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お知らせ
平成26年度学会表彰者が決定しました．北海道からは3名の先生方が受賞されています．
http://www.jsrt.or.jp/data/news/17612/

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/

道内の研究会，勉強会
第6回 旭川ACS研究会
[日時] 平成27年1月9日(金) 18:45-20:15
[場所] 旭川グランドホテル 北海道旭川市６条通９
〒070-0036 TEL 0166-24-2111
[問い合せ] 武田薬品工業株式会社 市村 TEL 0166-24-2201

[プログラム]
「たこつぼ型心筋症の回復過程に心尖部は肥大するか?」
市立旭川病院循環器内科医長 浅野目　晃

「急性心筋梗塞におけるbeyond reperfusion therapy-血糖管理の重要性-」



兵庫医大内科学冠疾患科主任教授 石原　正治

第14回 網走放射線画像勉強会
[日時] 平成27年1月23日（金）19:00-
[場所] 網走セントラルホテル2F瑞雲第2会場
〒093-0012 網走市南2条西3丁目 TEL 0152-44-5151
[主催] オホーツク放射線技師会

[プログラム]
19:00-19:10 製品紹介
「非イオン性尿路・血管造影剤　オイパロミン、イオパーク」　富士製薬工業株式会社
19:10 特別講演
座長 JA北海道厚生連 網走厚生病院 医療技術部 放射線技術科 主任 二俣 芳浩 先生
演題 「肝胆膵領域の画像診断:治療に関連して」
北海道大学病院 放射線科 特任助教 宮本 憲幸 先生

第36回 函館磁気共鳴技術談話会
[日時] 平成27年1月27日（火）18:30-20:00
[場所] 函館市医師会病院 講堂
〒041-0811 函館市富岡2-10-10 TEL 0138-43-6000
[問い合せ] 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
[共催] 函館磁気共鳴技術懇話会，第一三共株式会社，株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
[後援] 函館放射線技師会
[備考] 日本磁気共鳴技術者認定機構認定研究会

[プログラム]
18:30-18:45 情報提供 第一三共株式会社
18:45-20:00 講演
司会 市立函館病院 中央放射線部 真壁 武司
「乳腺MRIについて」函館市医師会病院 放射線科 北林 幸次 先生
「RSNA2014 Report -Your world is a new world -」
フィリップスエレクトロニクスジャパン MRモダリティスペシャリスト 井上 泰吉 先生

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
[日時] 平成27年1月31日(土) 10:00-16:50
[場所] 札幌市産業振興センター 産業振興棟2階 セミナールーム A
〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1 TEL 011-820-3033
[参加資格] 医用画像情報の管理/構築/運営に係る方・提供するベンダーの方(認定資格等は不問) 
[参加人数] 80名 
[申し込み] HPの登録フォームより事前参加登録をお願いします．定員80名で締め切ります．
http://www.jmiis.org/modules/pressnews/?p=211
[参加費] 5,000円 (冊子2,000円を含む) 学生2,000円(冊子代) 当日会場受付にて集金致します．
[問い合せ] 日本医用画像情報専門技師会(JMIIS) 
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-15 Email jmiis-office@umin.net
[主催] 日本医用画像情報専門技師会主催
[後援] 日本医用画像情報専門技師共同認定育成機構・日本医療情報学会北海道支部
[備考] 医用画像情報専門技師ポイント6ポイント，医療情報技師ポイント3ポイント

[プログラム]
10:00-10:20
1.「日本医用画像情報専門技師会について」~医用画像情報専門技師の役割~
日本医用画像情報専門技師会 副会長 神宮司 公二



10:20-11:20
2.「可搬型媒体に学ぶDICOMとPACSとガイドライン」~管理すべき画像データの現実~
日本医用画像情報専門技師会 副会長 高峰 景敏
11:20-12:00
3.「医療機関のネットワーク構築について」~ポイントと障害対策~
シスコシステムズ合同会社 公共・医療担当シニア・ソリューション・アーキテクト 兼務 ビジネス・デベ
ロップメント・マネジャー 岩丸 宏明
12:00-13:00 休憩
13:00-13:40
4.「DICOM規格の運用について」~もっと知らなければならない今後の活用~ 
放射線医学総合研究所 医療情報室長 奥田 保男
13:40-14:20
5.「医用画像情報領域のシステム構築における標準化とは」~その目的と役割~
東北大学病院 診療技術部 放射線部門 メディカルITセンター 坂本 博
14:20-15:10 
6.「医療機関のシステム管理者が考える医用画像領域のシステムとは」~その現実と期待~
北海道大学病院 医療情報企画部 副部長 伊藤 豊
15:20-16:00
7.「医用画像情報システムのセキュリティを考える」~医用画像情報を取り扱う者が知っておくべきセキ
ュリティの知識~
旭川医科大学病院 経営企画部 講師兼副部長 谷川 琢海
16:00-16:50
8.「医用画像の保存と管理について」~放射線画像の運用と管理とは~
日本医用画像情報専門技師会 監事 北海道大学大学院 医学系研究科 核医学分野 病態情報学講座 核医学分
野 准教授 志賀 哲

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
今年最後の配信となりました毎月購読いただきありがとうございました．
メルマガ班を代表してお礼申し上げます．

今年最後の編集後記は、本1年を振り返り，Tにとって一番印象的であった「シャケ」のお話をしたいと
思います．

皆さんまだ印象的であったかと思われますが，秋の第42回秋季学術大会のポスターがシャケでした．
確か余興も，等身大パネルもシャケでしたね．余興班の緑のTシャツもシャケでした．

このシャケの話になるとTは一晩飲み明かせるぐらい思い出があります．

プロジェクトがスタートしたのが1年前（構想はなんと2年前！！）…

学会のポスターがシャケになってから，余興班であったTは，余興のネタを考え始めました．某総務委員
長にシャケを入れてはどうかとアドバイスを頂き，プランを練り始めました．最初は，シャケのぬいぐる
みを探しました．

が、以外とイメージしているものが無いんです．（そもそもシャケのぬいぐるみ自体この世にあまり無
い）

ぬいぐるみが駄目なら，作ってしまおうか!!
次に食品サンプルのメーカーにシャケの模型の作製の見積もりを頼みました．
帰ってきた金額は○十万円…Tは再び途方に暮れました．

そして考えに考えてTは最後の手段に出ることにしました．
そう，シャケを1本買ってしまおう．そして「CTを撮ってしまえ!!」という少し危険な発想に行き着いた
のでした．

早速Tは，実際のシャケを視察に中央卸売市場へ出かけました．
市場のお兄さんに「とにかく大きなシャケを下さい」とオーダーし，手配してもらいました．
翌日，市場で目にしたのは4Kgほどの大きなシャケ!!

とりあえず，切ったりはできないので，大きな発泡スチロールに入れて自宅に帰宅しました．
この時Tは，今年買ったばかりの車の車内が生臭くなるリスクを抱えていました．
自宅に帰り，まだその当時暑かったので，氷を買い足してシャケの面倒をみました（冷蔵庫に保管できな
い大きさのため）．

そしてようやく撮影の夜．日曜深夜，札幌市内某病院．
Tは生まれて初めてシャケのCT画像を見ました．撮影に協力してくれたメンバーも大興奮です．
その後，シャケの撮影風景を動画で記録して，再びTはシャケを持って帰宅しました．

翌日早朝，Tは再び市場へ向かいました．
何のためかというと，シャケを切り身にしてもらうためです．
あまりに大きなシャケですので自宅で解体できないんです．

ごっそり袋に入れてもらった切り身を持ち帰り，後日協力してくれたメンバーに配りました．
確かT家はちゃんちゃん焼きにして頂きました．（肉厚で美味しかった!!）

そして余興も無事終了し，大会も大成功に終わりました．
あの時の思い出のシャケはみんな食べてしまいましたが，CT画像は残っています（何か不思議な感覚で
す）．
また，Tは今でもスーパーでシャケを見るとシャケのために奔走していた時のことを思い出します．

シャケに振り回されとても大変でしたが…貴重な体験ができた一年でした．



さて，ここまでTの１年を振り返りましたが，みなさまはどんな一年でしたでしょうか?
また，来年はどんな1年になるのでしょうか．
班員一同みなさまのご健康とご多幸をお祈りしております．

それでは，来年もメルマガ班をどうぞよろしくお願い致します．
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