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お知らせ
 

第42回 日本放射線技術学会秋季学術大会
 
プログラム概要が公開されました．詳細はこちらから．
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/shuki42/?p=430
 
宿泊予約，事前参加登録はこちらから．
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/shuki42/?page_id=384#no02
 
発表者の皆様へ．詳細はこちらから．
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/shuki42/?page_id=542
 
 ［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 http://www.sora-scc.jp/
 ［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］ 6/1(日)に終了しました．
 ［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］秋季大会公式HP 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 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



学会本部のイベント
 

本部主催の研究会・セミナー等はこちら
http://www.jsrt.or.jp/data/activity/seminar/
 
国際放射線技術科学会議のお知らせ
第42回秋季学術大会(札幌)と併催です．詳細はこちら
http://icrst.jsrt.or.jp/2nd/
 
平成26年度国際研究集会派遣会員(後期)の募集のお知らせ［再掲］
 ［派遣期間］ 2014年9月11日-2014年3月31日
 ［募集期間］ 2014年6月23日 (月)-8月1日 (金)
 ［応募方法］平成26年度国際研究集会派遣会員（後期）募集要項
学術交流委員会 (URL:http://www.jsrt.or.jp/data/news/15047/)
詳細はこちら
http://www.jsrt.or.jp/data/news/15027/
 
平成27年度学術調査研究班の募集のお知らせ
本学会では,学術委員会の下に学術調査研究班を設置し,放射線技術学に関する
調査・研究の推進と啓発を行なっています．詳細はこちら
http://www.jsrt.or.jp/data/news/15517/

道内の研究会，勉強会

Parallel Imaging Symposium in Hokkaido
 ［日時］ 2014年8月2日(土) 14:00-17:30
 ［会場］札幌医科大学　記念ホール
〒060-8556 札幌市中央区南1条西18丁目 TEL 011-611-2111
 ［代表世話人］畠中正光先生 (札幌医科大学)
 ［Web参加登録］ http://www.medical.philips.co.jp/community
 ［定員］ 150名
 ［主催］株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
http://210.230.175.90/Marcom/Seminar/index.aspx?Page_Type=SEM_INFO&SSNOID=&SSUID=
 
 ［プログラム］
14:00-14:10 開会のご挨拶
畠中正光先生 (札幌医科大学)
 第一部  座長畠中正光先生 (札幌医科大学)
14:10-14:30
頭部領域の最新技術
鈴木由里子 (株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン )
14:30-15:00
Ingenia 3.0T/1.5T使用経験
中西光広先生 (札幌医科大学附属病院)
15:00-15:30
定量的磁化率マッピング(QSM)による酸素代謝画像
工藤與亮先生 (北海道大学病院)
15:30-15:50 休憩
 第二部  座長工藤與亮先生 (北海道大学病院)



15:50-16:20
ASLの多様なデザインとそれぞれの臨床的有用性～ASL-based 4D-MRAを中心に～
藤間憲幸先生 (北海道大学病院)
16:20-16:50
脳血管病変における血流評価の意義と臨床での展開
庄島正明先生 (東京大学)
16:50-17:20
MSDE法とtASL法の臨床：当センターにおける活用法
長畑守雄先生 (山形市立病院済生館)
17:20-17:30 閉会のご挨拶
 
 
第26回 札幌核医学技術研究会
 ［日時］ 2014年8月22日 (金) 19:00-
 ［会場］北海道大学臨床講義棟第四講堂
〒060-8638 北海道札幌市北区北15条西7丁目 TEL 011-716-2111(代表)
 ［特別講演］札幌医科大学医学部放射線診断学講師山直也先生
 ［代表世話人］札幌麻生脳神経外科病院小倉利幸
 ［参加費］ 1,000円
 ［共催］札幌核医学技術研究会
  　　富士フイルムRIファーマ株式会社 (TEL 011-241-9311)
 ［後援］日本核医学技術学会北海道幹事会
 ［問い合わせ先］富士フイルムRIファーマ株式会社札幌支店 FAX 011-241-9314
 ［備考］
日本核医学専門技師認定機構更新単位 3単位
 
 ［プログラム］
19:00- 世話人会報告代表世話人札幌麻生脳神経外科病院小倉利幸先生
座長北海道科学大学菊池明泰先生
19:10- メーカー話題提供
「心血流解析ソフトcardioREPOのご紹介」
富士フイルムRIファーマ株式会社
19:30- 会員報告
「内用療法における放射線管理」
札幌医科大学附属病院放射線部浅沼治先生
20:00- 特別講演
「内用療法について」
札幌医科大学医学部放射線診断学
講師山直也先生
 
 
第13回 北海道医療情報研究会
 ［日時］ 2014年8月22日 (金)19:00-20:20
 ［会場］北海道情報大学札幌サテライト
〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1-1 緑苑ビル4階
 
 ［プログラム］
19:00-19:20 事例報告
いとう整形外科病院放射線科谷祐児先生
19:20-20:20 オブジェクトストレージの実際
呉共済病院情報管理課藤井友広先生
 
 
第7回 3D-Neuro Imaging Conference



 ［日時］ 2014年8月23日 (土) 15:00-
 ［会場］第一三共株式会社札幌支店 3階
〒060-8622 札幌市中央区大通西8-1-8 第一三共札幌支店ビル TEL 011-221-4620-
 ［特別講演］株式会社AZE開発部阪本剛先生
   　　　　東京大学医学部附属病院放射線部副技師長井野賢司先生 
 ［代表世話人］札幌医科大学脳神経外科学講座鰐渕昌彦
 ［共催］ 3D-Neuro Imaging Conference, 第一三共株式会社
 ［演題締め切り］ 2014年7月31日 (木)
 ［申し込み先］札幌医科大学附属病院放射線部長濱宏史
E-mail : 3dnic.nagahama@gmail.com
 
 ［プログラム］
特別講演 1
「AZE最新3D画像処理技術の紹介」
株式会社AZE開発部阪本剛先生
特別講演 2
「拡散テンソル画像の応用」
東京大学医学部附属病院放射線部副部長井野賢司先生
一般演題
内容：当院の脳神経3D取り組み, 診断や手術に有用だった三次元画像, 新しい画像処理等, 
脳神経3D画像全般
発表時間：1題10分(質疑応答込み)
発表資格：脳神経外科医, 放射線科医師, 診療放射線技師, その他脳神経3Dに興味のある医師, 技術者
 
 
平成26年度 札幌放射線技師会学術勉強会イブニングレクチャー
 ［日時］ 2014年8月28日(木) 19:00-
 ［会場］北海道放射線技師会研修センター
〒064-0823 札幌市中央区北3条西29丁目3-2 (地下鉄西28丁目駅 3番出口)
TEL 011-643-2713
 ［参加費］無料 ※駐車場はありません
 ［問い合わせ先］札幌医科大学附属病院放射線部大元秀近
TEL 011-611-2111  E-mail sapporo@hok-art.or.jp
 
 ［プログラム］
～読影講座～基礎からの画像診断
「胸部疾患の画像診断 – X線写真とCTを中心に」
講師：社会医療法人恵佑会札幌病院
　　　放射線診断科部長小野寺祐也先生
 
 
第62回 北海道血管造影 Interventional Radiology 研究会
 ［日時］ 2014年8月30日(土) 12:50-17:50
 ［会場］北海道大学学術交流会館 1F 小講堂
〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目(北大正門を入り左側) TEL 011-706-2141
 ［当番幹事］旭川赤十字病院放射線科長沢研一
旭川市曙1条1丁目1番1号 TEL 0166-22-8111
 ［代表幹事］札幌東徳洲会病院画像・IVRセンター齋藤博哉
 ［参加費］ 1,000円
 ［共催］北海道血管造影・IVR研究会, バイエル薬品株式会社
 ［備考］
日本医学放射線学会専門医更新単位 2単位
日本IVR学会専門医更新単位 3単位
血管造影・インターベンション専門診療放射線技師更新単位 1単位



日本IVR学会認定IVR看護師更新単位 5単位
 
 ［プログラム］
製品紹介 12:50-13:00
「EOBプリモビスト」バイエル薬品株式会社
開会挨拶 13:00-13:05 旭川赤十字病院放射線科長沢研一
一般演題 13:05-16:35
13:05-13:45 Session 1
座長：札幌医科大学(消化器・総合, 乳腺・内分泌外科) 目黒誠
1) 術前MRIによる膵頭部切除後膵液漏発生の検討
北海道大学病院(放射線診断科) 宮本憲幸
2) 99mTc-GSAシンチグラフィーとCTの3D fusion画像を用いた機能的肝切除率の有用性の検討
北海道大学病院(消化器外科Ⅰ) 敦賀陽介
3) 径8cm大の尾側膵背側腫瘤に対して術前に支配動脈塞栓を施行し腹腔鏡下に摘出した1例
札幌医科大学(消化器・総合, 乳腺・内分泌科) 目黒誠
4) 既存ドレーン経路と経皮的空腸廔造設により経皮的に治療した膵空腸縫合不全の1例
北海道大学病院(放射線診断科) 阿保大介
5) 消化器術後ドレーン管理の工夫
帯広協会病院(外科) 阿部厚憲
 
13:45-14:25 Session 2
座長：手稲渓仁会(放射線診断科) 櫻井康雄
6) 血管内異物除去術の検討
札幌厚生病院(放射線科) 坂井亙
7) 腎茎部血管損傷を伴う腎損傷に対し動脈塞栓術を施行した1例
旭川赤十字病院(放射線科) 高田陽子
8) 心肺蘇生術後内胸動脈損傷に対する動脈塞栓術
市立札幌病院(放射線診断科) 加藤大貴
9) NBCAを用いてBAEを施行した大量喀血の1例
北海道大学病院(放射線診断科) 吉野裕紀
10) 膵動静脈奇形破裂に対しコイル塞栓術を施行した1例
旭川医科大学病院(放射線科) 八巻利弘
 
14:25-15:05 Session 3
座長：北海道大学病院(放射線診断科) 作原祐介
11) 膵十二指腸領域動脈瘤の検討
札幌厚生病院(放射線科) 安井太一
12) SSPPD後肝仮性動脈瘤の1例
札幌厚生病院(放射線科) 杉山浩平
13) 腹部大動脈ステントグラフト内挿術後のtype2エンドリークに対しPenumbra Coilsを用いTAEを行っ
た1例
北海道大学病院(放射線診断科) 高橋文也
14) PGLAコイル, fiberedコイルを用いた塞栓瘤における内皮形成および瘤内器質化に関する病理組織学的
検討～初期報告～
札幌医科大学(放射線治療科) 宇佐見陽子
15) Microballoon catheterを用いたwedged techniqueによるNBCA塞栓術の初期経験
～豚動脈を用いた実行可能性の検討～
北海道大学病院(放射線診断科) 阿保大介
 
15:05-15:15 Coffee Break
 
15:15-15:55 Session 4
座長：旭川医科大学病院(放射線科) 八巻利弘
16) 当院における血管造影時のカテーテル細径化(3Frシース , シースレス血管造影 )の試み



北海道消化器科病院(内科・消化器科) 町田卓郎
17) Sorafenib導入後HCC症例に対する経動脈治療の検討
北海道大学病院(放射線診断科) 吉野裕紀
18) HCCに対するB-TACEの中期治療効果
手稲渓仁会病院(放射線診断科) 櫻井康雄
19) 胃GIST肝転移に対してbland TAEを行った1例
北海道大学病院(放射線診断科) 作原祐介
20) 多発性囊胞腎に対するエタノールを用いた腎動脈塞栓術
北海道大学病院(放射線診断科) 作原祐介
 
15:55-16:35 Session 5
座長：北海道消化器科病院(内科・消化器科) 町田卓郎
21) カバー付き十二指腸ステントの脱落に伴うトラブルシューティング
札幌厚生病院(消化器科) 山口将功
22) 膵臓癌胆管十二指腸ダブルステント -胆管炎高リスク群と低リスク群の特徴と
Niti-S Biliary Long-Covered ComVi Stentの検討-
札幌厚生病院(消化器科) 平山敦
23) 胆管癌肝転移の腫瘍内部に形成された膿瘍に対して経皮的ドレナージを施行した1例
札幌医科大学(放射線診断科) 小野寺耕一
24) 食道の位置を動かすIVRの方法と活用：標的腫瘍の盾となった食道を解放する
北斗病院(放射線治療科) 岸和史
25) 原因病変の多発が疑われた良性腫瘍性骨軟化症の1例
北海道大学病院(放射線診断科) 曽山武士
 
16:35-16:45 Coffee Break
 
16:45-17:45 シンポジウム
座長：旭川赤十字病院放射線科長沢研一
「肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法 -最近の動向-」
1 「リピオドールTACE」
旭川医科大学放射線科八巻利弘
2 「ネクサバールと IVR治療」
旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科阿部真美
3 「当院におけるb-TACEの経験」
帯広厚生病院放射線科森田亮
4 「HCCに対する球状塞栓物質の初期使用経験」
北海道大学病院放射線診断科曽山武士
閉会挨拶 17:45-17:50 札幌東徳洲会病院画像・IVRセンター齋藤博哉
 
 
第12回 オートプシーイメージング学会サテライトシンポジウム
 ［日時］ 2014年8月30日(土) 15:00-18:00
 ［場所］札幌市教育文化会館 4F 講堂
〒060-0001 札幌市中央区北1条西13丁目 TEL 011-271-5821
 ［後援］北海道医師会(予定,申請中), 札幌医師会(予定,申請中), オートプシーイメージング学会
URL: http://plaza.umin.ac.jp/~ai-ai/event/meeting/symposium_12.php
 
 ［プログラム］
死因不明社会への挑戦～オートプシーイメージング (Ai)の可能性～
15:00-15:10 開会のあいさつ
第12回オートプシーイメージング学会学術総会会長
国立病院機構北海道医療センター救急救命センター長七戸康夫
15:10-16:00 特別講演「Ai情報センターの現状と展望(仮題)」
一般財団法人 Ai情報センター代表理事山本正二



16:00-16:10 休憩
16:10-17:50 シンポジウム
「北海道における死因究明の現状とAiの持つ可能性」
(発表15分×4人, 討論40分)
座長札幌医科大学法医学講座准教授渡邊智
　　札幌医科大学救急医学講座教授成松英智
演者
1 救急医療の立場から
国立病院機構北海道医療センター救急救命センター長七戸康夫
2 放射線診断学・法医学の立場から
札幌医科大学法医学講座特任講師兵頭秀樹
3 警察医の立場から
北海道警察本部刑事部捜査第一課検視官室長木村誠二
4 在宅医療・警察の立場から
緑の街診療所院長鈴木研一
17:50-18:00 閉会のあいさつ
オートプシーイメージング学会理事長
千葉県がんセンター診療部長(画像診断部長兼任) 高野英行
 
 
第12回 オートプシー・イメージング学会学術総会
 ［日時］ 2014年8月31日
 ［会場］札幌市教育文化会館小ホール
〒060-0001 札幌市中央区北1条西13丁目 TEL 011-271-5821
 ［大会長］七戸康夫 (北海道医療センター救急救命センター)
 ［大会テーマ］「英知を結集しAiの明日を語ろう」
 ［演題締切］ 2014年7月7日
 ［参加費］ 3,000円(医学系学部学生, 医療系専門学校生の参加費は無料)
 ［事前申し込み］不要
 ［問い合わせ先］東京都中央区銀座4-6-10 ゑり円ビル6F Ai情報センター内
Ai学会事務局  aigakkaijimu@gmail.com
URL:http://plaza.umin.ac.jp/~ai-ai/
 
 
第10回 EIZOメディカルセミナー2014 at札幌
 ［日時］ 2014年9月6日(土) 11:30-16:10
 ［会場］アスティ45 16F 会議・研修施設 ACU/アキュ
〒060-0004 札幌市中央区北4西5
 ［対象］
施設管理者・読影担当医師・診療放射線技師・病院情報システム管理者
IVR及び手術室内の映像配信システムの導入や運用を担当している管理者
医師や診療放射線技師を目指している学生
 ［定員］ 55名
 ［参加費］無料
 ［後援］一般社団法人札幌放射線技師会
 ［申し込み］ http://www.eizo.co.jp/medical/
7月16日(水) 10:00-受付開始
 
 ［プログラム］
11:30 受付開始
セッション 1 モニタに関する技術～ランチョンセミナー～
12:00-12:40
医療用モニタの動向と最新技術トレンド
～医療用モニタと民生機器では何が違うのか～



EIZO株式会社営業技術担当部長前田一哉
セッション 2 モニタ品質管理の実際
座長：独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院
　　　放射線部松村俊也先生
13:00-13:30 
データでみる医用モニタの有用性とその管理
～医療現場で必要なモニタ管理のノウハウ～
名古屋第二赤十字病院放射線部新美孝永先生
13:30-14:00
ディジタルマンモグラフィの有用性と品質管理について
～ソフトコピー (モニタ)診断の時代を迎えて～
北海道対がん協会札幌がん検診センター放射線技術部黒蕨邦夫先生
セッション 3 情報システムの構築
座長：北海道情報大学医療情報学部上杉正人先生
14:20-14:50
病院情報システムを構築する際に考えるべき6つのこと
旭川医科大学病院経営企画部谷川琢海先生
14:50-15:20
情報システム部門の在り方と東日本大震災の対応
石巻赤十字病院医療情報管理課千葉美洋先生
ワークショップ (希望者先着順定員 1:15名, 2:20名)
セッション 4 最先端の乳がん検査
座長：北海道対がん協会札幌がん検診センター放射線技術部黒蕨邦夫先生
15:30-16:10
Breast Imagingの近未来
～Vendor Neutral Archiveがもたらす新しい画像診断～
宇都宮セントラルクリニック代表佐藤俊彦先生
ワークショップ 16:20-17:20
1 トモシンセシス読影ワークフローの解説とマンモグラフィ品質管理の体験
2 モニタ品質管理の運用事例とその体験
 
 
第14回 PACS Specialistセミナー
 ［日時］ 2014年10月12日(日) 9:30-17:00
 ［会場］北海道情報大学札幌サテライト
〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1-1 緑苑ビル4階
 ［参加費］会員 6,000円  非会員 12,000円
 ［募集人数］ 30名
 ［参加資格］不問
 ［申込期間］ 2014年8月1日(金) 10:00 - 9月12日(金) 17:00
 ［申込方法］ https://www.jsrt.or.jp/form/PACSspecialistseminar/
 ［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
 ［問い合わせ先］旭川医科大学病院経営企画部谷川琢海(タニカワタクミ)
E-mail pacs_sp_sapporo@rad.hosp.tohoku.ac.jp
TEL 0166-69-3563(直通)
 ［備考］
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］
(都合により変更することがあります)
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 , ディスカッションのテーマは当日発表します．
 
システムに詳しくない方でも参加いただけます．
各グループにアシスタントとして分科会委員が参加します．

編集後記
いつもご購読して頂きありがとうございます．
今月号担当のH医療センターFです．
 
今年も上半期が終わり，暑い日が続き夏本番ですね．
札幌でも7/18から大通りビアガーデンも開催され，少ない北海道の夏を満喫するためにも
ぜひ行きたいところですね！
この1年で家族が増えたり，イロイロな仕事に携わる機会を得たり…めまぐるしく変わる
環境に追われるように過ごしていますが，やはりビアガーデンは行きたい！
 
今回の編集後記はそんなときに出会った1冊の本を紹介いたします．
 
仕事も家事も育児もうまくいく！「働くパパ」の時間術
 
という本ですが…
 
なんだ，よくある育児書かとお思いの方もいるとは思いますが，この本は「育児書」では
なくあくまでも「ビジネス書」の立ち位置にあります．（どのように子育てをするか？で
はなく家庭も仕事も両立するための教科書といったところでしょうか）
 
読んでみた換装をふまえ，一部ご紹介します…
 
・「仕事は初球打ち」でバタバタしなくなる
　締め切りの前に完成するので，上司のフィードバックがもらえる．
　そのためには着手するまでの手間を減らしてシンプルにする「仕組み化」をする
 
・ママも笑顔になる！上手なコミュニケーション術
　お互いの違いを認める
　コミュニケーションの時間を作る
　ママとの会話の基本を学ぶ
　コミュニケーションツールを上手に使う
 
その中でも会話の基本を学ぶことは，かなり共感できました．
物事をストレートに伝えず，遠回しに伝える表現で，言葉そのものを素直に聞くだけではなく
何を意図して行っているのかを考える必要がある…．
 
皆様にも思い当たる経験はないでしょうか？（汗
 
・時間がなくても「読書」を習慣化する方法
　読書＝自己投資と捉え，せっかくの時間に良書に出会うために「キュレーター」とよばれる



　その道のプロにお勧めの本を聞くのが良い！とのことで，ここでは「キュレーター」を書評
　ブロガーに置き換え紹介しています．
 
などなど，その他様々なことが紹介されています．
わかっていたつもりでも，改めて文章で読むと身にしみますね…．
 
せっかくの少ない夏です．自分マネジメントで乗り切りましょう！！
 
最後までお付き合いありがとうございました！
それでは，編集後記をしめさせていただきます．
 

H医療センターF田
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