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お知らせ
Radiological Physics and Technology　Volume 8, Number 1, January 2015の論文目次が決まりまし
た！！  北海道から3名の先生方の論文が掲載される予定です．
詳細はこちら
http://www.jsrt.or.jp/mokuji_rpt.pdf

Bilateral breast MRI by use of dual-source parallel radiofrequency excitation and image-based shimming
at 3 Tesla:
improvement in homogeneity on fat-suppression imaging
Kinya Ishizaka, et al

Comparison of magnetic resonance imaging sequences for depicting the subthalamic nucleus for deep
brain stimulation
Hiroshi Nagahama, et al

Power Doppler signal calibration between ultrasound machines by use of a capillary-flow phantom for
pannus vascularity in rheumatoid finger joints: a basic study
Ryosuke Sakano, et al

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を助成します．

第71回日本放射線技術学会総会学術大会プログラム概要
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/soukai71/?p=723

第71回日本放射線技術学会総会学術大会の案内
http://www.jsrt.or.jp/data/news/18143/

専門部会に関するお知らせ
http://www.jsrt.or.jp/data/news/17516/

諸規約・諸規定 一部改訂のお知らせ
http://www.jsrt.or.jp/data/news/18175/



日本放射線技術学会雑誌に関するお知らせ
http://www.jsrt.or.jp/data/news/18067/

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/

道内の研究会，勉強会
SPITS -Sapporo Imaging Technology Study seminar- (札幌画像処理勉強会)
[日時] 2015年1月29日(木) 19:00-20:30
[場所] 富士フイルム札幌ビル 3階 309A会議室
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目1番地
[主催] 富士フイルムRIファーマ株式会社
[問い合わせ] 富士フイルムRIファーマ株式会社 札幌支店 011(241)9311

[プログラム]
19:00-19:15 話題提供
「脳血流統計解析ソフトeZISのご紹介」
富士フイルムRIファーマ株式会社 札幌支店
19:15-20:30
「脳血流SPECTの認知症診断への応用と注意点」
富士フイルムRIファーマ株式会社 カスタマーサポート部 寺岡 悟見

第31回 札幌核医学技術研究会
[日時] 2015年1月30日(金) 19:00-
[場所] 富士フイルム札幌ビル 3階 会議室
〒060-0042 札幌市中央区大通西6丁目1番地
[会費] 初参加の方は,年会費1,000円
[代表世話人] 札幌麻生脳神経外科病院 小倉 利幸
[共催] 札幌核医学技術研究会,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)

[プログラム]
19:00- メーカー話題提供
座長 札幌秀友会病院 阪井 純 先生
「診断支援ソフトウェアの法規制への対応と新規事業について」
富士フイルムRIファーマ株式会社 寺岡 悟見
19:30- 会員報告
「当センターにおける小児腎臓核医学検査について」
北海道立子ども総合医療・療育センター 放射線科 菊池　雅人 先生
「心臓用半導体SPECT装置(D-SPECT)の基礎的検討-ファントムを用いた欠損描出能について-」
北海道科学大学 保健医療学部 診断放射線学科 菊池 明泰 先生
20:00- 教育講演
「腎臓核医学検査について」
市立札幌病院 放射線診断科 宮崎 知保子 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-
[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

第11回 北海道乳腺外科セミナー
[日時] 2015年2月4日(水) 18:30-21:00
[場所] 札幌プリンスホテル 別館パミール 6階「美瑛」
〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西11丁目
[主催] 大鵬薬品工業株式会社

[プログラム]
18:30-18:35 開会の辞
第11回北海道乳腺外科セミナー 当番世話人
北海道大学病院 乳腺外科 教授 山下 啓子 先生
18:35-20:10 パネルディスカッション
「テーマ：手術前後の化学療法」
司会
東札幌病院 ブレストケアセンター 副院長 大村 東生 先生
北海道がんセンター 統括診療部長 高橋 將人 先生
ディスカッサント
旭川医科大学 乳腺疾患センター センター長 北田 正博 先生
札幌医科大学 消化器・総合,乳腺・内分泌外科学講座 講師 九冨 五郎 先生
札幌ことに乳腺クリニック 副院長 増岡 秀次 先生
札幌乳腺外科クリニック 副院長 渡部 芳樹 先生
市立札幌病院 外科・乳腺外科 副部長 大川 由美 先生
北海道がんセンター 乳腺外科 医長 渡邊 健一 先生
北海道大学病院 乳腺外科 講師 細田 充主 先生
20:10-20:55 特別講演
座長 北海道大学病院 乳腺外科 教授 山下 啓子 先生
「乳癌術前・術後の治療戦略について —化学療法を中心に-」
演者 大阪府立成人病センター 乳腺・内分泌外科 副部長 中山 貴寛 先生
20:55-21:00 閉会の辞
札幌医科大学 消化器・総合,乳腺・内分泌外科学講座 教授 平田 公一 先生

平成26年度 札幌放射線技師会 会員勉強会
救急領域における読影セミナー
[日時] 2015年2月5日(木) 19:00-
[場所] 札幌医科大学記念ホール
〒060-0061 札幌市中央区南1条西18丁目
[参加費] 無料
[問い合わせ] 札幌医科大学附属病院 放射線部 大元 秀近
TEL:011-611-2111
E-mail:ohmoto@aurora.ocn.ne.jp
[備考] 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]
「救急領域でおさえておきたい画像診断point」
講師 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 医療技術部 放射線技術科 栗田 浩二 先生

第47回 ライラックカンファレンス
[日時] 2015年2月6日(金) 18:30-20:15
[場所] KKRホテル札幌 5階「丹頂」
〒060-0004 札幌市中央区北４条西５丁目　TEL 011-231-6711
[事務局] 北海道大学大学院医学研究科核医学分野 011-706-5152
[共催] ライラックカンファレンス,日本メジフィジックス株式会社
[備考] 日本核医学学会(3単位),日本医学放射線学会(2単位),日本核医学専門技師認定機構(3単位)

[プログラム]
18:30-19:15 話題提供
座長 旭川医科大学病院 放射線部 佐藤 順一 先生
「改正薬事法と医療用ソフトウェアの動向について」
日本メジフィジックス株式会社 柳沢 正道
「DaTスキャンイメージングにおける画像再構成の基礎的検討」
新さっぽろ脳神経外科病院 放射線科 藤部 敏哉 先生
19:15-20:15 特別講演
座長 旭川医科大学医学部 放射線医学講座 教授 高橋 康二 先生
「核医学の手法を胸部CTに応用する(XeCT)」
埼玉医科大学総合医療センター 画像診断科・核医学科 教授 本田 憲業 先生

第40回 北海道ヘリカルCT研究会
[日時] 2015年2月7日(土) 14:00-18:00
[場所] 札幌コンベンションセンター 「中ホール」
〒003-0006 札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1
TEL:011-817-1010
[会費] 500円
[代表世話人] JCHO 北海道病院 放射線部 山口 隆義
[共催] 北海道ヘリカルCT研究会,第一三共株式会社
[備考] 日本救急撮影技師認定機構(2ポイント),肺がんCT検診認定機構(5単位),日本X線CT専門技師認定機構
(3単位)

[プログラム]
14:00-14:15 製品紹介
「”造影剤と自動注入器” -その歴史と最新の話題—」
根本杏林堂,第一三共株式会社
14:20-16:35 第40回記念 スペシャルレクチャー
第1部 座長 北海道大学病院 診療支援部 笹木 工,山口 仰
「MELT japanはもう古い」
札幌麻生脳神経外科病院 放射線科 小寺 秀一
「Computational Fluid Dynamics(CFD)の脳動脈瘤への応用」
札幌医科大学附属病院 放射線部 平野 透
「耳と鼻のCT撮影ポイント」
耳鼻咽喉科麻生病院 診療支援部 宮下 宗治
「サブトラクション冠動脈CTA」
JCHO 北海道病院 放射線部 山口 隆義
15:20-15:35 休憩
第2部 座長 JCHO 北海道病院 放射線部 山口 隆義 札幌厚生病院 医療技術部 放射線技術科 津元 崇弘
「肝術前シュミレーション」
札幌医科大学附属病院 放射線部 原田 耕平



「副腎疾患におけるCTの役割」
勤医協中央病院 第2放射線部 舩山 和光
「胎児CTってなに？」
北海道大学病院 診療支援部 笹木 工 
「ダビンチ手術支援画像を作ってみた(WIP)」
市立旭川病院 中央放射線科 大野 肇
16:35-17:00 コーヒーブレイク
17:00-18:00 特別講演
座長 耳鼻咽喉科麻生病院 診療支援部 宮下 宗治
「最近の非線形的画質特性のCT画像について」
東北大学 名誉教授 森 一生

北海道医療情報技師会 第6回勉強会
[日時] 2015年2月7日(土) 9:30-13:00(受付開始 9:00)
[場所] 北海道大学医学部臨床講義棟・臨床大講堂
〒060-8638 札幌市北区北15条西7丁目
[会費] 1,000円(学生 無料)
[問い合わせ] 北海道医療情報技師会事務局
E-mail:hokkaido.hit@gmail.com
[主催] 北海道医療情報技師会
[後援] 日本医療情報学会北海道支部
[事前登録] 不要
[備考] 医療情報技師更新ポイント 3ポイント(申請中)
医療情報技師の有資格者の方は,「医療情報技師認定証」を忘れずにお持ちください

[プログラム]
1部 会員交流企画 -施設紹介および医療情報技師に関する活動紹介
「自院DWH構築によるデータ活用事例(仮)」
済生会小樽病院 大田 隆宏
「医事システムの更新についての事例報告(仮)」
JA北海道厚生連 札幌厚生病院 河口 貢
「ベンダーと病院の立場を経験した医療情報技師が考える事(仮)」
医療法人仁友会 北彩都病院 池澤 良太
2部 講演会
「最近のサイバー攻撃情勢について」
北海道警察情報通信部
「医療情報システム監査の意義
-医療情報システム安全管理評価制度PREMISsによる外部監査から医療情報システム
監査人による相互内部監査の経験より-」 
市立池田病院 藤本 智浩 先生
午後からは,日本医療情報学会第10回北海道支部会講演会を開催致します.

第2回先端放射線医学セミナー
[日時] 2015年2月13日(金) 18:30-20:15
[場所] 旭川グランドホテル 2F 「白鳥の間」
〒070-0036 旭川市6条通9丁目
TEL:0166-24-2111
[共催] 旭川市医師会,旭川放射線技師会,第一三共株式会社

[プログラム]
18:30-1845 情報提供 「非イオン性造影剤 オムニパーク」
第一三共株式会社
オープニングリマークス 旭川医科大学 放射線医学講座 教授 髙橋 康二 先生



18:45-19:15 一般演題
座長 旭川医科大学 放射線医学講座 学内講師 八巻 利弘 先生
「Gemstone Spectral Imaging:GSIを支える技術とその応用」
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 CT営業部 平本 卓也 様
19:15-20:15 特別講演
座長 旭川医科大学 放射線医学講座 講師 佐々木 智章 先生
「Dual-energy CTを通じてみえた世界」
東京女子医科大学東医療センター 放射線科 講師 町田 治彦 先生

第63回 北海道血管造影 Interventional Radiology 研究会
[日時] 2015年2月14日(土) 13:00-17:50
[会場] 北海道大学 学術交流会館 1F 小講堂
〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目(北大正門を入り左側) 
TEL:011-706-2141
[当番幹事] 旭川厚生病院 放射線科 平松 一秀
〒078-8211 北海道旭川市1条通24丁目111
TEL:0166-33-7171
[代表幹事] 札幌東徳洲会病院 画像・IVRセンター 齋藤 博哉
[参加費] 1,000円
[共催] 北海道血管造影・IVR研究会, バイエル薬品株式会社
[備考] 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

[プログラム]
13:00-13:05 開会挨拶
旭川厚生病院 放射線科 平松 一秀
13:05-16:34 一般演題
13:05-13:29 Session 1
座長:札幌医科大学 消化器・総合,乳腺・内分泌外科 目黒 誠
1) 術前経皮経肝門脈塞栓術の残肝体積増加率と切除可能性:EOB MRIによる比較検討
北海道大学病院 放射線診断科 宮本 憲幸
2) 肝前区域切除術後に胆道狭窄を発症した2例
北海道大学病院 消化器外科Ⅰ 太田 拓児
3) 肝切除時の生食ジェット噴射を用いたliver hanging maneuverについて
-巨大肝腫瘍に対する有用性-
札幌医科大学 消化器・総合,乳腺・内分泌科 目黒 誠
13:29-14:01 Session 2
座長:北海道大学病院 放射線診断科 作原 祐介
4) HCCに対するDEB-TACEの初期経験-Lip-TACEとの比較
手稲渓仁会病院 放射線診断科 児玉 芳尚
5) DEB-TACEの手技に関する考察
手稲渓仁会病院 放射線診断科 櫻井 康雄
6) FPD搭載IVRシステム導入後のHCCに対する超選択的Lip-TACEの治療成績
北海道大学病院 放射線診断科 阿保 大介
7) 多発性肝嚢胞に対するエンボスフィアを用いたTAE-1年間の経過観察
北海道大学病院 放射線診断科 作原 祐介
14:01-14:41 Session 3
座長:札幌医科大学 放射線治療科 廣川 直樹
8) 多発肝動脈瘤を呈したSAMの１例
帯広厚生病院 放射線科 森田 亮
9) Amplatzer Vascular Plug4を用いた腹腔動脈瘤に対する塞栓術の経験
北海道大学病院 放射線診断科 木村 輔
10) ステントグラフト治療を行った脾動脈瘤の1例
市立旭川病院 放射線科 花輪 真



11) 腹部動脈瘤に対するコイル塞栓術の成績-3次元ならびにPGLAコイル・Fiberedコイルを用いた塞栓-
札幌医科大学 放射線治療科 奥田 洋輝
12) 下腹壁仮性動脈瘤に対し,NBCAを楔入下注入し塞栓した1例
北海道大学病院 放射線診断科 高橋 文也
14:41-15:21 Session 4
座長:苫小牧市立病院 放射線科 久保 公三
13) SAMが原因として疑われた出血に対し塞栓術が奏功した2例
札幌厚生病院 放射線科 豊川 揚也
14) 腎動静脈瘻に対する塞栓術の検討
札幌厚生病院 放射線科 安井 太一
15) 妊娠中に腫瘍内出血をきたし,TAEにて加療した腎血管筋脂肪腫の1例
市立釧路総合病院 泌尿器科 新藤 純理
16) 子宮頸癌に対する放射線治療後の膀胱内出血に対しTAEを施行した1例
北海道大学病院 放射線診断科 曽山 武士
17) シャント拡張時出血の止血に難渋した1例
札幌厚生病院 放射線科 坂井 亙
15:30-15:54 Session 5
座長:旭川医科大学 放射線科 八巻 利弘
18) 気管支動脈瘤蔓状血管腫破裂に対しTAEが著効した1例
帯広厚生病院 放射線科 森田 亮
19) 肺AVMに対してAmplatzer Vascular Plug type 2での塞栓が有効であった1例
帯広厚生病院 放射線科 森田 亮
20) 根釧地域における喀血治療の現状と経過を追えたBAE症例の検討
市立釧路総合病院 呼吸器内科 工藤 沙也香
15:54-16:34 Session 6
座長:手稲渓仁会 放射線診断科 櫻井 康雄
21) デンバーシャント後に合併した心不全に対し,トルバプタンが奏功した1例
帯広厚生病院 消化器内科(消化器・内分泌・糖尿病・リウマチ・膠原病) 深谷 進司
22) TIPSルート閉塞に伴う門脈大循環シャントに対し,B-RTOを施行した1例
北海道消化器科病院 内科・消化器科 町田 卓郎
23) Syngo Workplace iFlowによるEVAR,TEVAR後リーク鑑別評価の初期検討
市立旭川病院 放射線科 花輪 真
24) 経甲状腺的にPTEGを施行した食道癌術後再発の1例
旭川厚生病院 卒後臨床研修医 住川 拓哉
25) 十二指腸を安全な場所に移動させるIVR-根治放射線治療を可能にする-
北斗病院 放射線治療科 岸 和史
16:34-16:45 休憩
16:45-17:45 特別講演
座長 旭川厚生病院 放射線科 平松 一秀
「総合画像診断による最新の肝癌治療戦略」
武蔵野赤十字病院 消化器科 副部長 土谷 薫 先生
17:45-17:50 閉会挨拶
札幌東徳洲会病院 画像・IVRセンター 齋藤 博哉

平成26年度 普通救命講習
[日時] 2015年2月18日(水) 18:30-21:30
[場所] 北海道放射線技師会研修センター
〒064-0823 札幌市中央区北3条西29丁目3-2
[対象]　札幌放射線技師会会員並びに札幌市内に勤務・居住するその家族(16歳以上)
会員所属施設職員も定員に空きがあれば可
[申し込み] 参加希望日と必要事項を明記し,
一般社団法人 札幌放射線技師会(Email:sapporo@hok-art.or.jp)
まで申し込みください(締め切り 2月3日(火))



[必要事項] 氏名,年齢,性別,自宅住所,所属施設,所属施設住所,
連絡先メールアドレス,連絡先電話番号
[定員] 3名以上10名以内
[プログラム] 3時間の普通救命講習(胸骨圧迫,AED取扱等)
[主催]札幌放射線技師会

第21回 北海道神経画像研究会
[日時] 2015年2月21日(土) 15:00-18:00
[場所] TKPガーデンシティ札幌駅前 4階ホール 4H
〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目19 TKP 札幌ビル
[会費] 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
[備考] 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
15:05-15:20 話題提供
座長 禎心会病院 放射線部 高橋 正昭 先生
「線条体ファントムを使用した実験の中間報告 —北海道神経画像研究会他施設共同研究-」
釧路孝仁会記念病院 診療放射線科 大西 拓也 先生
15:20-16:20 ディスカッション
座長 札幌麻生脳神経外科病院 放射線科 小倉 利幸 先生
　　 釧路孝仁会記念病院 診療放射線科 大西 拓也 先生
テーマ「各施設におけるダットスキャン収集・処理・解析の実際」
帯広厚生病院 医療技術部放射線技術科 猪爪 大介 先生
市立札幌病院 放射線部 齋藤 真 先生
札幌麻生脳神経外科病院 放射線科 飛騨 和弘 先生
16:20-16:50 教育講演
座長 旭川赤十字病院 医療技術部 放射線科 岡林 篤弘 先生
「心理士の専門性と業務 —少しでも身近な存在に-」
旭川赤十字病院 精神科 心理判定員 高谷 桃子 先生
16:50-17:00 休憩
17:00-18:00 特別講演
座長 旭川赤十字病院 医療技術部 放射線科 岡林 篤弘 先生
「パーキンソン病関連疾患の臨床と画像」
旭川赤十字病院 副院長 吉田 一人 先生

北海道アンギオ画像研究会 第13回 ウィンターセミナー
[日時] 2015年2月21日(土) 14:30-17:40
[場所] 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番地
[会費] 500円
[特別講演]　「血管内イメージングの活用法の実際」
独立行政法人地域医療機能推進機構 JCHO北海道病院 心臓血管センター 管家 鉄平 先生
[共催] 北海道アンギオ画像研究会,エーザイ株式会社
[後援] 日本放射線技術学会北海道部会
[備考] 日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構が認定する研究会

[プログラム]
14:30-14:35 開会挨拶
会長 独立行政法人地域医療機能推進機構JCHO札幌北辰病院 放射線部 伴 伸次
14:35-14:50 話題提供



「非イオン性造影剤 イオメロン」
エーザイ株式会社
14:50-15:20 症例報告
座長 医療法人北晨会 恵み野病院 放射線科 菅原 寛之
「頸動脈3D-RAにおける血流量を考慮した希釈造影法の基礎的検討」
砂川市立病院 放射線科 増子 陽洋
「Radial Approachにおける被ばく低減法-エッジプロテクターの有用性-」
士別市立病院 診療部診療放射線室 画像診断技術科 宮本 直武
15:20-16:20 教育講座
座長 市立札幌病院 放射線部 荒 通昭
「ステント内再狭窄の最新治療 —Drug Coated Balloon-」
ニプロ株式会社 企画開発技術事業部 バスキュラービジネスユニット課長 古田 統彦
「シンチレーション光ファイバー線量計：MIDSOFについて」
アクロバイオ株式会社 営業部エリアマネージャー 長田 一郎
16:20-16:35 休憩
16:35-17:35 特別講演
座長 医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 放射線科 工藤 環
「血管内イメージングの活用法の実際」
独立行政法人地域医療機能推進機構 JCHO北海道病院 心臓血管センター 管家 鉄平 先生

第6回ウィンターセミナー
[日時] 2015年2月22日(日) 9:45-12:50
[場所] 札幌医科大学記念ホール
〒060-0061 札幌市中央区南1条西18丁目

[プログラム]
司会 中村記念病院 放射線診断科 水野 啓志
9:45-9:50 開会挨拶 会長 高橋 正昭
Topics
9:50-10:15 改正薬事法に伴うソフトウエア運用
座長 北海道大学病院 診療支援部 診療放射線技師長 荒井 博史 先生
講師 富士フイルムRIファーマ株式会社 カスタマーサポート部 寺岡 悟見 先生
10:15-10:40 57Co面線源は99mTcの替わりとなるか
座長 札幌医科大学附属病院 放射線部 浅沼 治 先生
講師 株式会社 千代田テクノル アイソトープ営業部 池谷 憲生 先生
10:40-11:05 xSPECTのコンセプト及び概要
座長 旭川医科大学病院 診療技術部 放射線技術部門 部門長 佐藤 順一 先生
講師 シーメンス・ジャパン株式会社 イメージング＆セラピー事業本部
　　 分子イメージングビジネスマネージメント部 プロダクトスペシャリスト 中西 哲也 先生
教育講演
11:15-11:50 使える医療統計 基礎編
座長 苫小牧市立病院 放射線技術科 技師長 村上 佳宏 先生
講師 日本メジフィジックス株式会社 製品企画第1部 村田 彰宏 先生
11:50-12:25 心臓SPECT標準化
座長 北海道大野病院 画像診断部 技師長 本間 仁 先生
講師 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
12:25-12:45 来賓挨拶
日本核医学技術学会理事,岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科 教授 片渕 哲朗 先生
12:45-12:50 閉会式挨拶 副会長 森井 秀俊

平成26年度 第3回 イブニングレクチャー
[日時] 2015年2月26日(木) 19:00-
[場所] 札幌市教育文化会館 研修室305



〒060-0001 札幌市中央区北1条西13丁目
[参加費] 無料
[問い合わせ先] 一般社団法人札幌放射線技師会
Email:sapporo@hok-art.or.jp
[備考] 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]
「血管から見る中枢神経画像診断」
講師 社会医療法人 中村記念病院 放射線科 尾野 英俊 先生

第4回 北海道消化管CT研究会
[日時] 2015年2月27日(金) 18:30-20:30
[場所] 札幌厚生病院 新棟3階 大会議室
〒060-0033 札幌市中央区北3条東8丁目5番地
TEL 011-261-5331
[会費] 医師 1,000円,メディカルスタッフ 500円
[当番世話人] 札幌厚生病院 消化器内科 黒川 聖
[問い合わせ] 堀井薬品工業株式会社札幌営業所 西川
TEL:011-812-2640,E-mail:sapporo@horii-pharm.co.jp

[プログラム]
司会 札幌厚生病院 消化器内科 黒川 聖
特別講演1 座長 北海道消化器科病院 消化器内科 加藤 貴司 先生
「腹腔鏡下大腸癌手術のためのCT colonography」
近畿大学 放射線診断学部 松木 充 先生
特別講演2 座長 斗南病院 消化器内科 平山 眞章 先生
「スクリーニングのCT colonography —高野病院の取り組み-」
高野病院 消化器内科 野崎 良一 先生
特別講演3 座長 札幌厚生病院 消化器内科 黒川 聖 先生
「大腸CT遠隔トレーニング・診断・精度管理」
NTT東日本伊豆病院 検診センター 永田 浩一 先生

第19回 旭川画像セミナー
[日時] 2015年2月27日(金) 18:30-
[場所] 旭川グランドホテル 2F
〒070-0036 旭川市7条通6丁目
TEL:0166-24-2111
[代表世話人] 旭川赤十字病院 放射線科 部長 峯田 昌之 先生
[共催] 旭川市医師会,旭川放射線技師会,旭川画像セミナー,第一三共株式会社

[プログラム]
製品紹介 「非イオン性造影剤 オムニパークについて」 第一三共株式会社
代表世話人挨拶 旭川赤十字病院 放射線科 部長 峯田 昌之 先生
講演
座長 市立旭川病院 中央放射線部 川崎 伸一 先生
「失敗を少なくするための心臓MRI撮像技術:困ったときの対処法を中心に」
北海道大学病院 診療支援部 放射線部 杉森 博行 先生
特別講演
座長 旭川赤十字病院 放射線科 副部長 長沢 研一 先生
「心臓が専門でない放射線科医のための冠動脈CT:冠動脈CTを要領よく実施するコツ」
岩手医科大学附属病院 循環器医療センター 循環器放射線科 教授 吉岡 邦浩 先生

第40回 東芝ガンマカメラ研究会



[日時] 2015年2月27日(土) 18:40-20:30
[場所] 札幌国際ビル 8階 国際ホール
〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1
[参加費] 500円
[問い合せ] 東芝メディカルシステムズ株式会社 北海道支社 担当 森 淳一
TEL 011-785-3131,Email jyunichi.mori@glb.toshiba.co.jp

[プログラム]
1,学会トピックス「RSNA2014報告」
・RSNA2014における東芝展示ブースをご紹介します。
2,東芝トピックス「GCA-9300R最新情報」
・各施設におけるGCA-9300Rの臨床検査の状況をもとにGCA-9300Rの有用性を説明します。
教育講演 「FFR全盛時代における心筋SPECTの役割」
・待機的PCIの治療戦略においてFFRがGold Standardになっている状況における心筋SPE

第8回 3D-Neuro Imaging Conference
[日時] 2015年2月28日(土) 15:00-
[場所] 第一三共株式会社 札幌支店 3階
〒060-0042 札幌市中央区大通西8丁目1-8
[特別講演1] 「未定」
富士フイルムRIファーマ株式会社
[特別講演2] 「脳卒中診療における3T-MRI最新撮像法の活用 MSDE法とterritorial ASL法」
山形市立病院済生館 脳卒中センター 脳・血管放射線科 科長 長畑 守雄 先生
[代表世話人] 札幌医科大学 脳神経外科学講座 鰐渕 昌彦
[演題締め切り] 2015年1月31日
[演題申し込み先] 札幌医科大学附属病院 放射線部 長濱 宏史
E-mail:3dnic.nagahama@gmail.com
[一般演題]
内容:当院の脳神経3D取り組み,診断や手術に有用だった三次元画像,新しい画像処理等,脳神経3D画像全般
発表時間:1題10分(質疑応答込み)
発表資格:脳神経外科医,放射線科医,診療放射線技師,その他脳神経3Dに興味のある医師,技術者
[共催] 3D-Neuro Imaging Conference,第一三共株式会社

[プログラム]
一般演題,症例報告
いずれも数題募集
特別講演1 「未定」
富士フイルムRIファーマ株式会社
特別講演2 「脳卒中診療における3T-MRI最新撮像法の活用 MSDE法とterritorial ASL法」
山形市立病院済生館 脳卒中センター 脳・血管放射線科 科長 長畑 守雄 先生

北海道放射線技師会特別企画「フレッシャーズセミナー -その後-」
[日時] 2015年2月28日(土) 13:00-17:15
[場所] 一般社団法人北海道放射線技師会研修センター「学びの館」
〒064-0823　札幌市中央区北3条西29丁目3番2号
[会費] 無料(非会員の方も無料)
[受講対象] 2014年6月受講者ならびに本年度新人の方および勤務2-3年目でも可能
[定員] 40名(先着順,定員になり次第募集を終了)
[応募方法] FAX:011-643-2734,E-mail:hart@hok-art.or.jp
氏名,勤務先を明記し,件名を「フレッシャーズセミナーその後 参加希望」としてください
[備考] 内容・時間等変更がある場合はホームページでお知らせいたします
URL:http://www.hok-art.or.jp/



[プログラム]
12:30 受付
13:00-13:50 講義1
検査説明について 苫小牧市立病院 村上 佳宏
13:55-15:25 講義2
一般撮影のポイント
「腹部領域」 小樽協会病院 齋藤 良憲
「整形領域」 整形外科北新病院 岩崎 英樹
15:30-16:20 講義3
救急検査時の対応 手稲渓仁会病院 秋吉 和也
16:25-17:15 講義4
医療安全(第2弾) 北斗病院 加藤 徳史

上川北部チーム医療推進懇談会
[日時] 2015年3月1日(日) 13:30-16:00
[場所] 士別市民文化センター 4階 小ホール
〒095-8686 士別市東6条4丁目 TEL 0165-23-3358
[主催] 第一三共株式会社

[プログラム]
13:30-13:45 開会
開会挨拶 士別市立病院 消化器内科 院長 山田 政孝 先生
情報提供 「リクシアナ錠に関する最新の話題」 第一三共株式会社
13:45-14:35 一般演題
座長 士別市立病院 診療部 診療放射線室 画像診断技術科
演題1 「内視鏡センターにおけるチーム医療(仮題)」 士別市立病院 佐藤 貴幸 先生
演題2 「道北地域における院外薬局の連携(仮題)」 アイン薬局士別店 演者未定
演題3 「演題未定」 名寄市立総合病院 演者未定
他2演題を予定しております
14:40-15:55 特別講演
座長 士別市立病院 循環器内科 診療部長 沼崎 太 先生
「今我々に求められるチーム医療 -体験から語るカクテルサポートのすすめ-」
演者:昭和大学大学院 保健医療学研究科 教授 加藤 京一 先生

日本消化器がん検診学会 北海道支部 第13回超音波研修会
[日時] 2015年4月11日(土) 14:00-18:00
[場所] 札幌医科大学臨床研究棟 大講堂
〒060-8556 札幌市中央区南1条西17丁目 
[会費] 2,000円(事前登録不要,学生無料)
[問い合わせ] 日本消化器がん検診学会 北海道支部 超音波研修委員会
委員長：伊達赤十字病院 消化器科 久居 弘幸
事務局：公益財団法人 北海道労働保健管理協会 臨床検査部 千葉 祐子
E-mail:y-chiba@roudouhoken.or.jp
[備考] 日本超音波医学会認定の超音波検査士資格更新(5単位)

[プログラム]
Opening Remarks 伊達赤十字病院 消化器科 久居 弘幸
腹部超音波検診判定マニュアル
「胆嚢・肝外胆管 編」-知っておこう,やってみよう,カテゴリー分類-
14:05-15:05 特別講演
座長 伊達赤十字病院 消化器科 久居 弘幸
「胆嚢・肝外胆管のカテゴリー分類」(仮題)
飯田市立病院 消化器科 岡庭 信司 先生



15:05-15:20 質疑応答
15:20-15:40 休憩
15:40-18:00 症例検討会
座長 北海道大学病院 河上 洋,北海道労働保健管理協会 千葉 祐子
症例提示
北海道大学病院 堀江 達則
札幌厚生病院 石本 博基
旭川厚生病院 小林 雅弘
手稲渓仁会病院 西脇 隆
北海道健康管理センター 川端 清文
北海道労働保健管理協会 山際 由香

 

＊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
H医療センターのFです．
今年最初のメールマガジン配信となります．

今年も1年，皆様に少しでも多くの勉強会・研究会・（メルマガ班のプライベートなど…）お伝えできれ
ばと思います．

気付けば新年があけて1ヶ月が経過しようとしています．
皆様はどのような年末年始を迎え，どのような抱負をたてたのでしょうか？

私はどんな正月だったかと言いますと，1月2日には勤務でした．そのため，約360kmある帰省先からの元
旦一人ドライブでした…．冬の陸路は危険がいっぱいですね！！

その後の勤務も機械の故障に巻き込まれる過酷な正月を過ごしていました．
しかもCT（メイン機）であったため，基盤の交換を行っている数時間はそれそれはヒヤヒヤしました．
（汗　いくら普段担当している装置であっても正月に故障すると心細いですね．

そんな波乱に満ちた正月でしたが，今年の正月は自分にとって，いつもとは少し違うものになりました．
今年は子どもを連れての帰省でした．といってもその前の年も連れての帰省だったのですが今年はコミュ
ニケーションが少しとれるようになって初めての帰省ということです．

何気なく成長を見せるくらいのつもりで帰省をしたのですが，今まで見たことない（見てなかっただ
け？）ような両親のうれしそうな顔がそこにありました．

その後，毎日うれしそうな両親の顔を見ながら数日を過ごすうちにだんだんとあることを考え始めまし
た．今まで「親孝行」といえるものは，”父の日”・”母の日”に贈り物をする程度で真剣に考えたことは正
直なく，そんなもんだろうとも思っていました．

しかし，帰省中の数日に孫とうれしそうに接する姿を見て初めて「親孝行」とはこういうことなのかな？
と感じ，言い表せない達成感もありました笑　「子を持って知る親の恩」ということでしょうか．

親に感謝するとか贈り物をするのでさえ少し恥ずかしいですが，自分が成長した（…かどうかはわかりま
せんが）姿をちょっとは見せることができたのかな？と考えさせられる正月となりました．

「孝行のしたい時分に親はなし」と後悔しないために…と少し感慨深くなりながらも
ツラい「帰省先からの元旦一人ドライブ」をして帰りました…．



私の正月はそんな正月でした．

それではこの辺で…
乱筆乱文となってしまいましたが，2015年最初のメールマガジンを締めさせていただきます．
本年も皆様，どうぞよろしくお願いいたします．
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