
日本放射線技術学会 北海道部会 メルマガ 129号
vol.129　2014/09/30　発行

reader 様

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

宿泊予約はこちらから．事前登録は9/6に終了しました．
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

会費未納の方へのお願い(コンビニ払いをご利用ください)
http://www.jsrt.or.jp/data/news/15993/

 

 ［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
第44回北海道放射線治療研究会
[日時] 2014年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. 第21回放射線治療セミナー (15:30-17:00)
[共催]北海道放射線治療研究会，エーザイ株式会社
・製品紹介 「非イオン性MRI用造影剤 プロハンス」の最新情報
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)＊見学には締切ました．
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．

第27回 旭川MRI研究会
[日時] 2014年10月17日(金)18:30-20:15
[場所] ロワジールホテル旭川 3F ボールルーム
〒070-0037 旭川市7条通6丁目 TEL:0166-25-8811
[参加費] 500円
[共催] 旭川MRI研究会 旭川医科大学医師会 旭川市医師会 バイエル薬品株式会社
[後援] 北海道医師会
[備考] 本講演会は日本磁気共鳴専門技術者認定機構の承認を得て，
日本磁気共鳴専門技術者更新 認定単位(5単位)として開催いたします．

[プログラム]
『MRI基礎講座』18:30-
座長：市立旭川病院 中央放射線科 川崎 伸一
「体幹部MRIアップデート」GEヘルスケア・ジャパン株式会社 名内 存人
「3Tの使用経験」旭川赤十字病院 放射線部 浜田 康介
『特別講演』19:15-
座長：市立旭川病院 放射線科 花輪 真 先生
「腹部領域の機能・動態MRイメージング：現状と将来展望」
川崎医科大学 放射線医学(画像診断1)教室 教授 伊東 克能 先生



平成26年度 公益社団法人 日本診療放射線技師会 北海道地域学術大会
[大会テーマ]
『変化への対応 - 試される応用力 -』
[日時] 2014年10月25日(土)-26日(日)
[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
[主催] (一般社)北海道放射線技師会，(公社)日本診療放射線技師会
[参加費] 本会会員無料，非会員5,000円
[問い合わせ先] 一般社団法人 北海道放射線技師会
TEL:011-643-2713 FAX:011-643-2734 E-Mail:hart@hok-art.or.jp

[プログラム]
(第1日目)10月25日(土) 14:00-18:00
13:00- 受付開始
13:45-13:55 開会式
14:00-16:00 一般演題
16:15-18:00 特別講演
1．特別講演 16:15-17:30
『プレ画像診断の基礎知識「急性炎症と治癒・修復」』
講師：医療福祉専門学校 緑生館 非常勤講師 堀尾 重治 先生
2．会員との質疑討論 17:30-18:00

(第2日目)10月26日(日) 9:30-12:00
9:30-12:00 読影セミナー テーマ『頭頸部領域』
1．「頭頸部領域に必要なMRI撮像技術」
講師：札幌医科大学附属病院 放射線部 長濱 宏史 技師
2．「頭頸部領域の読影について」
講師：北海道大学病院 放射線診断科 助教 藤間 憲幸 先生
3．症例検討会
12:00- 閉会式

「一般演題募集要項」
[発表日時] 2014年10月25日(土) 14:00-16:00
[テーマ] 自由
[発表形式] 口述発表(PCプレゼンテーション 1面映写，発表7分，討論3分を予定)
[募集期間] 2014年9月末日まで
[演題申込] メールにて北海道放射線技師会の下記メールアドレスへ以下の必要事項を記入し
メールの件名を『演題申込』としてお申し込みください．
・北海道放射線技師会メールアドレス hart@hok-art.or.jp
・必要事項 1.氏名 2.会員番号 3.勤務先 4.連絡用メールアドレス 5.演題名(仮題で可)
・抄録については，申込み終了後，北海道放射線技師会より御連絡いたします．
[その他]
・プレゼン用データはCD-RまたはUSBフラッシュメモリーでお持ちください．
・プレゼン用ソフトはMicrosoft Power Point2003以降のバージョン(OSはWindows XP以降)
・PCの持ち込みは原則不可ですが，動画を含む場合などはご相談に応じます．
・お問い合わせはE-mailにて北海道放射線技師会(学術部 富田宛)までお願い致します．
・優秀演題には日本診療放射線技師会より賞が与えられます．

第35回 函館磁気共鳴技術懇話会
[日時] 2014年10月28日(火)18:30-20:00
[場所] 市立函館病院 講堂
函館市港町1丁目10-1 TEL:0138-43-2000
[共催] 函館磁気共鳴技術懇話会，バイエル薬品株式会社，シーメンス・ジャパン株式会社
[後援] 函館放射線技師会



[お問い合わせ／連絡先]市立函館病院 中央放射線部 真壁 武司
〒041-8680 函館市港町1丁目10-1 TEL:0138-43-2000 内線：3145
[備考] 本会は，日本磁気共鳴技術者認定機構の認定研究会である．

[プログラム]
18:30-18:45 情報提供 バイエル薬品株式会社 芦田 幸男
司会:函館市医師会病院 放射線課 北林 幸次
講演
「磁気共鳴専門技術者認定試験受験にあたって - 性能評価 -」
市立函館病院 中央放射線部 畠山 遼兵 先生
「静音化技術 - Quiet Suite」
シーメンス・ジャパン株式会社 MRビジネスマネージメント部 新 俊幸 先生

北海道医師会認定生涯教育講座 第14回 北海道臨床画像診断セミナー
[日時] 2014年10月31日(金)18:10-20:30
[場所] ホテルさっぽろ芸文館(旧 北海道厚生年金会館)3F 蓬菜の間
札幌市中央区北1条西12丁目 TEL:011-231-9551
[会費] 1,000円
[共催] 北海道臨床画像診断セミナー，バイエル薬品株式会社
[後援] 北海道医師会，札幌市医師会

[プログラム]
・製品紹介 18:10-18:30 バイエル薬品株式会社
・セミナーからのご挨拶 市立札幌病院 放射線診断科 部長 寺江 聡 先生

『画像診断技術の最前線』 18:30-19:00
座長：旭川医科大学病院 診療技術部放射線技術部門 柳澤 亨 先生
「大腸CTの腸管前処置法と腸管拡張について」
北海道消化器科病院 放射線科 高林 健 先生

『下部消化管疾患の診断と治療 - 診断技術と治療 -』19:00-20:30
・臨床医からのアプローチ 19:00-19:45
座長：北海道大学病院 放射線診断科 講師 真鍋 徳子 先生
「大腸外科における最近の話題」
北海道大学病院 消化器外科１ 講師 高橋 典彦 先生
・放射線科医からのアプローチ 19:45-20:30
座長：市立札幌病院 放射線診断科 副部長 臼渕 浩明 先生
「炎症性腸疾患・診断／評価における画像検査」
慶應義塾大学医学部放射線診断科 専任講師 奥田 茂男 先生

第19回 札幌テクノロジーフォーラム(第一報)
[日時] 2014年10月31日(金)18:30-21:00
[場所] 札幌国際ビル 8F「国際ホール」
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
[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：『整形』
演者：
造影剤に関する最近の知見 エーザイ株式会社
札幌医科大学附属病院 放射線部 高島 弘幸 先生



新潟手の外科研究所病院 放射線科 風間 清子 先生

第18回 札幌Heart Imaging Club(SHIC)
[日時] 2014年11月7日(金)18:50-
[場所] 第一三共札幌支店 3階
札幌市中央区大通西8丁目1-8 TEL:011-221-4631
[特別講演] 慶應義塾大学病院 放射線診断科 陣崎 雅弘 先生
[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

[一般演題募集要項]
[発表] 10分(発表7分，討論3分)を予定
[発表形式] PCプレゼンテーションに限る(持込みのみ)
[演題] なんでも可(撮影技術，臨床報告，症例報告可)
[抄録] 演題，発表者名，所属，本文(400文字程度)をWordで作成し，添付ファイルにて下記送付先宛にメ
ールでお送りください．
[申込期間] 2014年10月2日(木)まで
[演題送付先] 〒060-8543 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地
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 E-mail:ogura@sapmed.ac.jp

第17回 北海道心血管エコー研究会
[日時] 2014年11月29日(土)14:00-17:30
[場所] ホテルさっぽろ芸文館(旧 北海道厚生年金会館) 3階「ロイヤルホール」
札幌市中央区北1条西12丁目 TEL:011-231-9561
[会費] 2,000円(事前の参加申込は不要)
[共催] 北海道心血管エコー研究会／武田薬品工業株式会社
[問い合わせ先] 北海道心血管エコー研究会事務局(北海道大学医学研究科 循環病態内科学 心エコー室)
〒060-8638 札幌市北区北15条西7丁目 E-Mail:sec-cvecho@huhp.hokudai.ac.jp
TEL:011-706-5755 FAX:011-706-7621
[備考]日本超音波医学会認定超音波検査士および超音波専門医の資格更新のための単位(出席5単位，発表5
単位)が付与されます．

[プログラム]
・特別講演1
「虚血以外の負荷心エコー法 しないほうがストレスフル？」
徳島大学病院 循環器内科 山田 博胤 先生
・幹事リレー講演
「AR重症度評価：私はこうしている - 定量するかしないか？するならどうやって？ -」
講師：
北海道大学大学院 保健科学研究院 加賀 早苗 先生
手稲渓仁会病院 臨床検査部 石川 嗣峰 先生
帯広協会病院 臨床検査科 福西 雅俊 先生
・特別講演2
「大動脈弁新時代，弁形成がやってきた！」
東京ベイ浦安市川医療センター 渡辺 弘之 先生

＊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
メルマガをご購読していただきありがとうございます．
S立A病院のFです．

今年も夏が終わってしまいましたね・・・．
最近は急に寒くなってしまいましたが，体調を崩されてはいませんか？
私はばっちり風邪をひきました．
個人的には秋が大好きなので，早く治して短い秋を満喫しなくては！！
残念ながら，紅葉を見るなどといった，秋を満喫できるような趣味はありませんが・・・．
しいて挙げれば「食欲の秋」でしょうか．また太る・・・．
そう，実は私は就職してから10キロも体重が増加しました．
そろそろまずいと思い，今年の夏こそ引き締まった体を取り戻そうと心に決めていたのです．
通勤でたくさんママチャリをこいで(片道13キロ)，スポーツもそこそこやって，休みの日は外で子供と遊
んで．
そんな努力も実らず，まさかの体重微増．
暴飲暴食が原因なのでしょうか．いや，そうですよね．
「今日はいっぱい汗かいたから，ビールがおいしいなぁ」
このパターンを繰り返してしまいました．
自分が情けない．
ところで皆様はスポーツをされていますか？
私は3つのチームで野球をしています．
今年は，北北海道大会で優勝したり，全道大会で帯広と釧路に行ったりと，野球三昧の最高の夏になりま
した．
あまり行ったことの無い街ばかりだったので，大会前日の夜はとても楽しめました．
帯広では豚丼，釧路ではサンマ，それぞれの地域の名産品をたくさんいただけて大満足でした．
毎回，二日酔いでの出場となってしまっただけではなく，酔っ払ってマイクロバスから飛び降りて打撲し
てしまったりと，
何かとお酒に魔力にやられてしまいましたが，とても良い思い出を作ることができました．
今年の秋は夏に負けないくらい良い思い出を作りたいです．
さぁ，ついに秋季大会が近付いてきました！！
肌寒い秋ではありますが，皆様で盛り上げて熱い大会にしましょう！！
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