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お知らせ
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/

学会本部のイベント
平成27年度 国際研究集会派遣会員（前期）の募集について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/16460/
募集期間：平成26年9月19日（金） ～ 平成27年1月5日（月）

 

平成27年度 国外の大学等への短期留学生の募集について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/16456/
募集期間：平成26年9月19日（金） ～ 平成26年12月5日（金）

 

大塚昭義英語論文助成金について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/3897/
Radiological Physics and Technologyの投稿前に実施する英文推敲費用の一部助成を受けられます．

道内の研究会，勉強会
 

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

[日時] 2014年10月31日(金)18:30-20:50
[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]
テーマ：『ありのままの整形(すがた)見せるのよ♪ 
- 撮影なんかもう怖くないわ -』
18:30-19:00 情報提供
『ヨード, Gd造影剤に関する新しい話題』 エーザイ・ジャパン
19:00-19:50 講演1
座長：北海道大学病院 診療支援部 杉森 博行 先生
『整形領域の画像診断の考え方とテクニック - 脊椎・脊髄編 -』
札幌医科大学附属病院 放射線部 高島 弘幸 先生
20:00-20:50 講演2
座長：札幌医科大学附属病院 放射線部 小倉 圭史 先生
『手外科専門病院におけるCT検査』
一般財団法人 新潟手の外科研究所 新潟手の外科研究所病院 放射線科 風間 清子 先生

 

 

第27回 北海道心臓核医学フォーラム

[日時] 2014年11月1日(土) 15:30-18:00
[場所] アートホテルズ札幌 2階 ポプラ
札幌市中央区南9条西2丁目2-10 TEL:011-512-3456
[参加費] 500円
[共催] 北海道心臓核医学フォーラム，富士フイルムRIファーマ株式会社



[連絡先] 富士フイルムRIファーマ株式会社 札幌支店
札幌市中央区大通西6丁目1番 富士フイルム札幌ビル 7階 TEL:011-241-9311 FAX:011-241-9314
[備考] 当研究会は以下の学会の承認を得て開催いたします.
日本核医学会認定医資格更新学術集会(3単位)
放射線科専門医更新学術集会(2単位)
核医学専門技術者認定(1単位)

[プログラム]
・開会挨拶
15:30-15:45話題提供 
「心筋血流解析ソフト cardioREPOのご紹介」
15:45-16:45 富士フイルムRIファーマ株式会社
特別講演1 
司会:札幌医科大学医学部 放射線診断学 教授 畠中 正光 先生
「半導体検出器D-SPECTがもたらすこれからの心臓核医学」
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 循環器内科 部長 井口 信雄 先生

17:00-18:00 特別講演2
司会:札幌医科大学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 教授 三浦 哲嗣 先生
「梗塞後リモデリングにおける心臓核医学検査の活用」
福島県立医科大学 医学部 循環器・血液内科 教授 竹石 恭知 先生
・閉会挨拶

 

 

第34回 道南神経放射線セミナー

[日時] 2014年11月5日(水)18:45-
[場所] 函館国際ホテル 2階
函館市大手町5-10 TEL:0138-23-5151
[会費] 500円
[共催] 道南神経放射線セミナー，大塚製薬株式会社
[後援] 函館放射線技師会, 道南脳神経外科懇話会
[連絡先] 事務局]市立函館病院 中央放射線部 真壁 武司
〒041-0821 函館市港町1丁目10番1 TEL:0138-43-2000 内線:3145

[プログラム]
18:45-19:00情報提供 
「イーケプラの使用成績調査からわかった使用実態」
大塚製薬株式会社 医薬情報担当 上洌 崇裕
19:00-19:30講演1
座長:函館脳神経外科病院 放射線科 岩本 勝一 先生
「当院における手術支援画像について」
函館脳神経外科病院 放射線科 堀 雅敬 先生
19:30-講演2
座長:市立函館病院 脳神経外科 副院長 丹羽 潤 先生
脳神経外科基本的術式の紹介 - 手術に役立つ画像は -」
函館脳神経外科病院 脳神経外科 脳卒中センター長 山崎 貴明 先生

 

 



第7回 胆振日高放射線治療研究会

[日時] 2014年11月7日(金)18:30-
[場所] グランドホテルニュー王子
苫小牧市寿町4-3-1 
[参加費] 500円
[共催] 胆振日高放射線治療研究会, バイエル薬品株式会社
[講演] 室蘭放射線技師会

[プログラム]
・一般演題 
3題予定
・特別講演 
「粒子線治療の現状」
名古屋市立西部医療センター 名古屋陽子線治療センター長 溝江 純悦 先生

 

 

北海道放射線技師会・札幌放射線技師会 市民公開講座
[日時] 2014年11月8日(土)14:00-15:30 (開場13:00)
[場所] 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
[主催] 一般社団法人北海道放射線技師会，一般社団法人札幌放射線技師会
[後援] 北海道, 札幌市, 北海道医師会, 札幌市医師会, 北海道看護協会, 札幌薬剤師会, 
北海道作業療法士会, 北海道理学療法士会, 北海道歯科技工士会, 北海道臨床衛生検査技師会,
日本診療放射線技師会
[問合せ先]一般社団法人北海道放射線技師会 事務局 
TEL:011-643-2713(10:00-16:00) E-mail:hart@hok-art.or.jp

[プログラム]
テーマ:認知症を知ろう
講演「治療可能な認知症を中心に」
講師:医療法人 札幌山の上病院 院長 千葉 進 先生
第14回 北海道腹部造影エコー・ドプラ診断研究会
[日時] 2014年11月8日(土)14:30-
[場所] 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:011-221-4627
札幌市中央区大通西8丁目1-8 TEL:011-221-4627 FAX:
[特別講演]
「造影超音波 - 過去, 現在, 未来-」
八尾徳洲会総合病院 副院長 肝臓センター長 松田 康雄 先生

 

 

Emergency Imaging Conference

[日時] 2014年11月8日(土)15:00-18:00
[場所] 富士フイルム札幌ビル 3階 309会議室
〒060-0042 札幌市中央区大通6丁目1 TEL:011-241-9311
[主催] 富士フイルムRIファーマ株式会社



[連絡先] 011-241-9311 担当:青山
[備考] 日本X線CT専門技師認定機構(3単位)
日本救急撮影技師認定機構(2単位)

[プログラム]
15:00-15:10 話題提供
「イオプロミド注「FRI」のご紹介」 
富士フイルムRIファーマ株式会社
15:10-15:25 トピックス
「救急撮影認定技師と救急放射線技術メーリングリストについて」 
札幌医科大学附属病院 放射線部 鈴木淳平 先生
15:25-16:05 一般講演 
座長:札幌医科大学附属病院 放射線部 小倉 圭史 先生
「救急におけるX線検査 -一般撮影, CTを中心に-」　
公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 放射線2科 舩山 和光 先生
16:05-16:45 一般講演 
座長:札幌医科大学附属病院 放射線部 三角 昌吾 先生
「救急撮影技師として必要なスキル」 
名古屋第二赤十字病院 放射線科 大保 勇 先生
17:00-18:00 特別講演 
座長:札幌医科大学附属病院 放射線部 平野 透 先生
「救急救命センターにおける画像診断と蘇生後脳症の急性期診断」 
市立札幌病院 救命救急センター医長 鹿野 恒 先生

 

 

第9回 北海道心臓CT技術セミナー

[日時] 2014年11月12日(水)19:00-
[場所] 札幌国際ビル 8階 国際ホール
札幌市中央区北4条西4丁目1番地
[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
[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 
[備考] 日本X線CT専門技師認定機構(1単位)

[プログラム]
19:00 開会挨拶
19:05-20:00 症例報告
座長:札幌医科大学附属病院 小倉 圭史 先生
1.「心臓CT - Hokko Style -」 
北光記念病院 近藤 優一 先生
2.「息止め困難症例の対応」
札幌心臓血管クリニック 工藤 環 先生
20:00-20:45 教育講演 
座長:北海道大学病院 笹木 工 先生
「心電図について」　
札幌心臓血管クリニック 佐々木 康二 先生
20:45 閉会挨拶

 

 



平成26年度 第2回 室蘭放射線技師会勉強会

[日時] 2014年11月14日(金)18:30-
[場所] 製鉄記念室蘭病院 老健「憩」講堂
室蘭市知利別町1-45 TEL:0143-44-4650
[学術担当] 中田(日鋼記念病院), 花田(市立室蘭総合病院), 合田(製鉄記念室蘭病院)

[プログラム]
・一般演題 18:40-19:10
座長:製鉄記念室蘭病院 鈴木 綾子
1. 当院で導入したMMG装置と使用経験」
市立室蘭総合病院 寺田 亜沙子
2. 「CT検査でのFOV(Field Of View)変更による乳腺病変の拾い上げについて」
製鉄記念室蘭病院 大川 裕貴
3. 「当院におけるマンモグラフィの読影状況」
日鋼記念病院 加藤 由紀子
・特別講演 19:10-20:10
座長:日鋼記念病院 加藤 由紀子
「ディジタルマンモグラフィの運用と品質管理 - ソフトコピー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 黒蕨 邦夫 先生

 

 

第18回 札幌Heart Imaging Club(SHIC)

[日時] 2014年11月28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] 
「冠動脈CTの現状と今後」
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31日(金)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

 

第77回 北海道MRI画像研究会

[日時] 2014年12月12日(金)18:30-21:00
[場所] 第一三共株式会社 札幌支店 3階会議室 (東京ドームホテル札幌横)
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
[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
[URL] http://web.sapmed.ac.jp/radiolb/mriken/next.html

[プログラム]
18:30-18:45 製品紹介 
第一三共株式会社
18:45-19:00技師によるワンポイント
「未定」
北海道大学病院 診療支援部 放射線部 石坂 欣也 先生
19:00-19:45 講演 
座長:札幌医科大学附属病院 放射線部 高島 弘幸 先生
「安全なMRI検査を考える」
大阪大学医学部附属病院 医療技術部長 土井 司 先生
19:45-20:00 医師によるワンポイント
「未定」
札幌医科大学 医学部 放射線診断学 河合 有里子 先生
20:00-21:00 特別講演 
座長:未定
「未定」
東北大学病院 放射線診断科 助教 大田 英揮 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
 

いつもメルマガをご購読していただきありがとうございます．

釧路赤十字BのYです．

 

第42回秋季学術大会 JSRT in SAPPORO は大盛況のうちに幕を下ろしました.

私は今回, 全国, 部会含め, 初めて技術学会という場で, 口述発表の機会をいただきましたが

 大会のレベルの高さに圧倒され, 準備のみならず, 知識, 技術の不足を痛感し,

 悔し涙で枕を濡らす日々が続きました.

 しかし, 学ぶ事の方が多く, 非常に有意義で貴重な経験ができました.

小笠原大会長をはじめ, 実行委員の皆様, 関係各位の皆様, 参加された皆様, 本当にありがとうございまし
た.

 

ところで, 2015年3月29日に「白糠IC」が開通となり, その年度中には「阿寒IC」も開通となります.

 私は釧路市に住んでおりますが, 私も妻も実家は札幌近郊のため

出張も含めると月2回くらいの頻度で札幌に行きます.

現在道東道は浦幌ICまで接続されており, 浦幌ICから新川ICまで高速道路をフルに利用しても,

釧路の自宅から札幌中心部までは私の全力の運転でだいたい4時間30分くらいかかり,

 たいてい道の駅やレストランで休憩したりするので5時間ちょうどくらいでしょうか.

これが阿寒ICまで開通し, ゆくゆくは釧路ICが開通すれば楽々4時間もかからなくなりそうです.

 

釧路の御年輩の方とこういう話をすると,

「高速道路なんかなくたって, 昔のオレなら3時間と15分もあれば札幌まで行けるよ」

といった自慢話がよく出てきます.

にわかには信じられませんが, この自慢話をする方は

 本当にたくさんいらっしゃるので多分本当の事なんだと思います. 

とにかく, 総移動時間の短縮は歓迎ですが, 道の駅やレストランに寄り道をする機会が激減します.

私は寄り道が好きですが, 皆様はいかがでしょうか?



 

今のところ道東道には輪厚のようなパーキングエリアも砂川のようなサービスエリアもコンビニすらもあ
りません.

 (余談ですが, パーキングエリアとサービスエリアの違いには明確な基準がないそうです)

 占冠PAには, 夏は小さな売店がありますが冬はシャッターで固く閉ざされています.

道東は夏が短いので, 基本的には道東道に入った瞬間しばらく絶食確定です.

 

 

九州の高速道路では279kmガソリンスタンドがないと話題になっておりましたが

 道東道では300km食べ物がないと話題になって是非ともSAの充実を図ってほしいものです.

最近全国各地の北海道フェアでは釧路のご当地グルメ「さんまんま」が大人気の模様です.

皆様, 来年度以降は釧路が近くなります.

「さんまんまでも買いに釧路に行こうか」と思い立ったら

どうかたくさんのお金を使っていただき, 釧路の活性化にご助力いただければと思います.
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