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お知らせ
学会誌第71巻4号の論文・企画記事目次が決まりました！
http://www.jsrt.or.jp/mokuji.pdf

第72回日本放射線技術学会総会学術大会の開催について
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/shuki43/?p=331

平成27年度 セミナー等の開催予定（全国）
http://www.jsrt.or.jp/data/news/19731/

4月19日付の新聞紙上での医療被ばくに対する記事について（速報）
http://www.jsrt.or.jp/data/news/19811/

道内の研究会，勉強会
VSRAD Live Seminar
[日時] 2015年5月15日(金) 19:00-20:30
[札幌会場] 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 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1−1 日本生命札幌ビル13階 WEST TEL:011-205-0235
[旭川会場] エーザイ株式会社 旭川コミュニケーションオフィス TEL:0166-22-1291
〒070-0033 旭川市3条通9丁目1704-44 旭川三条緑橋ビル 7階
[主催] エーザイ株式会社 
[備考] 当日は軽食をご用意させていただいております.
お問合せはエーザイ株式会社までお願い致します.
国公立等のご施設にご所属の先生方におかれましては事前にご所属施設の規則等をご確認のうえご対応い
ただきますようお願い申し上げます.

[プログラム]
19:00-20:30　講演
司会 国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター センター長 松田 博史 先生
1.VSRADの基本とVSRAD advance2開発の経緯
国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター センター長 松田 博史 先生
2. VSRAD advance2の臨床的意義
神経内科千葉 所長／放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター 上席研究院 篠遠 仁 先生
3.入力画像クオリティコントロールの必要性
東邦大学医療センター大森病院 放射線科 准教授 水村 直 先生



第19回 札幌 Heart Imaging Club
[日時] 2015年5月22日(金) 18:50-
[会場] 第一三共株式会社 札幌支店ビル 3階
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目1−8 TEL:011-221-4631
[会費] 500円（事前の参加申し込みは不要です）
[代表世話人] 真鍋 徳子(北海道大学病院 放射線診断科 講師) 佐藤 亜紀(恵み野病院 循環器内科 部長)
[共催] 札幌Heart Imaging Club,第一三共株式会社
[備考] 日本X線CT専門技師認定機構の承認を得て,認定講習会(講師単位数1単位 受講者単位数1単位 講師講
習会受講の場合は講習会受講単位に加算されます)として開催いたします．当日は軽食をご用意しており
ます．
事前にQRコードを読み込めるアプリを準備いただければ幸いです．

[プログラム]
18:50 情報提供 「非イオン性造影剤オムニパーク」
19:00-20:00 みんなで考えるCT症例集 クイズ形式で皆さんで考えましょう！
座長：JCHO北海道病院 心臓内科 管家 鉄平 先生
JCHO北海道病院 放射線部 山口 隆義 先生
ケース1)「突然の呼吸苦」心臓血管センター北海道大野病院 画像診断部 吉田 直哉 先生
ケース2)「消化管精査のはずが」北海道大学病院 放射線診断科 講師 真鍋 徳子 先生
座長：北海道大学病院 放射線診断科 講師 真鍋 徳子 先生
北海道大学病院 診療支援部 笹木 工 先生
ケース3)「ちゃんと治療したのに！？」恵み野病院 循環器内科 部長 佐藤 亜紀 先生
ケース4)「あの○○先生でさえ」JCHO北海道病院 心臓内科 管家 鉄平 先生
20:00-20:10 Coffee Break
20:10-20:50 特別講演
座長：恵み野病院 循環器内科 部長 佐藤 亜紀 先生
「MICS僧帽弁手術における周術期イメージングの共有」
旭川医科大学 外科学講座 心臓大血管外科学分野 教授 紙谷 寛之 先生

Live配信シンポジウム 造影剤と放射線シンポジウム2015
[日時] 2015年5月23日(土) 15:30-18:10
[札幌会場] 第一三共株式会社 札幌支店ビル3階 3階会議室
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目1−8 TEL:011-221-4631
[旭川会場] 旭川厚生病院3階「第一会議室」
〒078-8211 旭川市1条通24丁目111番地 TEL:0166-29-7431
[主催] 第一三共株式会社
[備考] 当日は,ご施設名,ご芳名の記帳をお願い申し上げます.なお,ご記帳いただいたご施設名,ご芳名は医
薬品および医学薬学に関する情報提供のために利用させていただくことがございます.ご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げます.

[プログラム] 
15:30-15:35 開会 世話人ご挨拶 聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座 中島 康雄 先生
15:35-16:25 第一部 診断最新技術
司会 東京大学大学院医学系研究科 放射線医学講座 大友 邦 先生
 神戸大学大学院医学研究科 放射線医学分野 杉村 和朗 先生
1. CT被ばくの現状 -全国調査の結果と診断参考レベルの設定-
愛知医科大学 放射線医学講座 石口 恒男 先生
2. 3T MRIの有用性-ルーチン検査での活用法と機能画像への有効利用：3Tのpitfallも含めて-
徳島大学大学院医歯薬学研究部 放射線医学 原田 雅史 先生
16:25-17:15 第二部 コントラストエンハンスメント
司会 九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野 本田 浩 先生
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 放射線医学 金澤 右 先生
1.最新のCT技術はCT urographyをどう変えていくのか？



神戸大学医学部附属病院 放射線科 高橋 哲 先生
2.MR用非イオン性造影剤Gd-DTPA-BMAが経験した順風と逆風
浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹原 康雄 先生
17:15-18:05 第三部 インターベンショナルラジオロジー
司会 聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座 中島 康雄 先生
奈良県立医科大学 放射線医学教室・IVRセンター 吉川 公彦 先生
1. 膵癌診療におけるIVRの役割
奈良県立医科大学 放射線医学教室・IVRセンター 田中 利洋 先生
2. 軟部血管奇形のIVR
聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座 三村 秀文 先生
18:05-18:10 閉会 世話人ご挨拶 奈良県立医科大学 放射線医学教室・IVRセンター 吉川 公彦 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]
18:30-21:00 特別講演
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

第3回 道南放射線治療研究会
[日時] 2015年6月20日(土) 14:00-18:00(受付13:30-14:00)
[会場] 独立行政法人 国立病院機構函館病院 臨床研究棟視聴覚室
TEL:0138-51-6281(代表) 
[会費] 500円
[主催] 道南放射線治療研究会
[共催] 函館放射線技師会
[後援] 常光 株式会社
[備考] 当日はご参加頂いた確認の為、施設名、氏名のご記帳をお願い申し上げます.ご提供頂きました個人
情報は、講演会のご出席者の確認と連絡の為に使用致します.
意見交換会は別会場で実施します.参加希望者は6/15(月)までに西川（函館五稜郭病院）
Email:runner874@gmail.comまでご連絡をお願いいたします.

[プログラム]
総合司会 西川 貴博 (函館五稜郭病院)
14:00-14:50 製品紹介
座長 村上 幸一 (独立行政法人 国立病院機構函館病院)
「サイバ−ナイフについて」　水谷 秀樹 （日本アキュレイ株式会社）
「RayStation について」　小向 卓 （株式会社 日立メディコ）
14:50-15:30 診療放射線技師部門 「線量検証について」
座長 西川 貴博 (函館五稜郭病院）
演者 函館五稜郭病院 長崎 尊
市立函館病院 中村 優平
国立病院機構函館病院 成田 行治



15:40-16:20 看護師部門 「乳房の治療における皮膚ケアについて」
座長 がん放射線療法看護認定看護師 秋山 香織（函館五稜郭病院）
演者 函館五稜郭病院 秋山 香織
市立函館病院 浅野 智子
国立病院機構函館病院 伊藤 みずえ
16:20-17:00 教育講演
座長 加藤 勝浩（市立函館病院）
「乳房温存療法における放射線治療計画の作成方法について」
独立行政法人 国立病院機構函館病院 放射線科医師 林 潤一 先生
17:00- 病院見学（放射線治療室）
19:00- 意見交換会

 

＊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
O厚生病院のY岸です.
日に日に気温が上がり，道内各地で桜の便りが届きはじめる今日この頃.
春ですね，皆さんの施設には新人は入りましたか？
当院には4人も新卒者が入社し，在籍技師数が40名を超え，朝の技師室はすし詰め状態です.
なぜ僕のそばに女子が座らないのか不思議でなりません.

さて，シリーズで続けてきました燃費向上のためのファインチューニングですが
たいして反響も無いので今回はお休みして洗車グッズのご紹介です.
ヘッドライトがくすんだ車はどんなにカスタムしていても古くさくてカッコ悪く見えてしまいます.
妻の10年物のVitzもライトのくすみに困っていました.
コンパウンドを使って磨いても大変な割に全然きれいにならずあきらめていましたが
たまたま家で，以前買ったKURE工業のLOOXというコンパウンドとワックスを混ぜちゃいましたという
ような表面仕上げ剤なるスプレーを発見し，試しに使ってみると，軽く拭いただけでくすみがウソのよう
に取れて新車のように透明なヘッドライトになりました.あきらめていただけにうれしくてガソリンスタ
ンドで隣にいたライトがくすんだ車に乗ったオヤジに話しかけて薦めてしまったほどです.メッキ部分や
金属，プラスチックにも使えるようなのでくすみに困っている方はぜひお試しください.
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