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お知らせ
学会誌第71巻2号の論文・企画記事目次が決まりました！
http://www.jsrt.or.jp/mokuji.pdf

平成27年度本学会と交流のある海外学会の研究集会への派遣会員の募集について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/19089/
募集要項はこちら
http://www.jsrt.or.jp/data/news/19109/

役員候補者定数選出選挙結果報告
http://www.jsrt.or.jp/data/news/19098/

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
発表者の皆様へ
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/soukai71/?page_id=562
参加者の皆様へ
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/soukai71/?page_id=144

道内の研究会，勉強会
セーフティマネジメントセミナー
[日時] 2015年2月27日(金) 18:30-19:30
[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291番20
[共催] テルモ株式会社 札幌医科大学放射線診断学

[プログラム]
18:20- テルモ情報提供
18:30- 講演
座長 札幌医科大学放射線診断学教授 畠中 正光 先生
「造影剤のリスク管理」 群馬大学放射線診断核医学教授 対馬 義人 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(金) 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SPECTの役割について解説します。

第8回 3D-Neuro Imaging Conference
[日時] 2015年2月28日(土) 15:00-18:00
[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
[共催] 3D-Neuro Imaging Conference

[プログラム] 
開会:札幌宮の沢脳神経外科病院 脳神経外科 村上 友宏 先生

15:00-16:00 一般演題・症例報告
座長:
札幌医科大学医学部 脳神経外科学講座 秋山 幸功 先生, 新さっぽろ脳神経外科病院 放射線科 藤部 敏哉 先
生
「3D TSE T1強調画像を用いた頸動脈プラーク性状評価の試み」
札幌医科大学附属病院 放射線部 鈴木 淳平 先生
「低線量4D-CT Angiographyにおける血管描出改善を目的とした新たなアプリケーションの試み」
札幌医科大学附属病院 放射線部 平野 透 先生
「当院での脳動脈瘤に対するcomputational fluid dynamics解析」
札幌医科大学医学部 脳神経外科学講座 外山 賢太郎 先生
「低管電圧による頭部CT Angiography -文献考察から-」
札幌白石記念病院 放射線部 茅野 伸吾 先生
「ステント併用脳動脈瘤コイル塞栓術後評価におけるDual-Energy CTの有用性」
札幌白石記念病院 放射線部 笹森 大輔 先生
16:00-16:15
情報提供：「リクシアナ錠 最近の話題」第一三共株式会社
16:15-16:55 特別講演1
座長:札幌医科大学附属病院 放射線部 長濱 宏史 先生
「脳神経外科領域におけるSYNAPSE VINCENTの活用方法」
富士フイルムメディカル株式会社 ITソリューション事業本部 事業推進部 3D営業技術グループ 櫻井 雅博
様
16:55-17:00 休憩
17:00-18:00 特別講演2
座長:札幌医科大学医学部 脳神経外科学講座 飯星 智史 先生
「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
閉会:札幌白石記念病院 放射線部 笹森 大輔 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 宮本 直武 先生
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

JSS北海道 第26回 地方会学術集会
[日時] 2015年3月7日(土) 13:30-18:00 (受付開始 13:00-)
[会場] 札幌医科大学臨床教育研究棟 講堂
〒060-8556 札幌市中央区南1条西16丁目 TEL:011-611-2111
[事前登録締切] 郵便振替 2015年2月12日まで, クレジット決済 2015年2月26日まで
[会費] 正会員 事前登録(2000円), 正会員 当日受付(2500円), 非会員 事前登録なし(4000円)
[定員] 300名

[プログラム]
13:00- 受付
13:25-13:30 開会挨拶
13:30-14:30 第1部 一般演題
座長:NTT東日本札幌病院 臨床検査科 三森 太樹, 苫小牧市立病院 臨床検査科 高橋 亜希
1 bull's eye patternを呈した肝悪性リンパ腫の一例
医療法人 徳洲会 札幌徳洲会病院 原田 莉沙
2 多発膵嚢胞を呈したvon Hippel-Lindau病の一例
医療法人 萬田記念病院 放射線科 菊地 実
3 心室中隔解離を伴う心室中隔穿孔に3Dエコーが有用であった1例
手稲渓仁会病院 臨床検査部　石川 嗣峰



4 重症三枝病変を合併した拡張型心筋症の一例
旭川赤十字病院 検査科 佐藤 晶子
5 化学療法患者における心機能評価の有用性について
市立函館病院 中央検査部 臨床病理科 生理検査センター 山田 遥子
6 IgG4関連ミクリッツ病の1例
公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協札幌病院 高橋 智子
7 皮膚悪性腫瘍の超音波所見の検討
札幌医科大学附属病院 検査部 大久保 亜友美
8 乳がん検診におけるUS同時併用・総合判定方式の検証
JA北海道厚生連 札幌厚生病院 石本 博基
14:30-14:45 休憩
14:45-16:15 第2部 講演
「役に立つ心エコー技 -ルーチンから次のステップまで-」
講師:北海道社会事業協会帯広病院 臨床検査科 福西 雅俊
司会:北海道大学大学院 保健科学研究院 加賀 早苗
16:15-16:30 休憩
16:30-18:00 第3部 講演
「肝臓を診る -びまん性肝疾患におけるスクリーニングの実際-」
講師:東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 丸山 憲一
司会:札幌医科大学附属病院 検査部 阿部 記代士

日本心臓核医学会 北海道地域教育研修会プログラム
[日時] 2015年3月7日(土) 12:20-14:25
[場所] ニューオータニイン札幌 2F 北斗の間
〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地 TEL:011-222-1111
[会費] 500円
[共催] 日本心臓核医学会 日本メジフィジックス株式会社 富士フイルムRIファーマ株式会社

[プログラム]
テーマ:心機能・心筋代謝イメージングの基礎から臨床応用へ
12:20-12:25 開会挨拶 北海道地域副委員長 沖崎 貴琢 先生
司会・進行 北海道地域副委員長 吉永 恵一郎 先生
12:25-13:00 地域教育研修レクチャー
1.「SPECT/CTの可能性」 札幌医科大学 山 直也 先生
2.「心臓CTによる冠動脈石灰化の評価と意義について」 恵み野病院 佐藤 亜紀 先生
3.「心臓交感神経機能・心筋代謝イメージングの基礎と臨床」 函館五稜郭病院 中田 智明 先生
13:00-14:20 症例検討
・少人数のグループに分かれて各グループ毎に講師の先生が読影の解説・アドバイスを行います.
・症例提示 5分,テーブルディスカッション 10分,解説・質疑応答 5分.
症例1「心臓CT・心筋血流イメージング」 恵み野病院 佐藤 亜紀 先生
症例2「心筋脂肪酸代謝」 王子総合病院 藤田 雄吾 先生
症例3「心臓交感神経」 函館五稜郭病院　青山 ちひろ 先生
症例4「心サルコイドーシス」 北海道大学 真鍋 治 先生
14:20-14:25 閉会挨拶 北海道地域委員長 中田 智明 先生

第32回 北海道心臓核医学研究会
[日時] 2015年3月7日(土) 15:00-
[場所] ニューオータニイン札幌 2F 鶴の間
〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地 TEL:011-222-1111
[会費] 500円
[共催] 北海道心臓核医学研究会 日本メジフィジックス株式会社
[備考] 日本核医学会(3単位) 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 開会のあいさつ 旭川医科大学 内科学講座 長谷部 直幸 先生
15:05-16:05 セッション1
司会: 旭川赤十字病院 循環器内科 西宮 孝敏 先生
テクニカルレクチャー「当院における冠動脈CT検査の基礎的取り組み」
札幌心臓血管クリニック 放射線部 技師長 佐々木 康二 先生
クリニカルレクチャー「physiological PCI(FFR guided PCIの基礎と臨床)について」
札幌医科大学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌 内科学講座 國分 宣明 先生
16:05-16:20 休憩
16:20-17:40 セッション2
司会:旭川医科大学 内科学講座 長谷部 直幸 先生
基調講演「心臓サルコイドーシスの画像診断」
愛媛大学医学部附属病院 放射線科 准教授・PETセンター長 宮川 正男 先生
特別講演「心臓サルコイドーシスの診断と治療:長期経過観察からみた問題点」
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 佐久医療センター 循環器内科 部長 矢崎 善一 先生
17:40- 閉会のあいさつ 函館五稜郭病院 循環器内科 中田 智明 先生

第378回 小樽後志放射線技師会 特別講演会
[日時] 2015年3月13日(金)18:30-
[場所] ホテル ノルド小樽 2F『ヴェンターナ』
〒047-0031 小樽市色内1丁目4番16号　TEL (0134)24-0500
[共催] 小樽後志放射線技師会 エーザイ株式会社

[プログラム]
18:30 製品紹介　 
『日本発の乳癌治療剤ハラヴェンについて』
エーザイ株式会社
18:45 症例発表1
小樽協会病院 画像診断科 瀨野尾 勤子 先生
19:00 特別講演
座長 北海道社会事業協会小樽病院 画像診断科 主任 齋藤 良憲 先生
『乳癌の画像診断とマネージメント』
株式会社メディカルクリエート 取締役 石栗 一男 先生

島津トモシンセシスセミナー in 札幌
[日時] 2015年3月14日(土) 14:30-16:20 (14:00- 受付)
[場所] 札幌パークホテル 1階 エミナ
〒064-8589 札幌市中央区南10条西3丁目 TEL:011-511-3131
[主催] 株式会社島津製作所
[問い合わせ] 株式会社島津製作所 札幌支店 医用営業課 担当:土谷 TEL:011-700-6602

[プログラム]
14:00- 受付
14:30-15:00 「トモシンセシス最新情報」(仮)
株式会社島津製作所 医用グローバルマーケティング部 葛西 章
15:05-15:25 「トモシンセシスの使用経験 -圧迫骨折での有用性-」
医療法人 新札幌整形外科 放射線科 林 若樹 先生
15:30-15:50 「リウマチ・腹部領域等におけるトモシンセシス使用経験」
NTT東日本札幌病院 放射線科 八十嶋 伸敏 先生
15:55-16:15 「整形外科臨床現場におけるトモシンセシス使用経験 -放射線技師の立場から-」
医療法人社団 いとう整形外科病院 放射線科 技師長 谷 裕児 先生
16:20- 閉会の辞
・13:00-18:00 製品展示 (会場:4階 松風)
・セミナー終了後,情報交換会を行います.ぜひともご参加賜りますようお願い申し上げます（会費:500円,



会場:4階 清流）

第10回 日立MRIセミナー
[日時] 2015年3月21日(土) 15:00-17:40 (14:30 開場)
[場所] アスティ45 16F 会議・研修施設 ACU 大研修室「1606」
〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目 011-272-3838
[問い合わせ] 株式会社日立メディコ 北部CT・MR営業課 林(もしくは,各施設の営業担当)
〒060-0034 札幌市中央区北4条東1丁目2-3 札幌フコク生命ビル3F TEL:011-261-5651 FAX:011-222-0085
[備考] 日立MRIユーザー様以外の皆様も受付しております.皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます.

[プログラム]
15:00-15:05 開会の辞
15:05-15:30 メーカー講演
「MRI基礎講座 -K-spaceとパルスシーケンスを理解しよう-」 (株)日立メディコ
15:30-16:10 ユーザー発表 前半
「AIRIS Soleilのjointコイルの感度ムラ対策としてシェーディング補正を使用した効果の検討」
旭川高砂台病院 放射線科 中西 泰介 先生
「APERTO LucentにおけるCHESS型脂肪抑制パルスのパラメータ変更による効果の検討について」
医療法人健光会 旭川ペインクリニック病院 放射線部 髙瀬 秀利 先生
16:10-16:35 休憩
CT:Supria16 デモ機展示
回診車:Tiara 実機展示
超音波装置:ARIETTA 実機展示 etc・・・
16:35-17:35 ユーザー発表 後半
「道東東部の中核病院における日立1.5T ECHELON RXの活用報告」
町立中標津病院 放射線科 伊原 正人 先生
「3T TRILLIUM OVALの初期使用経験」
北海道大学病院 診療支援部(放射線部) 藤原 太郎 先生
17:35-17:40 閉会の辞

バイエル画像診断WEBカンファレンス
[日時] 2015年3月31日(火) 19:00-20:10
[主催] バイエル薬品株式会社
[備考] ご自宅や病院,診療所などから,インターネットを通じてライブに参加いただけるカンファレンスで
す.
URL:http://www.baynet.tv/ri/
ID:bayer01
パスワード:iop0331

[プログラム]
「ちょっと役立つ造影検査に関する話題」
19:00-19:30 講演1
「CT検査に関連して」 演者:日本医科大学 放射線医学 准教授 林 宏光 先生
19:30-20:00 講演2
「MRI検査に関連して」 演者:順天堂大学 放射線診断学講座 教授 桑鶴 良平 先生
20:00-20:10 Q&A

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
こんにちは。SPR大病院 Sです。
今月もメルマガを読んでいただきありがとうございます！
興味のある研究会がありましたか？

最近、自宅や勤務先周辺でマンションの建設現場をよく見かけます.
私は昔から,間取りの書かれた広告が好きで,建築家も憧れの職業でした.
医療関係の仕事の方に興味を持ち始め、今に至るのですが、
その２つの職業が合わさったようなタイトルの本を先日書店で見つけまして,
勝手ながら,この場で紹介させてください.

タイトルは「住まいの解剖図鑑」です.「住宅版解体新書」と帯に書かれています.

元は,住宅設計を考えている学生向けに作製される予定を,これから家作りを考えている一般向けに
アレンジを加えた本であるため，イラストが多く,わかりやすくまとめられています.
解剖図鑑ということで,寸法や,なぜそのような形をしているのか,なぜそれが必要なのかが,
細かく分類されて記されています.
例えば,壁のページの,通気口や断熱材などの温度調整や,防風・防雨機能の説明は,
皮膚みたいだなと思って読んでしまいます.(思考が単純ですね.)
水廻り,排水管の位置,階段の位置で部屋の位置が決まる,動線を考えるなどは,



血液が循環して,この臓器を必ず通って体内を巡り,臓器と血管がこの位置にあるからこそ上手く成り立っ
ていると
思えてきます.（読んでいると本当にそう思えてきます.）
住宅にも,人体と同様にひとつひとつ意味のあるもので構成されていることがよくわかります.

皆さんも一度は,「撮影技術も大切だが,基礎となる人体解剖を知らないとダメだ」と言われた経験はあり
ませんか.「カフェみたいな家にしたい」と思っていても,先人たちが作り上げた住まい設計の基礎を知ら
ないとダメなのですね.
これを機に改めて解剖学を勉強しなおしましょうか.

いつもの映画の話をするのを忘れていました.
家づくりの映画?
ありますよ.
タイトルは「みんなのいえ」です.

SPR大病院 S
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