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お知らせ
専門分科会および地方部会の名称変更について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/17510/

専門部会誌の電子化に伴う冊子体での配布中止と専門部会費の変更について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/17501/

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/

ドイツ・イノベーション・アワード「ゴットフリー ド・ワグネル賞2015」募集
http://www.jsrt.or.jp/data/news/17386/

平成26年度「医用画像情報の管理・運用における実務者向けセミナー」のお知らせ
http://www.jsrt.or.jp/data/news/17408/

道内の研究会，勉強会
第108回 旭川臨床画像・IVR研究会
[日時] 2014年12月3日(水)18:30-
[場所] 旭川赤十字病院 2階講堂 〒070-8530 旭川市曙1条1丁目1番1号
[参加費] 500円
[当番幹事] 旭川赤十字病院 消化器科 長谷部 千登美
[事務局] 市立旭川病院 放射線科 TEL:0166-24-3181 FAX:0166-24-1125
[共催] 旭川臨床画像・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 1単位，日本IVR学会専門医 更新単位 2単位，血管撮影・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]



・一般演題 (他 数題を予定)
演題 1
「脈管貫通所見を呈した後腹膜MFHの1例」
旭川厚生病院 卒後臨床研修医 中川 智絵
演題 2
「急性胆嚢炎が原因と考えられた門脈血栓の1例」
旭川厚生病院 卒後臨床研修医 吉田 亮太
演題 3
「(仮)シミングアーチファクト？」
旭川厚生病院 放射線技術科 安田 浩司
演題 4
「DEB-TACEの初期経験」
旭川赤十字病院 放射線科 高田 陽子
・教育講演
「当院におけるPEG/PTEGの現況 -より安全な造設のために」
国立病院機構旭川医療センター 総合内科 横浜 吏郎 先生

第15回 北海道IVR談話会
[日時] 2014年12月6日(金)13:50-17:20
[場所] ホテルさっぽろ芸文館(旧 北海道厚生年金会館) 3階 瑞雪の間
〒060-0001 札幌市中央区北1条西12丁目 TEL:011-231-9551
[参加費] 1,000円
[共催] 北海道IVR談話会，テルモ株式会社 テルモ・クリニカルサプライ株式会社
[当番施設] 北海道大学病院：作原 祐介，上田 俊一，松橋 正子 
札幌市北区北14条西5丁目　TEL:011-716-1161

[プログラム]
13:50-14:00 情報提供
「CV-Port DEWXについて，マグネスコープ追加剤形案内を含む」
テルモ・クリニカルサプライ株式会社
14:00-14:40 基礎講座
司会：北海道大学病院 放射線診断科 阿保 大介
　　　北海道大学病院 放射線部 上田 俊一
「血管造影検査におけるコーンビームCTとIVR-CTの被ばく線量に関する比較･検討」
北海道大学病院 放射線部 川角 恵里奈
「動脈塞栓術後CTを想定した金属アーチファクト低減機能についての検討」
北海道大学病院 放射線部 坂本 悠輔
14:40-14:50 休憩
14:40-16:20 ディスカッション
司会：北海道大学病院 放射線診断科 作原 祐介
　　　北海道大学病院 放射線部 上田 俊一
　　　北海道大学病院 看護部 松橋 正子
テーマ：「情報共有」-みんなで考えよう！患者情報，治療戦略の共有について“あなたの病院，どうして
いますか？”-
16:20-16:30 休憩
16:30-17:20 特別講演
座長：北海道大学病院 放射線診断科 作原 祐介
「晩発性放射線障害の予防を目的とした透視に映らないX線線量計の開発」
-医療被曝について，基本から最先端の情報まで，判り易く解説します！乞うご期待！-
北海道大学医学研究科 医学物理工学分野 教授 石川 正純 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)
〒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
[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
[備考] 日本救急撮影技師認定機構の認定ポイント(2ポイント)が取得可能です.

[プログラム]
18:30-18:40 製品紹介 
第一三共株式会社
18:40-18:55 技師によるワンポイント
「血液を黒くする技術とパラメータについて」
北海道大学病院 診療支援部 放射線部 石坂 欣也 先生
18:55-19:45 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
「子宮内膜症」
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:北海道大学病院　放射線診断科　助教　藤間　憲幸 先生
「体幹部，末梢領域の血管イメージング：基本から最新技術まで」
東北大学病院 放射線診断科 助教 大田 英揮 先生

RSNA 2014 Flash Seminar
[日時] 2014年12月13日(土)14:00-18:00(開場13:30)
[場所] ACU アスティ45-16F(札幌駅直結)
〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5丁目 TEL：011-205-6622
[主催] SIEMENS Healthcare Japan 
[連絡先] 担当営業または下記メールアドレスまでお願いします。
※定員になり次第締め切らせていただきますので､お早めのご連絡をお願いいたします。

E-mail: Contact.Medjapan.sjkk@siemens.com
[URL] http://www.healthcare.siemens.co.jp/news-and-events/conferences-events-new/rsna/

[プログラム]
14:00 開会ご挨拶
14:05 座長ご挨拶
14:10 RSNA クリニカル レポート
14:40 RSNA テクニカル レポート
14:55 質疑応答
15:00 休憩
15:15 Ultrasound レポート
15:30 X-ray Products レポート
15:45 Angiography & Interventional X-ray レポート
16:00 Imaging IT レポート(画像解析ソリューションsyngo.via / PACS)
16:15 休憩
16:30 Computed Tomography レポート
16:50 Molecular Imaging レポート (分子イメージング)
17:05 Magnetic Resonance レポート
17:25 質疑応答



17:40 座長総括
17:45 閉会ご挨拶
17:50 閉会

第5回 北海道心血管外科イメージング研究会 -僧帽弁を診る・画る-(素案)
[日時] 2015年1月31日(土)14:40-18:30
[場所] 札幌教育文化会館 ４F講堂
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西13丁目 TEL：011-271-5821

[プログラム]
情報提供 コニカミノルタヘルスケア担当者 14：40-15：00
1) 開会の挨拶 代表世話人 大場 淳一先生(旭川市立病院 副院長)
2) 臨床講座(1) 「僧帽弁形成と術前・術後の画像」(仮題) 15：00-16：00 
座長 森下 清文先生(函館市立病院 心臓血管外科科長)
演者 道井 洋吏先生(札幌ハートセンター副理事長)
3) 技術講座(1) 「アダムキュービッツ動脈の画像作成・撮影技術」(仮題) 16：00-17：00
座長 横山 博一先生(日本福祉看護・放射線学院)
演者 上山 悠太先生(岩手医大循環器センター)
-休憩-
4) 臨床講座(2) 「MICSの最新情報」(仮題) 17:10-18:10
座長 大場 淳一先生(旭川市立病院 副院長)
演者 紙谷 寛之先生(旭川医科大学病院 心臓外科教授)
5) 閉会の挨拶 コニカミノルタヘルスケア札幌支店 村上支店長

 

＊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

今月も最後まで見ていただきありがとうございます．
O広厚生病院のY岸です．

早いものでもう年末ですね．忙しくも友人や仕事の仲間との飲み会が多く，楽しい時期です．
そんな楽しい年末にNASAの公式サイトになんだか世紀末なニュースを見つけました．

それによると，きたる12月16日から22日まで地球をここ300年で最強の磁気嵐が襲い，この異常現象が続
く間、太陽光は9割遮られる．磁気嵐は太陽のAR2192黒点からのプラズマ放出によって引き起こされ
る．
この期間，地球全域でオーロラが見られる．空の色は猫の目のようにかわる．赤く、ピンクに、その他の
色に．一週間の間、全人類が、数世紀ぶりの長々しい夜を体験することになる．通信に異常が出る可能性
もある．

とのことでした．オーロラが見ることができるカモというのは非常に魅力的ですが太陽光が９割遮られる
って．．．なにそれ映画？ヤバイ予感がするんですけど．カーナビも使えないようです．磁気によるモダ
リティへの影響は大丈夫なのかな？など１人そわそわ．
妻に地球が滅亡するかもしれないからBMWを買っていいか聞いたところあっさり却下されました．あ
あ，心残り！



さて，不安をぶちまけてすっきりしたところで，シリーズ「燃費向上のためのファインチューニング」の
時間です．
世にはびこる怪しい燃費向上グッズを使ってその感想をかってに発表するこのコーナーですがいよいよネ
タが尽きてきて，このあたりから怪しさはぐっと増してきます．

今回ご紹介するのは日本エミールのEBI○という商品です．
自動車は走ったり加速するために電気や空気を使います．これらは静電気などの抵抗により流れが悪くな
るらしく，見た目はアルミテープそのもののEBI○を電気や空気，排気ガスの通り道に適当な大きさに切
って貼るだけで燃費やトルクアップ，他にもいろいろないいことがあるという．．．まさにオカルト！た
またま安売りしていたものを購入し，エアクリーナーボックスとインマニ、マフラーのタイコ前後，ヒュ
ーズボックスや目に付いた電装系のコードに貼りまくりました．

結果は今までで一番体感できました．特に低回転域でのトルクアップが著しく，今までは減速していくと
2000回転あたりでシフトダウンしてしまい，アクセルを放して惰性で走っているとどんどん減速してし
まっていましたが，貼りつけ後は6速のまま1300回転あたりを保ったまま滑るように走り続けるようにな
りました．低回転で走れるため多少燃費も向上し，なにより発進や加速がスムーズになり大満足です．職
場のみんなにも教えましたが怪しさゆえ誰も買ってくれませんでした．

長々とお付き合いいただきありがとうございました．
冒頭の磁気嵐も，本当に起こるとしたらなかなか経験できない天体ショーだと思って楽しみに待ちたいと
思います．皆さんも体に気をつけて楽しい年末をお過ごしください．

 

発行日 2014年11月28日

発行元 日本放射線技術学会北海道部会
総務委員会メールマガジン編集班 


