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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）
旭川PET臨床画像講演会
[日時] 2014年6月12日（木）18:00～
[会場] 旭川厚生病院　別館講堂
旭川市１条通り24丁目111番地　TEL:0166-33-7171
[共催] 旭川厚生病院　旭川市医師会　日本メジフィジックス株式会社

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


[問合せ先]日本メジフィジックス株式会社　春田　博司　TEL:011-873-7725
[プログラム]
・情報提供　18:00～18:15
「全国のPET施設のFDG利用状況について」日本メジフィジックス株式会社
・報告　18:15～18:30
座長　旭川厚生病院　医療技術部　部長　東　弘志　先生
「旭川厚生病院PET施設のFDG利用状況について～15,000例の統計解析～」
旭川厚生病院　医療技術部　放射線技術科　小林　雅弘　先生
・特別講演18:30～19:30
座長　旭川厚生病院　放射線科　部長　平松　一秀　先生
「旭川厚生病院、道北地域におけるFDG-PET/CT検査9年間の軌跡と、がん医療の進歩について」　
独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター　放射線診断科　竹井　俊樹　先生

第8回 北海道心臓CT技術セミナー

[日時] 2014年6月18日(水)19:00～20:45
[会場] 札幌国際ビル　8階　国際ホール
〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1番地 TEL:011-241-9020
[参加費] 500円（軽食付）
[共催] 北海道心臓CT技術セミナー・富士フイルムRIファーマ株式会社
[プログラム]
・開会挨拶　19:00
・症例報告　19:00～20:00
座長:札幌心臓血管クリニック　工藤　環　先生
症例報告1　「心奇形術後のCT検査」　北海道大学病院　笹木　工　先生
症例報告2　「ACSが疑われる症例に対する冠動脈CT撮影」　JCHO北海道病院　山口　隆義　先生
・教育講演　20:00～20:45
座長:JCHO北海道病院　山口　隆義　先生
「時間分解能」　札幌医科大学附属病院　放射線部　小倉　圭史　先生
・閉会挨拶　20:45
[連絡先] 富士フイルムRIファーマ株式会社　札幌支店　担当　青山　TEL:011-241-9311
※X線CT認定技師更新単位　1単位（II-3）

第76回 北海道MRI画像研究会
[日時] 2014年6月27日（金）18:30より
[会場] 第一三共株式会社　札幌支店　3階会議室
〒060-8622　札幌市中央区大通西8丁目1番地8 TEL:011-221-4660
[参加費] 500円
[共催] 北海道MRI画像研究会　第一三共株式会社 
[URL] http://web.sapmed.ac.jp/radiolb/mriken/next.html
[連絡先] 代表世話人　札幌医科大学附属病院　放射線部　高島　弘幸
[プログラム]
・製品紹介　18:30～18:45　第一三共株式会社
・技師によるワンポイント　18:45～19:00
「心臓MRI撮像へのfirst step」　市立旭川病院　中央放射線科　福田　泰之　先生
・講演　19:00～19:40
座長　札幌医科大学附属病院　放射線部　中西　光広　先生　　
「不整脈を制覇するCMRの技術」　東京警察病院　放射線科　吉田　学誉　先生
・医師によるワンポイント　19:40～19:50
「肺血管アラカルト」　札幌医科大学医学部　放射線診断学　庄内　孝春　先生
・特別講演　20:00～21:00
座長　札幌医科大学附属病院　放射線診断学　庄内　孝春　先生



「胸部MRIの現状と将来展望」
神戸大学大学院医学研究科　内科系講座放射線医学分野　機能・画像診断学部門　部門長
特命教授　大野　良治　先生

第9回 オホーツクマルチスライスCT談話会
[日時] 2014年6月28日（土）14:30～（開場14:00）
[会場] 北見プラザホテル　1階「カシワ」の間
〒090-0833 北見市とん田東町617-139 TEL:0157-61-6111
[参加費] 500円（事前申し込み不要）
[共催] オホーツク放射線技師会　第一三共株式会社 
[プログラム]
・Product Information 14:30～15:00
至適造影剤量とオムニパーク　第一三共株式会社
・Conference Presentation 15:00～18:00
第一部:施設紹介　15:00～15:15　座長:北見赤十字病院　長島　正直
演者:北海道立北見病院　寺本　進二，小林病院　大川　友里歌
第二部:撮影技術報告　15:15～16:10　座長:小清水赤十字病院　岩田　雄一
－ブラックボックスを撮影しました－
演者:置戸赤十字病院　谷川　道一，遠軽厚生病院　大野　裕貴
網走脳神経外科・リハビリテーション病院　伊藤　幸平
第三部:症例報告　16:20～16:50　座長:網走厚生病院　二俣　芳浩
－CTが特に有用だった症例－
演者:北見赤十字病院　大友　厚志．網走厚生病院　斎藤　静香
第四部:学術講演　16:50～17:50　座長:北見赤十字病院　長島　正直
－Aquillion ONE ViSION Editionの使用経験－
演者:遠軽厚生病院　佐々木　泰輔
※日本救急撮影技師認定機構の認定ポイント 2ポイント取得可能
日本X線CT専門技師認定機構の認定単位　3単位取得可能

第15回 北海道PET研究会
[日時] 2014年7月12日(土) 14:00～17:00
[会場]北海道大学医学部臨床大講堂
[参加費]1,000円
[プログラム]
・開会の辞　14:00
1.特別企画Work in Progress:PET 14:05～15:50
座長　釧路孝仁会記念病院　PETセンター長　　秀毛　範至　先生
札幌医科大学附属病院　放射線部　安全管理係長　 　浅沼　治　先生
1）「東芝PET-CT装置のご紹介」
東芝メディカルシステムズ（株）　核医学システム部　末兼　浩司　先生
2）「Regularized reconstruction」
GEヘルスケアジャパン（株）　MICT営業部セールス＆マーケティング部　庄子　健一　先生
3）「Siemens PETの最新技術」
シーメンス・ジャパン（株）　分子イメージングビジネスマネージメント部　中西　哲也　先生
4) 「フィリップスPETCTの最新情報」
（株）日立メディコ　核医学製品営業部　萓沼　伸行　先生
5) 「島津製作所の最新情報」
（株）島津製作所　医用マーケティング部　稲岡　祐一　先生
6）「放射性薬剤合成設備-医療機器への取り組み-」
住友重機械工業（株）　産業機器事業部　設計部　PETグループ　渡辺　利光　先生
7）「SUVの精度管理について」
（株）千代田テクノル　アイソトープ営業部　池谷　憲生　先生



休憩　15:50～16:00
2.特別講演　16:00～17:00
座長　北海道大学　核医学分野　教授　玉木　長良　先生
「PETマイクロドーズ臨床試験への道:現状と未来」
大阪大学大学院医学系研究科　核医学講座　教授　畑澤　順　先生

・閉会の辞　17:00

※日本核医学会　3単位
日本核医学専門技師認定機構　3単位　

【２】研究会の開催報告と今後の予定（全国）
 

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

平成26年度 第2回 関東RT研究会セミナー
[日時]2014年6月21日（土）10:00～16:30
[会場]（株）日立メディコ トレーニングセンター
〒101-0021　東京都千代田区外神田4-14-1　秋葉原UDX 18階
[参加費]会員　6,000円　非会員　12,000円
[申込期間]2014年5月28日（水）～ 6月13日（金）
[URL]http://www.jsrt.or.jp/data/news/14665/

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39回放射線治療セミナー　
[日時]2014年7月5日（土）　9:00～17:00
[会場]大阪医科大学附属病院　講義実習棟　第1講堂
〒569-8686　大阪府高槻市大学町2-7
[参加費]会員　6,000円　非会員　12,000円
[申込期間]2014年4月1日（火）10:00～ 4月21日（月）正午　
[内容]
高精度放射線治療とIGRTのための基礎と応用
1．定位照射の治療計画と精度管理　矢野　慎輔（京都大学医学部附属病院）
2．IMRT・VMATの治療計画 　羽生　裕二（東京女子医科大学病院）
3．IMRT・VMATの精度管理 　辰己　大作（都島放射線科クリニック）



4．IGRTの精度管理 　秋田　和彦（大阪医科大学附属病院）
5．IGRTの実際 　川守田　龍（多根総合病院）
6．Deformable Image Registrationの現状と応用 　武川　英樹（市立貝塚病院）
[URL]http://www.jsrt.or.jp/data/news/13743/

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/

第12回 定期講習会（肺がんCT検診認定技師講習会・認定試験）　
[日時]2014年7月19日（土）9:00～18:00，20日（日）8:50～13:20（予定）
[会場]滋賀医科大学
〒520-2192　滋賀県大津市瀬田月輪町　TEL　077-548-2111（代表）
[募集人数]
1) 講習会＋認定試験受講者として100名
2) 認定試験のみの受験者10名前後（第11回までの講習会受講者で再試験希望の方）
[受講費用]
1)講習会＋認定試験を受講の方:受講料:19,000円 （昼食代1日分込）
2) 認定試験受験のみの方:受講料:10,000円
[申込期間]2014年5月1日（木）～ 5月20日（火）
[問合先]NPO法人　肺がんCT検診認定機構事務局
TEL　043-226-1298
E-mail　jimdai@ct-kensin-nintei.jp
[URL]http://www.jsrt.or.jp/data/news/14214/

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] 2014年11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1回 PACSベーシックセミナー
[日時]2014年7月26日（土）10:30 ~ 16:30
[会場]富士フイルムRIファーマ（株）本社会議室
東京都中央区京橋2-14-1　兼松ビル5階（501・502）
[募集人数] 40名（申込者多数の場合は，地域および施設を考慮して選考）
[参加費]会員　6,000円，非会員　12,000円　　当日集合時に徴収します．
[申込期間]2014年6月2日（月）10:00～ 7月12日（土）17:00
[URL]http://www.jsrt.or.jp/data/news/14660/
※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

平成26年度 近畿部会ステップアップ臨床セミナー
[テーマ]耳鼻咽喉科学を学ぶ
[日時]2014年7月27日（日）時間未定
[会場]大阪市立大学医学部学舎　4階 大講義室
〒545-8585　大阪市阿倍野区旭町1-4-3　　TEL　06-6645-3611（代）
[参加費]会員　2,000円，非会員　4,000円
[申込期間]2014年6月2日（月）～ 6月29日（日）
[URL]http://www.jsrt.or.jp/data/news/14678/

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

第15回 DR（ディジタルラジオグラフィ）セミナー
[日時]2014年8月30日（土）13:00～18:00，31日（日）9:00～15:00
[会場]名古屋市立大学病院　中央診療棟　第1会議室
〒467-0001 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１　TEL052-851-5511
[定員]30名
[参加費]会員　9,000円　　非会員　18,000円
[申込期間]2014年6月10日（火）～8月8日（金）18:00
[内容]ディジタル画像評価総論，入出力特性測定講義・演習，MTF測定講義・演習，NPS，測定講義・演
習，NEQ，DQE測定講義・演習等．演習はDRセミナーから提供する教材を用い，ご自身のノートPCで
解析を行っていただきます．
※テキストとして，放射線技術学スキルUPシリーズ「標準ディジタルX線画像計測」オーム社出版　日本
放射線技術学会監修　市川勝弘，石田隆行 共編（定価 5,400円）を使用します．事前に各自で購入して持
参してください．
[URL]http://www.jsrt.or.jp/data/news/14636/

第4回 ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナー（講義）
[日時]2014年8月30日（土）9:15 ～16:00
[会場]九州大学病院　臨床大講堂　4階 （旧病院の建物）
〒812-8582　福岡市東区馬出3-1-1　　TEL　092-642-5791
[定員]100名（申込者が多い場合には原則，先着順）
[参加費]会員　6,000円　　非会員　12,000円
[申込期間]2014年6月23日（月）10:00～ 7月31日（木）正午
[プログラム]：
8：45 受付 
9：15 開講式，オリエンテーション
9：30 ディジタルマンモグラフィの現状
10:15 マンモグラフィのためのディジタル画像の基礎と評価
11:15 マンモグラフィにおける放射線防護
13:00 マンモグラフィの線量測定
13:45 ディジタルマンモグラフィの保存と表示
14:30 ディジタルマンモグラフィシステムの品質管理
15:30 よりよいマンモグラフィのための撮影技術
16:00 閉講式
[URL]http://www.jsrt.or.jp/data/news/14640/

第8回 救急撮影セミナー
[日時]2014年8月31日（日）9:00～17:00
[会場]秋田県立脳血管研究センター　2階　講堂・会議室
〒010-0874　秋田県秋田市千秋久保田町6-10　TEL　018-833-0115
[募集人数]40名（応募者多数の場合は，地域および施設を考慮して選考）
[参加費]会員　6,000円　非会員　12,000円（テキスト代金を含む）
[申込期間]2014年6月2日（月）10:00～ 6月30日（月）正午



[プログラム]
[講義] 
内因性疾患患者の診療指針
外傷患者診療指針（JATEC）とトリアージの概念
救急画像診断概論
内因性疾患の診療における撮影の実際
外傷診療における撮影の実際
[実習]
救急撮影の基礎
確認画像実習
代表的内因性疾患の画像認識
代表的外傷疾患の画像認識
模擬CT撮影実習
救急患者取扱い実習
[URL]http://www.jsrt.or.jp/data/news/14646/
※日本救急撮影技師認定ポイント:8点

 

 

【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

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/

http://jsrthokkaido.umin.jp/mailmagazine/registration/
mailto:jsrt-hokkaido_MMteam.umin.ac.jp
http://www.jsrt.or.jp/data/ronbun/
http://www.jsrt.or.jp/data/ronbun/


【５】編集班より
みなさま，毎月メルマガを購読いただきありがとうございます．
帯広厚生B院のY岸です．
暑かったり寒かったり大雪が降ってみたりと不安定な天候ですが体調お変わりありませんか？
僕はここ数日鼻水とくしゃみに悩まされており，花粉症か風邪か判断しかねています．
さて，十勝では暖かい日も増え，天気のいい休日には公園や川原でBBQをするのが我が家の楽しみとな
っています．
先日スーパーでつぼ焼きにしようとツブ貝を手に取ると中にヤドカリが...驚いて店員に下げてもらいまし
たが，考えてみるとヤドカリはタラバガニの仲間．
買っておけばよかった！残念～！！
 
そんなわけで今回で2回目となりますシリーズ「燃費向上のためのファインチューニング」ですが，
前回はただのオカルトグッズ紹介になってしまい全然ファインじゃないぞと思った方もいると思います．
今後もその予定です，あしからず！最近はめっきり姿を消したオカルトグッズですが，
エンジンや電装系の効率化を図ることで燃費を向上させる考え方は現在の低燃費車作りに通じるものがあ
ります．今回はこのシリーズでは珍しくまともなテクニックの一つであるアーシングをご紹介します．自
動車のエンジンにはプラグやセルモーター，オルタネータなど電気を使う部品が多くあり，
始動や加速時にはバッテリーから電力供給を受けます．
ボンネットを開けその部品をよく観察してみると，プラス側はバッテリーからコードでつながっています
がマイナス側はどこにもつながっていない，あるいは細いコードでボディにつながっていることがわかり
ます．これをボディアースといい，ボディの抵抗によりバッテリーのプラスとマイナスで電位差が大きく
なりレスポンスや燃焼効率の低下が惹起されます．そこで，電装部品から直接バッテリーのマイナス端子
にコードをつなぎ電気の流れをスムーズにすることで車の潜在能力を引き出すことをアーシングといいま
す．
アーシングキットはホームセンターで3000円程度で入手可能で中には伝導効率の良い銅性のコード
4,5本とバッテリーにつなぐためのターミナルが入っています．配線場所はプラグ付近やセルモーターオ
ルタネーター，ボディアース用のコードなどで，留めてあるボルトに共締めしてもう片方をバッテリーの
マイナス端子につなぐだけで作業は終了です．
なお作業には感電やショートの危険があるので自分でやりたい方はネットなどで手技をしっかり確認して
からの作業をお願いします．バッテリーが後部トランク内にある車種などは配線が困難となります．効果
はアクセルレスポンスや始動性の改善，アイドリングの安定やトルクアップ（？）燃費向上などで， 古い
車や運転中にエンジンの回転数を異常に気にする僕のような一部の変態において効果が体感できやすいよ
うです．特にアイドリング時，回転数が安定しない症例では目に見える効果が期待されます．配線場所に
より効果が異なることもあるためレスポンスを良くしたいからプラグ付近を多めにつけてようかなどいろ
いろな場所で試してみるのも一興ですね．
僕は効果云々よりボンネットを開けたときに見える配線がちょっとかっこいいためお気に入りです．
興味がある方は試してみてください．
 
これからさらに暖かくなり遠出の機会も増えてくることと思います．事故に気をつけて快適なカーライフ
をお楽しみください．

 

発行日 2014年05月30日

発行元  日本放射線技術学会北海道部会 メルマガ班


