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お知らせ
学会誌第71巻3号の論文・企画記事目次が決まりました！
北海道から2名の方々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.pdf

原著
放射線技術学領域における用語オントロジーの構築に向けた分析 
辻真太朗・福田晋久・谷川原綾子　他

臨床技術
単純X線撮影のポジショニング実習における問題基盤型学習の導入と実践
寺下貴美・小笠原克彦

第71回総会学術大会大会Facebookを開設しています．是非ご活用ください！
https://www.facebook.com/pages/日本放射線技術学会-第71回総会学術大会/722752411176728?fref=nf

専門部会誌の閲覧方法について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/19386/

山下一也研究助成金の募集
http://www.jsrt.or.jp/data/news/19393/

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
日本放射線技術学会 北海道支部学術大会 第71回春季大会
[日時] 2015年4月25日(土)-26日(日)
[会場] 札幌医科大学 臨床教育研究棟 講堂(1階)/臨床第一講義室(2階)
〒060-8556 札幌市中央区南1条西16丁目
[参加登録費]
会員：3,000円
非会員：5,000円
学生：無料(学生証提示 ただし社会人学生は有料)
[備考] 札幌医大病院の駐車場は，患者様のお見舞い専用の駐車場です.
お車でのお越しはご遠慮ください.公共交通機関のご利用をお願い致します.
[URL] http://jsrthokkaido.umin.jp/

[プログラム]
4月25日(土)
13:00 開会の辞
13:00 CTセミナー(講堂)
『管電圧』
13:00 ディジタル画像・消化管＆超音波合同セミナー (臨床第一講義室)
『胃Ｘ線検査におけるディジタル画像のいろは-画像評価とパラメータ設定-』
14:30 宿題報告
『障害を防止し安全を確保することを見据えた画像技術』
報告者 北海道大学 久保 直樹
座長 小笠原 克彦 支部長
15:10 特別講演
『大規模自然災害時のMR装置の安全管理と日常の防災指針』
講師 栗原市立栗原中央病院 引地 健生 先生
座長 杉森 博行 副支部長
16:10 表彰，来賓挨拶，会務報告
16:40 乳房画像セミナー(講堂)
『ステップアップ マンモグラフィ2 -教わる側から教える側への一歩-』
16:40 医療情報セミナー(臨床第一講義室)
『改正薬事法における医療機器・単体プログラムの取り扱いについて』
17:40 終了

4月26日(日)
9:00 教育講演
『臨床を意識した肝細胞癌の画像診断』
講師 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 第3消化器内科 大村 卓味 先生
9:40 シンポジウム
『肝細胞癌の画像診断』
座長 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 山田 泰司
JA北海道厚生連 旭川厚生病院 安田 浩司
1, 超音波
『肝細胞癌における超音波検査』 帯広厚生病院 中村 俊一
2, CT
『肝細胞癌におけるCT検査』 札幌厚生病院 津元 崇弘
3, MRI
『肝細胞癌におけるMRI検査』 倶知安厚生病院 小見山 聡史
4, 核医学
『肝細胞癌における核医学検査』 旭川医科大学病院 宇野 貴寛
5, 血管撮影
『肝細胞癌における血管撮影検査』 札幌医科大学附属病院 須藤 洋平
12:00 MRセミナー(講堂)



『実験のすゝめ方』
12:00 計測防護セミナー(臨床第一講義室)
『半導体検出器の今』
13:30 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



第37回 函館磁気共鳴技術懇話会
[日時] 2015年4月21日(火) 18:30-20:00
[場所] 函館新都市病院 4階 講堂
〒041-0802 函館市石川町331-1 TEL:0138-46-1321
[問い合わせ] 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 エーザイ株式会社 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
[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
[URL] http://www.hok-art.or.jp/hakodate/

[プログラム]
情報提供 18:30-18:45 エーザイ株式会社
講演
司会：函館新都市病院 放射線科 出雲 雅樹
「k空間と実画像」 脳神経セントラルクリニック 砂子 豊晴 先生
「GE MRの最新情報」 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 MR営業推進部 名内 存人 先生

第20回 札幌テクノロジーフォーラム(第一報)
[日時] 2015年5月29日(金) 18:30-21:00
[会場] 日本生命ビル 13F「エーザイ株式会社 札幌コミュニケーションオフィス」
〒060-0003 札幌市中央区北3条西4-1-1 TEL:011-205-0235
[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
[備考] 当日は軽食をご用意いたしております.

[プログラム]
特別講演 18:30-21:00
テーマ：「造影」
演者
造影剤に関する最近の知見 エーザイ株式会社
埼玉医科大学総合医療センター 中根 淳 先生
京都大学医学部附属病院 放射線部 森田 康祐 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
S立A病院のF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．

3月は送別会シーズンですね．改めて思い知らされました．
皆様は体調いかがですか？
私は完全に飲みすぎです．
新年が明けてダイエットを心に誓ったはずなのですが，やはりこの一か月でプクプクと太り始めてしまい
ました．



なんと就職してから10kg増を達成！！
そろそろ本気でダイエットしなくては・・・というのが何年も前からの口癖です．
このままではさすがにヤバいので，先日ちょこっと走ってみました！！
ですが，すぐに膝に負担がかかり始めてきました．
それはそうですよね，就職したての頃と比べれば10kgのお米を担いで走っているようなものですか
ら・・・．
走っても前に進まなくなったし，膝の悲鳴もあってなかなかダイエットも進みません．
なんかどうでも良くなってしまいました．

そんなくだらない話はやめにして，今回は送別会についてのお話を書いてみようと思います．

この3月をもって，私の上司が定年退職をされることとなりました．
その上司は体格が良く，眼光も鋭く，そして怒りっぽい，まるでその筋の人かと思わせる方でした．
あまりにも怖いので，新人の頃は「この人はあと何年で退職なのだろうか・・・」と指折り数えていたの
を思い出します(笑)．
先日その上司の送別会があったのですが，やはり寂しいものですね・・・．
たしかに厳しい方でしたが，たくさんのことを教えていただいたし，ときには得意の親父ギャグで笑わせ
ていただいたし，何か失敗した時には全力で守ってくれました．
ONとOFFの使い分けがとても上手な方で，上司としてだけではなく一人の男として本当に尊敬できる方
でした．
これからは，教えていただいたことを活かし，さらに後輩へと繋げていけるように頑張っていきたいと思
います．
ちなみに昨年も同じことを思いましたが，なかなか実行できず・・・．
ダイエットも実行できず，情けない限りです・・・．

さて明日は別の送別会！！
太ることを恐れず，いっぱい飲みます！！
皆様もこれから歓迎会などなど飲み会が続くと思いますが，体調を崩さないように気を付けてください
ね！！
そしてみんなで太りましょう！！

その上司がメルマガを読んでいたらどうしよう・・・市立A病院F
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