラム]
・講演1 
「肝細胞癌診療におけるEOB-MRIの役割 ～スクリーニングを中心に～」
虎の門病院 肝臓内科 医長 斉藤 聡 先生
 ・講演2
「いつまでTACEを続けるか」
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 分子肝臓病学 准教授 　能祖 一裕 先生

第17回 札幌Heart Imaging Club(SHIC)
[日時] 2014年5月16日(金)18:50～(予定)
[会場] 第一三共札幌支店 3階
〒060-0042 札幌市中央区大通西8丁目1-8 TEL:011-221-4631
[特別講演] 広島大学病院 循環器内科 山本 秀也 先生
[一般演題申込期間] 2014年3月7日～4月17日
[演題送付先] 札幌医科大学附属病院 放射線部 小倉 圭史
TEL:011-611-2111(内線 3672)
Email:ogura@sapmed.ac.jp
[代表世話人] 北海道大学病院 放射線診断科 真鍋 徳子
恵み野病院 循環器内科 佐藤 亜紀

第5回 北海道GECTユーザーズミーティング
[日時] 2014年5月17日(土)15:00～18:00
[会場] TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F 3C
[主催] GEヘルスケア・ジャパン株式会社

[プログラム]
・基礎講演 15:00～15:30
「画像再構成法(FBP・逐次近似・関数など)」　札幌医科大学附属病院 蝶野 大樹 先生
・エキスパートに聞こう!!! 15:40～16:50
「心臓CT検査について」
独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 山口 隆義 先生
・グループディスカッション!!! 17:00～17:50
 テーマ：「心臓」
「日頃心臓CT検査を実施している」グループと「日頃心臓CT検査を実施していない」グループに、分か
れてのディスカッションです.　

 第18回 札幌テクノロジーフォーラム(第一報)
[日時] 2014年5月23日(金)18:30～21:00
[会場] 札幌国際ビル 8F「国際ホール」
〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1 TEL:011-241-9020
[会費] 500円
[代表世話人] 札幌医科大学附属病院 放射線部 平野 透 先生
[共催] 札幌テクノロジーフォーラム・エーザイ株式会社

[プログラム]
・特別講演 18:30～21:00
テーマ：「泌尿器(前立腺、CTウログラフィ)」
演者：慶應義塾大学病院 中央放射線技術室 杉澤 浩一 先生



造影剤に関する最近の知見 エーザイ株式会社
熊本中央病院 放射線科 野田 誠一郎 先生

バイエル薬品1DayWEBカンファレンス
[日時] 2014年5月24日(土)13:30～17:40
[テーマ] WEBで画像診断の最新情報を入手しよう!
[主催] バイエル薬品株式会社/日本メドラッド株式会社
[参加方法] 下記URLにアクセスしてください
[URL] http://www.baynet.tv/nexh/　　　ID：bayer01 パスワード：iop65

[プログラム]
・X-ray/CT session 
1) 13:30～14:10 Isovist(R)
「ミエログラフィーの重要性 ～MRIのピットフォール～」 九段坂病院 整形外科 進藤 重雄 先生
 2) 14:10～14:50 Iopamiron(R)
「心筋Perfusion CTを始めよう！ ～愛媛大学の現状～」
 愛媛大学大学院 医学系研究科 放射線医学 城戸 輝仁 先生
3) 14:50～15:30 Stellant(R) with Certegra(R) Workstation
「日本初 CT造影情報管理システム Certegra workstationの使用の実際
 ～安全・安心な造影検査実施への取り組み～」
愛媛大学医学部附属病院 診療支援部 大元 謙二 先生
4) 15:30～16:10 RadiCO2lon(R)
「CTコロノグラフィーの現状と将来展望」
 国立がん研究センター中央病院 放射線診断科 飯沼 元 先生
 ・MRI session
1) 16:20～17:00 EOB・Primovist(R)
「EOB造影MRI画像の最適化 ～考え方とプロトコール設定のポイント～」
　日本大学医学部附属板橋病院 放射線科 原留 弘樹 先生
2) 17:00～17:40 Magnevist(R)
「Gd-DTPAの適正使用 ～NSFを超えて～」 浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹原 康雄 先生

Live配信シンポジウム 第23回造影剤と放射線シンポジウム
[日時] 2014年5月24日(土)15:30～18:10
[札幌会場] 第一三共株式会社 札幌支店 3階
〒060-0042 札幌市中央区大通西8丁目1-8 TEL:011-221-4620
[旭川会場] 第一三共株式会社 札幌支店 旭川第一営業所「会議室」
〒070-0030 旭川市宮下通7丁目3897-12 旭川第一生命ビル5階
TEL:0166-29-7431
[帯広会場] 帯広厚生病院 南館4階 講堂
〒080-0016 帯広市西6条南8丁目1 TEL:0155-25-7851
[釧路会場] 釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞 7階 703
〒085-0836 釧路市幣舞町4-28 TEL:0154-41-8181
[主催] 第一三共株式会社

[プログラム]
・開会 世話人ご挨拶 15:30～15:35
東京大学大学院医学系研究科 放射線医学講座 大友 邦 先生
・第1部 診断最新技術 15:35～16:25
 司会：東京大学大学院医学系研究科 放射線医学講座 大友 邦 先生
 神戸大学大学院医学研究科 放射線医学分野 杉村 和朗 先生
1, 認知症の画像診断 最近の話題
国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター　松田 博史 先生
2, 乳房MRIの最新情報



聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレスト＆イメージング先端医療センター附属クリニック 放射線科　
印牧 義英 先生
・第2部 コントラストエンハンスメント 16:25～17:15
司会：慶應義塾大学医学部 放射線科学教室 栗林 幸夫 先生
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 放射線医学 金澤 右 先生
 1, 造影理論をふまえた腹部CT検査の実践
-市中病院の使用実態の検証から最適な造影プロトコルを探る-
山梨大学医学部 放射線科 佐野 勝廣 先生
2, 心臓CTの最近の話題
慶應義塾大学医学部 放射線科学教室 陣崎 雅弘 先生
・第3部 インターベンショナルラジオロジー 17:15～18:05
司会：聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座 中島 康雄 先生
奈良県立医科大学 放射線医学教室 吉川 公彦 先生
1, 腫瘍系の塞栓術, デバイスなど最新の話題
愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部 佐藤 洋造 先生
2, 腫瘍性病変に対するイメージガイド経皮凍結療法
KKR札幌医療センター斗南病院 放射線診断科 清水 匡 先生
・閉会 世話人ご挨拶 18:05～18:10
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 放射線医学 金澤 右 先生

 

 造影検査におけるリスクマネジメント講習会
[日時] 2014年5月29日(木)18:15～20:00
[会場] 札幌市男女共同参画センター(札幌エルプラザ内)4F 大研修室
〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28 TEL:011-728-1222
[主催] バイエル薬品株式会社

[プログラム]
 ・講演1 18:30～19:00
座長：北海道大学病院 中央診療検査ナースセンター 副看護師長　武田 桂子 先生
「(仮題)造影検査における看護師の役割」
東京女子医科大学東医療センター 看護部 藤原 由紀子 先生
・講演2 19:00～20:00
座長：北海道大学病院 放射線診断科 准教授 工藤 與亮 先生
「(仮題)造影CT/MRI検査の留意点」
順天堂大学大学院 医学研究科 放射線診断学 教授 桑鶴 良平 先生　　

 

【２】研究会の開催報告と今後の予定（全国）
 

第6回 核医学専門技師養成講座(対象：認定試験受験予定者)
[日時] 2014年5月10日(土)
[会場] 日本医科大学 千駄木校舎 教育棟2階 講堂
〒113-8603 東京都文京区千駄木1-1-5 TEL：03-3822-2131(代表)
[受講料] 10,000円(テキスト代含む)
[定員] 80名
[申込期間] 2014年2月20日から定員になり次第締め切る予定



平成26年度 第1回関東RT研究会セミナー　
-スプレッドシートを用いたMU値独立計算の基礎から臨床応用-
[日時] 2014年5月17日(土) 9：30～17：00
[会場] (公財)筑波メディカルセンター 西館 TMCホール
〒305-0005 茨城県つくば市天久保1-3-1
[参加費] 会員, 5,000円・非会員, 10,000円
[募集人数] 基礎コースおよび臨床応用コース 計30名
（応募多数の場合は関東地域の方を優先します．）
[申込方法] 関東部会ホームページ参加申込フォームよりお申し込みください
[申込期間] 2014年4月21日(月)～5月9日(金)
[問合先] (公財)筑波メディカルセンター 放射線技術科 宮本 勝美
TEL：029-851-3511　　
E-mail：miyamoto@tmch.or.jp
[URL] http://www.jsrt-kanto.org/index.html

[プログラム]
 1) 基礎コース
 ・ MU値計算の基礎知識の講義と実習 
 ・ 自施設のビームデータ（TMR, Scp, Sc, A0）を用いて臨床で使えるMU値計算シート作成をサポート
します． 
  ・ スタッフを多く配置し，参加者の能力に合わした対応をします． 
2) 臨床応用コース
・ VBAを利用したMU値自動化プログラムの臨床使用が目標です． 
・ すでにExcelを使用したMU検証sheetを使用されている方が対象となります． 
・本ソフト対応MLCタイプ　 MillenniumMLC-120（Varian）・MLCi,MLCi2（Elekta）
 ※他装置をご使用の方も参加は可能です（ただし装置個別のサポートは致しません）。
　Microsoft ExcelがインストールされたノートPCが必要となります

 

第12回 マルチモダリティーシンポジウム“Versus”
[日時] 2014年5月17日(土)13:00～18:30
[会場] タワーホテル船堀
〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1 TEL:03-5676-2211
[会費] 1,000円
[代表世話人] 小倉 明夫(群馬県立県民健康科学大学)
[当番世話人] 石田 智一(福井大学医学部附属病院)
[テーマ] 発見、追跡、そして撲滅へ！
～ 胸部腫瘤性病変の原発から転移まで ～
[共催] マルチモダリティーシンポジウム“Versus”
富士製薬工業株式会社 / コニカミノルタ ヘルスケア株式会社
[後援] 公益社団法人日本放射線技術学会 東京部会
公益社団法人日本放射線技術学会 関東部会
公益社団法人東京都診療放射線技師会
[URL] http://versus.kenkyuukai.jp

[プログラム]
総合司会：地域医療機能推進機構 仙台南病院 伊藤 由紀子 先生
・開会挨拶 13:00～13:30
当番世話人 福井大学医学部附属病院 石田 智一
情報提供 富士製薬工業株式会社
・シンポジウム 13:30～14:50
座長：藤田保健衛生大学病院 井田 義宏 先生
島根大学 内田 幸司 先生
演者：



「一般撮影」 奈良県立医科大学附属病院 中前 光弘 先生
「CT」 栃木県立がんセンター 萩原 芳広 先生
「MRI」 八重洲クリニック 米山 正巳 先生
「核医学」 公益財団法人 がん研究会有明病院 三輪 建太 先生
・ディスカッション 15:00～16:50
・トピックス「未来のコントラスト -光イメージング-1」 17:00～17:20
演者：福井大学医学部附属病院 石田 智一 先生
・特別講演「呼吸器外科における画像支援」 17:20～18:20
座長：福井大学医学部附属病院 石田 智一 先生
演者：京都大学 呼吸器外科 陳 豊史 先生
・閉会挨拶 18:20～18:30
代表世話人 群馬県立県民健康科学大学 小倉 明夫

平成26年度 第1回CTGUMセミナー
[日時] 2014年6月1日(日) 9：00～17：00
[会場] 鶴見大学会館
　 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3
[参加費] 会員, 2,000円・非会員, 4,000円
[募集人数] 100名
[申込方法] 関東部会ホームページ参加申込フォームよりお申し込みください
[申込期間] 2014年5月12日(月)～5月25日(日)
[問合先] 東千葉メディカルセンター 放射線部 越智 茂博
E-mail：ochi@tkmedical.jp　　
TEL：0475-50-1199(内線 2100)
[URL] http://www.jsrt-kanto.org/index.html

[プログラム]
・09：00～ 受付開始 
・09：30～10：00 「用語を理解する！」 
・10：05～11：05 「CT画像を理解する！（画像再構成理論）」 
・11：10～12：10 「CT画像を理解する！（画質評価）」 
・12：10～13：10 昼食 
・13：10～13：55 「ケーススタディ 救急」 
・14：00～14：45 「ケーススタディ 胸部」 
・14：50～15：35 「ケーススタディ 上腹部」 
・15：45～16：45 「検査被ばくを理解する！」 
・16：45～17：00 質疑応答 修了証書授与

第15回 MR入門講座(関東)-初心者対象-
[日時] 2014年6月14日(土)
[会場] UDX Conference 秋葉原UDX南ウィング6F
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 TEL:03-3254-8421
[受講料] 日本磁気共鳴医学会 正会員 8,000円
学生会員 5,000円・上記以外 12,000円
[定員] 160名
[申込方法] 日本磁気共鳴医学会ホームページから
[申込締切日] 4月25日(金)ただし、定員に達し次第締め切り
[問合先] 一般社団法人 日本磁気共鳴医学会事務局(平日9:30～17:30)
〒105-0012 東京都港区芝大門2-12-8 浜松町矢崎ホワイトビル2F
TEL：03-6721-5388 FAX：03-6721-5433
[主催] 日本磁気共鳴医学会教育委員会
[URL] http://www.jsmrm.jp/



[プログラム] 9:00～17:30
・MR装置の機器構成・安全性 / MR撮像の原理 /
ランチョンセミナー MR検査における注意点 -造影剤とアーチファクト-
/ パルス系列と画像コントラスト / MR検査の基礎：中枢神経、脊椎領域
、躯幹部領域、関節、骨軟部領域

平成26年度 第2回関東DR研究会
[日時] 2014年6月14日(土) 13:30～
[会場] さいたま共済会館 501,502会議室
〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-5-14
[テーマ] Don’t forget your initial Resolution
～DR画像と放射線技師が知っておくべきものは～
[会費] 会員, 1,000円・非会員, 2,000円
[問合先] 日本放射線技術学会関東部会 関東DR研究会 代表幹事 中島 正弘
E-mail：knt.drken21@gmail.com
[URL] http://www.jsrt-kanto.org/2014/03/2014-06-14-26-2-dr.html

Advanced CT・MR 2014
[日時] 2014年6月14日(土)～15日(日)
[会場] 軽井沢プリンスホテル ウエスト
 〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
[当番幹事] 昭和大学 医学部放射線医学教室 後閑 武彦 
[参加費] 早期料金(2014年5月30日まで)
医師・企業, 8,000円・技師・その他, 4,000円・初期研修医, 2,000円
当日料金
医師・企業, 10,000円・技師・その他, 5,000円・初期研修医, 2,000円
[申込方法] 事前参加登録、一般演題登録は下記URLよりご登録ください
[演題募集期間] 2014年4月1日(火)～5月8日(木)
[事務局] 神戸大学大学院医学研究科 内科系講座放射線医学分野
事務局長 高橋 哲
TEL：078-382-6104
FAX：078-382-6129
E-mail：deprad-admr@med.kobe-u.ac.jp
[URL] http://www.secretariat.ne.jp/ad-ctmr/

[プログラム]
・1日目 6月14日(土)
・9:50～ 開会挨拶
・10:00～ 最先端CT技術による治療支援
座長：今井 裕 (東海大学)　蒲田 敏文 (金沢大学)
演者：
「脳血管内治療領域におけるDual Energy CTの臨床応用」　笹森 大輔 (札幌白石記念病院)
「頭頚部腫瘍の治療方針決定における役割」　　久野 博文 (国立がん研究センター東病院)
「消化管外科手術術前3D-CT」　松木 充 (近畿大学)
「肝臓外科術前CT」　青木 武士 (昭和大学)
・11:20～ 知っておきたいCT被ばくの最新情報
座長：林 宏光 (日本医科大学)　石口 恒男 (愛知医科大学)
演者：
「CT装置の被ばく」　村松 禎久 (国立がん研究センター東病院)
「受診者の被ばく」　藤井 啓輔 (名古屋大学)
・12:00～ 休憩
・12:15～ Advanced CTランチョンセミナー 診断と技術の最新情報



座長：片田 和広 (藤田保健衛生大学)　村上 卓道 (近畿大学)
演者：
「高画質化を求めた低電圧腹部CTと逐次近似処理」　 町田 幹 (日本医科大学)
「Iterative Model Reconstruction -心臓領域への応用-」　尾田 済太郎 (熊本大学)
「最新のCTアプリケーションと読影支援システム」　佐久間 亨 (東京慈恵会医科大学)
「エリアディテクタCTの最新臨床応用」　山田 祥岳 (慶應義塾大学)
「物質弁別がもたらす画像診断の新たなる挑戦 　 ～形態診断から機能診断へ～」
　　竹内 均 (東京都立多摩総合医療センター)
共催：株式会社日立メディコ・株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
　　　シーメンス・ジャパン株式会社・東芝メディカルシステムズ株式会社
　　　GEヘルスケア・ジャパン株式会社
・13:55～ 休憩
・14:10～ 特別講演
座長：後閑 武彦 (昭和大学)
演者：「今、注目したいMRIの最新技術」　高原 太郎 (東海大学)
・14:40～ 乳腺
座長：中島 康雄 (聖マリアンナ医科大学)　　金澤 右 (岡山大学)
演者：
「MR mammography：the state of the art」　川島 博子 (金沢大学)
「MR-guided focused ultrasound surgery for breast cancer」　古澤 秀実 (ブレストピアなんば病院)
「1H MR spectroscopy of the breast cancer」　戸崎 光宏 (亀田京橋クリニック)
共催：バイエル薬品株式会社
・15:40～ 休憩
・15:50～ 腹部CTMRI診断の現状と将来
座長：山下 康行 (熊本大学)　内田 政史 (久留米大学)
演者：
「肝のElastography」　 森阪 裕之 (山梨医科大学医学部附属病院)
「消化管のdual energy CT」　白神 伸之 (東邦大学医療センター大森病院)
「前立腺のcomputed DWI」　上野 嘉子 (神戸大学)
「婦人科領域のMR spectroscopy」　竹内 麻由美 (徳島大学)
共催：エーザイ株式会社
　・17:10～ MRセーフティーマネジメント
座長：富樫 かおり (京都大学)　楫 靖 (獨協医科大学)
演者：
「事例から考える対応・対策」　土橋 俊男 (日本医科大学付属病院)
「ペースメーカーについて」　似鳥 俊明 (杏林大学)
「小児鎮静」　相田 典子 (神奈川県立こども医療センター)
・18:20～ ポスターディスカッション・カクテルパーティー
 ・2日目 6月15日(日)
・8:30～ 脳神経
座長：長縄 慎二 (名古屋大学)　平井 俊範 (熊本大学)
演者：
「QSI、DKIの原理と解析法、ソフトウェアに関して」　増谷 佳孝 (広島市立大学)
「QSI撮像の実際と臨床応用」　山田 惠 (京都府立医科大学)
「DKI撮像の実際と臨床応用(脳梗塞など)」　田岡 俊昭 (奈良県立医科大学)
「DKIの臨床応用、および今後のQSI、DKIの撮像方法について」　堀 正明 (順天堂大学)
　　共催：テルモ株式会社
・9:50～ 休憩
・10:00～ 心血管
座長：内藤 博昭 (国立循環器病研究センター)　望月 輝一 (愛媛大学)
演者：
「CTでの冠動脈プラークイメージング」　陣崎 雅弘 (慶應義塾大学)
「MRでの頚動脈プラークイメージング」　大田 英揮 (東北大学病院)
「MRでの冠動脈プラークイメージング」　森田 佳明 (国立循環器病研究センター)



「CTとMRでの心筋perfusion(両者の比較を含めて)」　真鍋 徳子 (北海道大学病院)
　共催：第一三共株式会社
・11:20～ 胸部
座長：櫛橋 民生 (昭和大学横浜市北部病院)　松永 尚文 (山口大学)
演者：
「320列面検出器を用いた呼吸動態撮影」　森谷 浩史 (大原医療センター)
「肺のdual energy CT」　三浦 幸子 (奈良県立医科大学)
・12:00～ 休憩
・12:10～ Advanced MRランチョンセミナー 診断と技術の最新情報
座長：杉村 和朗 (神戸大学)　青木 茂樹 (順天堂大学)
演者：
「日立のOvalボアMRIにおける整形領域の有用性」　八杉 幸浩 (株式会社日立メディコ)
「dStoreamテクノロジーを活かしたAdvancedアプリケーション」
　　中村 理宣 (株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン)
「MAGNETOM Skyra/Aera 最新技術～静音撮像、定量化のための取り組み～」
　　諸井 貴 (シーメンス・ジャパン株式会社)
「東芝乳房MRIの最新技術のご紹介」　千葉 寿恵 (東芝メディカルシステムズ株式会社)
「3TMRIのInnovation -FOCUSとSilent Scan-」　内海 一行 (GEヘルスケア・ジャパン株式会社)
共催：株式会社日立メディコ・ 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
　　　 シーメンス・ジャパン株式会社・東芝メディカルシステムズ株式会社
　　　GEヘルスケア・ジャパン株式会社
・13:25～ 閉会挨拶

第5回 放射線防護セミナー
[日時] 2014年6月22日(土)10:00～16:00
[会場] 広島大学 広仁会館
広島市南区霞1-3-1
[募集人数] 50名
[会費] 会員, 6,000円
非会員, 12,000円
[申込方法] 下記申し込みフォームよりお申し込みください
[申込期間] 2014年4月25日(金)～6月14日(土)
[問合先] 九州大学大学院 医学研究院保健学部門　藤淵　俊王
E-mail：fujibuch@hs.med.kyushu-u.ac.jp 
TEL：092-642-6721
[後援] 広島Imaging技術研究会
[URL] http://my.formman.com/form/pc/BDkEneM1dGEUd4kZ/
[その他]日本救急撮影技師認定機構 2ポイントが付与されます．

[プログラム]
・10:00～10:10 開会挨拶 　放射線防護分科会長　五十嵐隆元
・10:10～10:50 講演1「放射線防護を考えるために必要な基礎知識」
　セントメディカル・アソシエイツLLC/ 　国立病院機構 名古屋医療センター 広藤 喜章
 ・10:50～11:30 講演2「放射線防護に関する関係法令・団体」　九州大学大学院 藤淵 俊王
 ・11:30～12:10 講演3「放射線の人体影響」　千葉大学医学部附属病院 加藤 英幸
 ・13:00～13:40 講演4「小児被ばくとその対策」　放射線医学総合研究所 島田 義也
 ・13:40～14:20 講演5「被ばく相談に活かすリスクコミュニケーションの基礎知識」
　　浜松医科大学医学部附属病院 竹井 泰孝
・14:30～15:50 グループディスカッション「患者からの被ばく相談に対する説明」
　　小グループにわかれて討議　担当：放射線防護分科会委員
・15:50～16:00 閉会挨拶　中国・四国部会長　平田　吉春
　



第12回 核医学画像セミナー
[日時] 2014年6月28日(土)9:30～16:55
[会場] AOSSA(アオッサ) 6階 福井市地域交流プラザ 研修室607
〒910-0858 福井市手寄1-4-1 (JR福井駅東口)
[募集人数] 30名（申し込み多数の場合は、地域および施設を考慮し選考させて
いただきますのでご承知おきください）
[会費] 会員, 6,000円・非会員, 12,000円
[申込方法] 核医学分科会ホームページからエントリーしてください
[申込期間] 2014年4月1日(火)～5月28日(水)(予定)
[問合先] 福井大学医学部附属病院 放射線部 杉本 勝也
E-mail：ksugi@u-fukui.ac.jp
TEL：0776-61-3111 内線3471 
[URL] http://www.jsrt.or.jp/92nm/

[プログラム]
・9:00～9:30 受付
・10:00～11:00 講義 「核医学画像処理・評価の基礎」
・11:10～12:00 演習1 「画像再構成の比較と再構成条件の最適化(1)」
・13:00～14:00 演習2 「画像再構成の比較と再構成条件の最適化(2)」
・14:10～15:40 演習3 「減弱補正の最適化」
・15:40～16:40 結果報告および総括
・16:40～16:55 閉講式

第13回 PACS Specialistセミナー
[日時] 2014年6月28日(土)9:30～17:00
[会場] エーザイ(株) 名古屋コミュニケーションオフィス 6階ホール
名古屋市東区泉2-13-23
[募集人数] 30名（申し込み多数の場合は、地域および施設を考慮し選考させて
いただきますのでご承知おきください）
[会費] 会員, 6,000円・非会員, 12,000円
[申込方法] 申込期間中に下記URLよりお申し込みください
[申込期間] 2014年5月1日(木) 10:00～5月30日(金) 17:00
[問合先] 静岡県立総合病院 情報企画室 法橋 一生 (ホッキョウ イッセイ)
E-mail：pacs_sp_nagoya@rad.hosp.tohoku.ac.jp　
TEL：054-247-6135(直通)
[共催] 一般社団法人 日本医用画像情報専門技師共同認定育成機構
[URL] https://www.jsrt.or.jp/form/PACSspecialistseminar/ 
[その他]医療情報技師育成ポイント：3点
医用画像情報専門技師更新ポイント：15点

[プログラム]
・午前 講義
「画像システムのサーバとネットワーク」
「画像システム構築の実際の段取り」 
「画像システムの仕様書の作り方 」 
 ・午後 グループディスカッション
「テーマ内容に関連した講義×2」
「グループ毎のディスカッション」

日本CT技術研究会 第2回学術大会 (JSCT2014)
[日時] 2014年6月28日(土)9:00～17:00
[会場] 名古屋市立大学病院 さくら講堂
名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1



[会費] 会員, 2,000円・非会員, 3,000円
[大会長] 小山 修司(名古屋大学医学部保健学科)
[後援] 公益社団法人 日本放射線技術学会

[プログラム]
一般研究発表
・Refreshers Seminar 1 画質評価
「CTにおける画質評価の基礎」　広島大学病院診療支援部高次医用画像部門 西丸 英治 先生
・Refreshers Seminar 2 被ばく 　
「CTにおける線量評価の基礎」　金沢大学医薬保健研究域保健学系 講師 松原 孝祐 先生
・Luncheon Seminar (協賛：富士フイルムRIファーマ株式会社)
「未定」　岐阜大学医学部附属病院放射線部部長 兼松 雅之 先生
「未定」　熊本中央病院放射線科部長 片平 和博 先生」
 特別講演
「X線CTにおけるエネルギー情報と散乱線の利用」　愛知県立大学情報科学部 教授 戸田 尚宏 先生

第24回 医療被ばく測定セミナー
[日時] 2014年7月12日(土)9:00～17:00
[会場] 熊本大学医学部附属病院
〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1 TEL：096-344-2111(代表)
[募集人数] 30名(申込多数の場合、地域、施設を考慮し選考しますのでご了承ください)
[参加費] 会員, 6,000円・非会員, 12,000円・賛助会員, 6,000円・学生, 3,000円
[申込方法] E-mailにて、1 氏名、2 年齢、3 勤務先(施設名・部署名)、4 勤務先住所
 5 連絡先、6 連絡用E-mailアドレス(携帯不可)、7 会員番号を明記のうえ下記の問合先までお申し込みく
ださい
[申込締切] 2014年6月20日(金)
[問合先] 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 放射線部 庄司 友和
E-mail：cherokee95jp@yahoo.co.jp
TEL：04-7164-1111(内線 2375)
[その他] 日本X線CT専門技師認定機構の単位認定セミナー：10単位
内容等の詳細は、日本放射線技術学会ホームページ計測分科会ホームページ等をご参照ください

第35回CADセミナー -C言語画像処理プログラミング 2ヶ月習得編-
[募集人員] 20名(申込多数の場合は、地域および施設を考慮し選考させていただきますのでご承知おきく
ださい)
[参加費] 会員, 14,000円・非会員, 28,000円
[条件] 自身のPCをお持ちで、＜通信講座＞および＜オフライン講習会＞の双方に参加できる方
[申込方法] 画像分科会ホームページのCADセミナー受付フォームから申し込み
[申込期間] 2014年5月10日(土)～7月7日(月)(予定)
[問合先] 原 武史(岐阜大学大学院 医学系研究科)
E-mail：hara@info.gifu-u.ac.jp
[URL] http://www.fjt.info.gifu-u.ac.jp/img-com/

 

ROC(観察者実験)セミナー
[日程および開催会場] 
1) 第5回ROCセミナー(大阪市阿倍野区)
[日時] 2014年7月19日(土)・20日(日)
[会場] 大阪市立大学医学部附属病院(予定)
2) 第6回ROCセミナー(広島市中区)
 [日時] 2014年9月20日(土)・21日(日)
[会場] 広島国際大学 広島キャンパス



[開催時間(予定)]
1日目, 10：00～18：00
2日目, 9：00～13：00

[内容]
次の8つの講義／演習を予定しています．
観察者実験に利用するソフトウェア（ROC Viewer）と実験用のデータは
当日配布予定です．
1） 統計解析の基礎（平均・分散・標準偏差，乱数の利用，t検定，相関，回帰） 
2） 手計算による連続確信度法ROC実験 
3） 両正規ROC解析とカーブフィッティング 
4） 連続確信度法とROC Viewerを用いたROC実験 
5） ROC曲線間の統計的有意差検定 
6） LROC解析とFROC/JAFROC解析 
7） ROC Viewerを用いたFROC実験 
8） JAFROCによるFROC曲線間の統計的有意差検定 
[受講料] 会員, 9,000円・非会員, 18,000円
[募集人員] 20名程度(各会場)
[申込方法] 画像分科会ホームページからリンクしているROCセミナー受付フォームから必要事項を記載
してお申し込みください　　　
[申込期間] 2014年5月10日(土)から、それぞれのセミナー終了の2週間前まで(申込者多数の場合、地域、
施設を考慮し選考します。また、申し込み期限前でも締め切る場合があります)
[問合先] 原 武史(岐阜大学大学院 医学系研究科)
E-mail：hara@info.gifu-u.ac.jp
[URL] http://www.fjt.info.gifu-u.ac.jp/img-com/　

平成26年度 乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会
[日程および開催会場] 
1) 第74回研修会(中国・四国部会共催)
[日時] 2014年7月19日(土)・20日(日)
[会場] 広島市立広島市民病院
[担当] 国立病院機構 東広島医療センター 新藤 陽子
2) 第75回研修会(東北部会共催)
 [日時] 201411月29日(土)・30日(日)
[会場] 東北大学病院
[担当] 東北大学病院 斎 政博
[開催時間(予定)]
1日目, 8：30～19：00
2日目, 8：30～16：00
[内容]
1) 講義 乳癌の臨床・病理・読影, マンモグラフィの基礎 
2) 実習 読影, 撮影法, 受講者持参の臨床画像評価, 品質管理(グループ別) 
3) 個人評価試験(読影, 筆記)
[受講料] 会員, 20,000円・非会員, 40,000円
[募集人員] 50名(各会場)
[申込方法] 申込期間中に下記URLよりお申し込みください　　　　
[申込期間] 
・1, 第74回研修会(広島会場)
 2014年5月1日(木)10：00～5月23日(金)正午
・2, 第75回研修会(仙台会場)
 2014年9月8日(月)10：00～9月26日(金)正午
[受講可否の通知] 申込期間終了後、20日以内に受講の可否をご連絡します
[問合先] 公益社団法人 日本放射線技術学会　事務局　
E-mail：office@jsrt.or.jp



TEL：075-354-8989　
[URL] https://www.jsrt.or.jp/form/mammoseminar/　　

第9回 核医学専門技師認定試験
[日時] 2014年8月2日(土)
[会場] 日本医科大学 千駄木校舎 教育棟2階 講堂
〒113-8603 東京都文京区千駄木1-1-5 TEL：03-3822-2131(代表)
[受験料] 10,000円
[申込期間] 2014年3月1日～3月31日

第36回 MR基礎講座(関西) -中級者対象-
[日時] 2014年8月2日(土)・3日(日)
[会場] 国立京都国際会館 アネックス1
〒606-0001 京都市左京区岩倉大鷺町422 TEL：075-705-1234
[受講料] 日本磁気共鳴医学会 正会員 16,000円
学生会員 8,000円・上記以外 26,000円
[定員] 250名
[申込方法] 日本磁気共鳴医学会ホームページから
[問合先] 一般社団法人 日本磁気共鳴医学会事務局(平日9:30～17:30)
〒105-0012 東京都港区芝大門2-12-8 浜松町矢崎ホワイトビル2F
TEL：03-6721-5388 FAX：03-6721-5433
[主催] 日本磁気共鳴医学会教育委員会
[URL] http://www.jsmrm.jp/

[プログラム]
第1日目 [8月2日(土)] 10:00～18:20
・NMRの基礎1～3 / ランチョンセミナー「はじめよう臨床fMRI」 /
NMRの基礎4 / ハードウェア1・2 / 安全性 / 画像法の原理1・2
第2日目 [8月3日(日)] 8:30～16:50
・パルス系列と画像1～4 / 画像法の原理3 /
ランチョンセミナー「MRI造影剤の現状と展望」 / 画像法の原理4～6 /
MRスペクトロスコピー

【３】会員登録方法について
北海道部会ではメールマガジンを配信しております．内容は学会・研究会等(道内・全国)の案内，放射線
技師業界の最近のトピックス，編集後記はスタッフの趣味や身近な出来ごとなど盛り沢山です．申し込み
は北海道部会のホームページから行えますので，皆さまの周りに是非オススメしてみて下さい編集スタッ
フ一同，心よりお待ちしております．

毎月月末に配信しておりますが，万が一届いていない場合や，新しいアドレスへの配信をご希望の方は、
以下の新HPから再度メルマガの購読手続きを行って下さい。

メルマガ再登録はこちら↓

http://jsrthokkaido.umin.jp/mailmagazine/registration/

 

また，質問などがございましたら以下までお願い致します．
編集担当：jsrt-hokkaido_MMteam.umin.ac.jp

http://jsrthokkaido.umin.jp/mailmagazine/registration/
mailto:jsrt-hokkaido_MMteam.umin.ac.jp


なお，メルマガの停止（購読の中止）はこのmailの一番下にリンクがあります．

【４】お知らせ
日本放射線技術学会では論文投稿を行うことができます．日頃の研究の成果の発表の場としても，　放射
線学会の更なる発展のためにも大変意義深い活動です．日本放射線技術学会雑誌およびRadiological
Physics and Technologyの論文投稿案内については下記URLより参照ください

http://www.jsrt.or.jp/data/ronbun/

【５】編集班より
皆様，こんにちは．
メルマガのご購読，ありがとうございます．
Vol.124を担当させていただきました，釧路S十字病院のYです．

 

私事ですが，ここ数ケ月のあいだ
何かに夢中になることもなく，
何かに興味を持つこともなく，
特に何をするでもなく過ごしておりました．

私は高校入学から15年程欠かすことなく5回くらい骨折しながらラグビーだけは細々と続けていました．
短大のときは体育会には入部しませんでしたが，社会人チームに所属したり冬はラグビーが出来なくても
シーズンに備え，ランニングコースを走ったり体育館やジムに通ってトレーニングを行ったりと基礎体力
の向上に努めていました．

ラグビーは3K(キツイ・汚い・危険)スポーツと呼ばれもともとラグビー人口が少ない日本において北海道
のラグビー人口の減少傾向は強く，釧路で顕著です．

ラグビーは15人で行う競技で，現在私が所属するチームにはメンバーが実質17名ほどしかいません．ス
タートメンバーに選ばれる確率は15/17．

にもかかわらず昨年，若手の台頭によりアッサリとポジションを奪われ私の権威は失墜しました(もとも
とありませんでしたが)．それがキッカケでラグビーに対する情熱が失せ，昨冬はシーズンに備えること
もなく代わりに何をするでもなく・・・といった様相でした．

しかし，ラグビーくらいしかすることがなかった私がラグビーを辞めるとなると全くの無趣味人間の出来
上がりです，それは避けたい・・・．

私のラグビー人生を振り返ると，あまり勝ったという記憶がありません．

そこで高校生と社会人との通算成績をザックリ計算してみるとたぶん「12勝114敗」という結果でした．
明らかに負け過ぎです．

負け癖がついていたからか「生涯で○勝〇敗」という事を考えたことがなかったので，何となくアタマで
はわかっていましたが少し衝撃的でした．

仮にもラガーマン，負けがこれだけ多いと多少なりとも悔しさを感じました．
もう少し勝ちにこだわって取り組もうと復帰を決意しチームの年会費(技術学会費と同じ15,000円)を支払

http://www.jsrt.or.jp/data/ronbun/
http://www.jsrt.or.jp/data/ronbun/


いました．（会費納入をお済みでない方は，お早めに納入をお願いします）

同時に「物事を数値化」することの重要性に今更ながら気付かされました．仕事では，実績や目標，結果
など数値化されてる方は多くいらっしゃると思いますが私も今まで以上に数値を意識して業務に携わりた
いと考えております．

奪われた私のポジションを返してもらおうと宣戦布告してもいいのですが返り討ちにされそうなので今回
は頭を下げて返して下さいとお願いしたいと思います(笑)

皆様，普段の何気ないことに対して数値化してみるのはいかがでしょうか？

釧路S十字病院山田

 

【６】ホームページ班より
 新しくなった北海道部会のホームページはいかがでしょうか？
メルマガ班がとても苦労して集めた，学会・研究会の情報を皆様に是非活用していただくため．「学会・
研究会の予定」をホームページ内に作成しました．「学会・研究会の予定」のタブをクリックした画面に
「VIEW AS List」と表示されています．このListの文字をクリックするとMonthが見えるようになりま
す．つぎにMonthをクリックしてください．カレンダー様の表示に変更されます．デフォルトの表示を
Listにしてありますが，ご要望が多ければMonthの表示をデフォルトに変更いたします
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