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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，事前参加登録の締め切り間近です(9/7(日)まで)
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

公式Facebookページを開設しました！
実行委員会からの旬な情報を発信していきます．ぜひ「いいね！」を押して，お楽しみください．
https://www.facebook.com/asc.jsrt

 

 ［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/

第71回日本放射線技術学会総会学術大会の概要と演題募集について
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/soukai71/?p=301

道内の研究会，勉強会
 

北海道前立腺癌密封小線源治療講演会
[日時] 2014年9月2日(火) 19:00-20:15
[場所] ニューオータニイン札幌 2階 「北斗の間」 〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1-1 TEL:011-
222-1111
[主催] 日本メジフィジックス株式会社
[連絡先] 腫瘍製品企画部 掛川 TEL:03-5634-7424 札幌支店 田中 TEL:011-873-7725
[プログラム]
19:00-19:30 ケーススタディ
座長 札幌医科大学医学部 放射線医学講座 教授 坂田 耕一 先生
ケース１ 札幌医科大学医学部 放射線医学講座 堀 正和 先生
ケース2 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 放射線治療科 西山 典明 先生
19:30-20:15 特別講演
座長 札幌医科大学医学部 泌尿器科学講座 教授 舛森 直哉 先生
「前立腺癌に対する密封小線源療法の有用性」 昭和大学江東豊洲病院 泌尿器科 深貝 隆志 先生

札幌市マンモグラフィ撮影技師研究会
[日時] 2014年9月4日(木) 18時30-
[場所] 札幌市医師会館 5階大ホール
〒060-8581 札幌市中央区大通西19丁目 TEL:011-611-4181 FAX:011-643-1511
[講師] 黒蕨 邦夫 先生 (北海道対がん協会札幌がん検診センター 放射線技術部)
阿部 裕子 先生 (KKR札幌医療センター 放射線科)
山崎 理衣 先生 (北海道大学病院 診療支援部(放射線部))
[申込締切] 2014年8月28日(木)
[申込先] 一般社団法人 札幌医師会 業務部 FAX:011-643-1511 別紙申込用FAX用紙にて申込みください
[備考] *9月14・15日に開催される札放技主催NPO法人マンモグラフィ精管構認定講習会を受講される方
は，撮影技術並びに知識の確認のために受講してください.
*マンモグラフィ装置を使用し，ポジショニング実習を重点的に行います．日頃の撮影で，疑問に思うこ
とや問題点等を整理してきて下さい．当日実習で疑問にお答えします.
*各施設の臨床画像評価実習を行いますので，撮影技師研修会参加者は以下のものを必ず持参願います.
1．自施設のマンモグラフィ画像(高濃度不均一)1症例をご持参願います.
各施設から1症例とします．(研修会参加者自ら撮影した画像が望ましい)
2．装置データ表に必要事項を記入の上ご持参願います．(資料1)



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18回 北海道CR研究会 in 函館
[日時] 2014年9月6日(土)14:00-17:00
[場所] 〒040-8611 函館市五稜郭町38番3号
函館五稜郭病院 管理棟4F会議室



[参加費] 500円 (飲料代込み)
[主催] 北海道CR研究会-FCRユーザーズミーティング-
事務局 〒060-0061 札幌市中央区南1条西15丁目
NTT東日本札幌病院 放射線科 TEL 011-623-7120
代表幹事 鈴木信昭 (NTT東日本札幌病院)
[共催] 富士フイルムメディカル株式会社
[後援] 函館放射線技師会
[プログラム] 
司会進行 札幌秀友会病院 名雲 北斗
14:00 開会の辞 NTT東日本札幌病院 鈴木 信昭，函館放射線技師会会長 函館五稜郭病院 小林 功一
14:00「FPDの基礎と最新技術(Virtual Gridなど)」
座長 NTT東日本札幌病院 鈴木 信昭
演者 富士フイルムメディカル 金田 和幸
14:50-15:00 休憩
15:00「FPDの使用経験-各施設の現状報告-」
座長 北海道大学病院 小田 まこと
1 FPD導入しました! 演者 市立札幌病院 藤田 茂雄
2 FPDの利点を活かした使用を目指して 演者 NTT東日本札幌病院 八十嶋 伸敏
3 CRと比較したFPDの利点 演者 北海道大学病院 宮本 佳史子
16:00-16:10 休憩
16:10
座長 札幌厚生病院 渡邊 晃 
4 FPD導入による業務の変化 演者 手稲渓仁会病院 赤田 博秋
5 ポータブルX線撮影装置「CALNEO Go」 演者 勤医協中央病院 澤田 真吾
16:50 見学前施設紹介 函館五稜郭病院 小林 功一
17:00 閉会の辞 NTT東日本札幌病院 鈴木 信昭
17:10「函館五稜郭病院 施設見学」

第4回 北海道機能画像診断研究会
-胸部領域における各モダリティのトピックス-
[日時] 2014年9月13日(土) 15:00-18:00
[会場] 札幌全日空ホテル 3階 鳳の間
札幌市中央区北3条西1丁目 TEL:011-221-4411
[参加費] 500円
[共催] 北海道機能画像診断研究会 富士フイルムRIファーマ株式会社(TEL:011-241-9311)
[後援] 札幌市医師会
[備考] 日本X線CT専門技師認定機構 3単位
[プログラム]
14:45-15:00 製品紹介 「非イオン性尿路・血管造影剤 イオプロミド注FRI」
開会の辞 旭川医科大学 放射線医学講座　教授 高橋 康二 先生
教育講演 司会:札幌医科大学医学部 放射線診断学 荒谷 和紀 先生
「間質性肺炎の読み方 -case review-」
天理よろづ相談所病院 放射線部 西本 優子 先生
「機能画像による前縦隔充実性腫瘍の鑑別診断」
九州大学大学院医学研究院 保健学部門 医用量子線科学分野 准教授 薮内 英剛 先生
特別講演1 司会:旭川医科大学 放射線医学講座　教授 高橋 康二 先生
「がんの治療効果判定における画像の役割と問題点:胸部領域を中心に」
大阪大学大学院医学系研究科 放射線統合医学講座 放射線医学 教授 富山 憲幸 先生
特別講演2
「肺がんの画像診断Update -良悪性の鑑別を中心に-」
琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座 教授 村山 貞之 先生
閉会の辞 市立札幌病院 放射線診断科 部長 寺江 聡 先生

第20回 北海道神経画像研究会



[日時] 2014年9月13日(土) 15:00-18:30
[会場] アパホテル札幌(TKPガーデンシティ) 札幌市中央区南2条西7丁目10-1 1階 ダイヤモンド
[参加費] 1,000円
[共催] 北海道神経画像研究会　日本メジフィジックス株式会社(TEL 011-873-7725)
[後援] 日本核医学技術学会北海道地方会
[URL] http://hsni.kenkyuukai.jp/special/?id=7926
[備考] 当研究会は以下の承認を得て開催いたします．日本核医学専門技師認定機構(3単位)
[プログラム]
15:00-15:05 代表世話人挨拶
15:05-16:35
1. 脳SPECTの現状と未来 座長:釧路孝仁会記念病院 診療放射線科 大西 拓也 先生
「脳SPECT画像作成のテクニック」 旭川赤十字病院 医療技術部放射線科 岡林 篤弘 先生
「脳血流定量のテクニック」 札幌麻生脳神経外科病院 放射線科 小倉 利幸 先生
「脳核医学における統計データベース -新たな統計モデル応用へのチャレンジ-」 禎心会病院 放射線部 高
橋 正昭 先生
トータルディスカッション
16:35-16:50 休憩
16:50-18:30
2.高次脳機能評価と機能障害 座長:禎心会病院 放射線部 高橋 正昭 先生
16:50-17:30
教育講演「高次脳機能障害とは」 札幌医科大学医学部 リハビリテーション医学講座 教授 石合 純夫 先生
17:30-18:30
特別講演「認知障害の脳機能画像診断」 国立循環器病研究センター 脳卒中統合イメージングセンター 部
長 中川原 譲二 先生

平成26年度 札幌市放射線技師会 学術研修会
[日時] 2014年9月18日(木) 19:00
[会場] 札幌医科大学記念ホール 札幌市中央区南1条西18丁目
[参加費] 無料
[備考] 駐車場はありません．技師会ポイントの対象となりますので，会員カードを必ずお持ちください.
[プログラム]
「消化管領域の画像診断」 札幌医科大学附属病院 放射線部 原田 耕平 先生

神経再生 Up To Date
[日時] 2014年9月18日(木) 18:30-19:55
[会場] 第一三共株式会社 札幌支店 3階会議室 札幌市中央区大通西8丁目1-8 TEL:011-221-4660
[問い合わせ先] 第一三共株式会社
[プログラム]
一般演題1 18:30-18:45 座長 札幌医科大学 名誉教授 端 和夫 先生
「ITB療法の概略について」 第一三共株式会社 ITB事業グループ 主幹 堀越 敏明
一般演題2 18:45-19:05
「脳梗塞および脊髄損傷患者に対する再生治療 -医師主導治験の進行状況- 」
札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所 神経再生医療学部門 教授 本望 修 先生
特別講演 19:05-19:55
「Cellular therapies for neurological disorders : Drug store or repair shop?」
Professor of Neurology Yale University school of Medicine Neuroscience Research Center
Dr. Jeffery D. Kocsis.

第27回 札幌核医学技術研究会
[日時] 2014年9月26日(金) 19:00-
[会場] 北海道大学 臨床講義棟 第四講堂
[参加費] 初参加の方は，年会費1000円を徴収させていただきます
[共催]
札幌市核医学技術研究会



富士フイルムRIファーマ株式会社 TEL:011-241-9311
[備考] 日本核医学専門技師認定機構(3単位)の認定を受けております
[プログラム]
19:00- 世話人報告 代表世話人 小倉 利幸 先生
座長 北海道循環器病院 前田 佑介 先生
19:10- 会員報告
「心筋血流解析ソフトcardioREPOの使用経験」 北海道循環器病院 診療放射線科 斉藤 利典 先生
19:30- 教育講演
「心臓核医学検査における画像の標準化について」 北海道科学大学 保健医療学部 診療放射線学科 准教授
菊池 明泰 先生
20:00- 特別講演
「D-SPECTがついに日本上陸」 公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院 放射線科 副技
師長 鈴木 康裕 先生

第28回 北海道核医学技術セミナー
[日時] 2014年9月27日(土) 14:30-17:30
[会場] 札幌アスペンホテル 2F アスペンA 〒060-0808 札幌市北区北8条西4丁目5 TEL:011-700-2111
[参加費] 500円
[共催]
北海道核医学技術セミナー
富士フイルムRIファーマ株式会社 TEL:011-241-9311
[URL] http://kitakaku.com/
[プログラム]
14:30-14:45
話題提供 「心筋血流解析ソフトcardioREPOのご紹介」 富士フイルムRIファーマ株式会社
14:45-15:00
司会 砂川慈恵会病院 放射線科 森井 秀俊 先生 函館五稜郭病院 放射線科 小林 功一 先生
会員発表 「北海道厚生連における核医学管理システムについて」
JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 医療技術部 放射線技術科 森田 雅弘 先生
15:00-16:15
技術討論 「PETが有用であった症例，又は他モダリティのほうが有用だった症例提示」
数施設からの症例提示を予定しております。
16:15-16:30 休憩
16:30-17:30
司会 砂川慈恵会病院 放射線科 森井 秀俊 先生
特別講演 「がん診療におけるPETの有用性」
国立大学法人 旭川医科大学 放射線医学講座 講師 沖崎 貴琢 先生

第44回北海道放射線治療研究会
[日時] 2014月10月4日(土) 13:00-19:00(見学を含む)(受付は12:00-)
[会場] 北海道大学医学部学友会館「フラテホール」
札幌市北区北15条西7丁目 011-716-2111(代表)
[参加費] 2000円(1階受付にて)
[URL] http://hgrt.org
[プログラム]
進行 市立札幌病院 相澤 一宏
1. 施設紹介 (13:00-13:30)
(1)「北海道大学病院の施設紹介」 北海道大学病院 斉藤 英一
(2)「勤医協中央病院の施設紹介」 勤医協中央病院 伊藤 秀毅
(3)「札幌東徳洲会病院の施設紹介」 札幌東徳洲会病院 小島 秀樹
2. 北海道大学病院における陽子線治療 (13:30-15:20)
座長 北海道がんセンター 西山 典明
(1)「臨床的側面から」 北海道大学 放射線治療科 鬼丸 力也
(2)「看護-準備と実践から」 北海道大学　中央診療ナースセンター 佐藤 雅子



(3)「装置開発とコミッショニング」 北海道大学 医学物理部門 高尾 聖心
(4)「治療の準備と現状」 北海道大学病院 診療支援部(放射線部)) 平山 博之
3. 放射線治療セミナー (15:30-17:00) エーザイ(株)
座長 北海道大学 放射線治療科 鬼丸 力也
「消化器癌に対する化学放射線療法の治療開発」 講師 国立がん研究センター中央病院 放射線治療科 伊藤
芳紀
4. 報告 (17:00-17:30)
(1)「データベース報告」 市立札幌病院 石田 祥之
(2)「治療研究会HP報告」 王子総合病院 佐藤 正臣
5. 陽子線治療センター見学 (17:30-19:00)
＊見学には事前申し込みが必要です(9/18締切)．必要事項(施設名/氏名/職種)を明記し、施設毎取りまとめ
の上メールにて hgrt-jimu@hgrt.org までお申し込み下さい．
グループ分けをして順次行っていきます．(1グループ当たり説明時間は25分)

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．
＊本メールマガジンに掲載している勉強会，セミナー，学会につきましては，
参加資格の有無をご自身でご確認の上，参加されます様お願い致します．

編集後記
 

毎月メルマガを購読していただきありがとうございます！



今月号を担当させていただきましたS大病院Sです．

北海道ではお盆を過ぎると，夏はすぐ過ぎて，秋になるのでしょうか．
秋の映画は，「ぶどうのなみだ」がおすすめです．
地元，空知で映画が撮影されたということで，これはもう観に行くしかありませんね．

と，いつもどおり映画ネタで編集後記を始めましたが，今回気になる話は，映画ではなく，
テーマは，「朝」です．

皆さんは，朝をどう過ごしていますか？
朝起きるのはつらくて，だらだら過ごしてしまいがち．
夏が過ぎて，秋から冬へと寒くなってくると，余計に起きることができません．

ある雑誌で「朝」が特集されており，「朝」について次のようなことが書かれていました．

「脳科学的には，朝日を浴びる，小さなご褒美を用意しておく，人とつながる，が目覚めの3原則であ
る」

なるほど．
特に気になったことは，「小さなご褒美を用意しておく」こと．
「うーん・・・，美味しい朝ごはんかな．」

話題のパン屋のパンとジャムを用意して，
人気の珈琲店で買った珈琲を，専門的な珈琲道具で淹れ，お気に入りのカップに注ぐ．
最近雑貨店で購入した木製のサラダボウルに，フレッシュな野菜やフルーツなんかを盛りつけ
て，・・・．
これは妄想です．
(雑誌に掲載されている朝ご飯の写真は，なぜこんなにも良くみえてくるのでしょうか．)

今は，朝ご飯の時間は，家で過ごすだけではないみたいです．
朝ご飯に力を注ぐお店も沢山ある様で，海外では朝から列をつくるお店も少なくないそうです．
パンケーキやエッグベネディクト，フレンチトーストなど，海外から日本に進出する旬なお店は，
朝ご飯として行きたいお店ばかりです．

皆さんも朝起きるために，自分なりのご褒美を用意しておくと，パッチリ目が覚めるかもしれませんね．

「旅行先で，朝の目覚めが良いのは，朝ご飯が楽しみだからかぁ．」

S大病院S
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