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お知らせ
学会誌第71巻5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学術団体が開催する定期国際研究集会への派遣会員の募集について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/20132/
派遣先は, 中華医学会影像技術学会　第23次総会・学術大会（中国：広西チワン族自治区南寧市）です.

本部のイベント(講演会・研修会・セミナー)はこちら
http://www.jsrt.or.jp/data/activity/seminar/

 

[本部のイベントからピックアップ]
第6回 放射線防護セミナー
[目的] 放射線防護についての知識を整理し, 新たな知見を習得すること, また,
それらを活用し，患者さんの不安解消に役立てるためのリスクコミュニケーション
技術を磨くことを学習します。
[日時] 2015年6月28日(日) 10:00-16:00 (9:30受付開始)
[会場] いわて県民情報交流センター (アイーナ) 会議室501
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号
　 http://www.aiina.jp/ (JR・IGR盛岡駅から徒歩４分)
[定員] 50名
[申込方法] 日本放射線技術学会 HP（http://www.jsrt.or.jp/data/news/19771/）
専用申込フォームを利用
[期間] 平成27年5月1日（金）～ 6月12日（金）
[参加費] 会員 6,000円, 非会員 12,000円

道内の研究会，勉強会
第380回 M.I.C.講演会
[日時] 2015年6月9日(火) 18:30-19:40
[会場] 小樽協会病院 講堂
〒047-0014 小樽市住ノ江1丁目6番15号　TEL: 0134-23-6234
[共催] 小樽後志放射線技師会, 第一三共株式会社
[備考] 当日は軽食をご用意致しております. 本講演会に参加をご希望される場合は, 第一三共株式会社の



MRまでお申し付けください.

[プログラム]
情報提供
「オムニパーク」 第一三共株式会社
特別講演 
座長 倶知安厚生病院 放射線技術科 技師長 戸田 康文 先生
「胃がん検診とカテゴリー分類について」
小樽掖済会病院 健康管理部長 安保 智典 先生

第29回 北海道核医学技術セミナー
[日時] 2015年6月13日(土) 14:20-17:30
[会場] 札幌アスペンホテル 2F アスペンA 札幌市北区北8条西4丁目5
〒060-0808 TEL: 011-700-2111
[参加費] 500円
[共催] 北海道核医学技術セミナー(http://kitakaku.com/), 富士フイルムRIファーマ株式会社(TEL: 011-241-
9311)
[備考] セミナー終了後、立食の情報交換会がございます.

[プログラム]
14:20-14:30 話題提供
富士フイルムRIファーマ株式会社
14:30-16:30 会員発表 
司会 北海道大野病院 画像診断部 本間 仁 先生
札幌医科大学附属病院 放射線部 浅沼 治 先生
14:30-15:30 発表1 
「自施設での心臓核医学検査の現状 」
延山会 北成病院 診療放射線科 亀田 学 先生
砂川市立病院 放射線科 藤井 一輝 先生
札幌医科大学附属病院 放射線部 蝶野 大樹 先生
北光記念病院 放射線科 近藤 優一 先生
15:30-16:30 発表２ 
「心臓核医学検査を考えてみよう！」
北海道大野病院 画像診断部 本間 仁 先生
北海道循環器科病院 診療放射線科 前田 佑介 先生
16:30-16:45 休憩
16:45-17:30 特別講演 司会 北海道大野病院 画像診断部 本間 仁 先生
「虚血性心疾患における各種モダリティの位置づけと今後 」
北海道循環器病院 心血管研究センター 山本 匡 先生

日本診療放射線技師会「診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー」
[日時] 2015年6月13日(土) 13:00-18:00 (受付開始12:30-)
[場所] 北海道放射線技師会研修センター 札幌市中央区北3条西29丁目3番2号
〒064-0823 TEL: 011-643-2713
[参加費] 無料 (非会員の方も無料です)
[応募方法] 1. FAX: 011-643-2734, 2. E-mail: hart@hok-art.or.jp
氏名, 勤務先, 件名に「フレッシャーズセミナー参加希望」と必ず明記下さい. 
[定員] 40名 (先着順, 定員になり次第募集を終了します)

[プログラム]
13:00-13:30 エチケットマナー講座
浦河赤十字病院 三浦 康成
13:30-14:30 医療安全講座
北晨会 恵み野病院 足立 晋



14:30-15:30 感染対策講座
札幌医科大学附属病院 三角 昌吾
15:30-17:30 気管支解剖講座
小樽市立病院 富田 伸生
17:30-18:00 技師会活動について
北海道放射線技師会会長 板東 道夫

EOB・プリモビストセミナー(第一報)
[日時] 2015年6月16日(火) 18:30-
[場所] 札幌教育文化会館 4階 講堂
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西13丁目
TEL: 011-271-5821
[主催] バイエル薬品株式会社
[備考] 当日は軽食をご用意しております.

[プログラム]
18:30-19:00 情報提供
製品情報提供 バイエル薬品株式会社
19:00 特別講演
座長 手稲渓仁会病院 消化器内科 副部長 辻 邦彦 先生
「仮）虎の門病院でのEOB・プリモビストの使用状況」
虎の門病院 肝臓内科 医長 齊藤 聡 先生

第11回 北海道心臓CT技術セミナー
[日時] 2015年6月17日(水) 19:00-
[場所] 札幌国際ビル 8階 国際ホール 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1
〒060-0004 TEL: 011-241-9020
[参加費] 500円
[共催] 北海道心臓CT技術セミナー, 富士フイルムRIファーマ株式会社
[問合せ先] 富士フイルムRIファーマ株式会社 札幌支店 担当 青山
TEL: 011-241-9311
[備考] X線CT認定技師更新単位 1単位 (II-3)
軽食のご用意があります.

[プログラム]
19:00 開会挨拶
19:05-20:00
座長 笹木 工 先生 (北海道大学病院)
小倉 圭史 先生 (札幌医科大学附属病院)
症例報告 「見て見ぬふりしていた!? Air Bubble」
茅野 伸吾 先生 (札幌白石記念病院)
テーマ討議 「冠動脈CT撮像・造影条件 -アンケート結果から- 」
工藤 環 先生 (札幌心臓血管クリニック)
20:00-20:45
座長 佐々木 康二 先生 (札幌心臓血管クリニック)
教育講演 「前処置について」 北光記念病院 近藤 優一 先生
20:45 閉会挨拶

札幌放射線技師会 平成27年度 第1回 イブニングレクチャー
[日時] 2015年6月18日(木) 19:00-
[会場] 札幌市教育文化会館 研修室301 札幌市中央区北1条西13丁目
〒060-0001 TEL: 011-271-5821
[参加費] 会員:無料 非会員:500円



[主催] 一般社団法人 札幌放射線技師会
[備考] 技師会のポイントの対象になりますので会員カードを持参して下さい．駐車場はありませんので公
共交通機関でお越し下さい．

[プログラム]
19:00-
「基礎からの画像診断 整形外科の単純X線撮影-上肢領域を中心に-」
講師 朋仁会 整形外科北新病院 放射線科 酒谷 隆 先生

第78回 北海道MRI画像研究会
[日時] 2015年6月19日(金) 18:45-20:40
[会場] 第一三共株式会社 札幌支店 3階会議室
〒060-0042 札幌市中央区大通西8丁目1番地8 (東京ドームホテル札幌横)
TEL: 011-221-4660 (駐車場がありませんのでご注意下さい.)
[参加費] 500円
[共催] 北海道MRI画像研究会, 第一三共株式会社
[連絡先] 代表世話人 札幌医科大学附属病院 放射線部 高島弘幸
研究会URL: http://web.sapmed.ac.jp/radiolb/mriken/index.html
[備考] 本研究会は, 日本磁気共鳴専門技術者認定機構の認定研究会です.
日本救急撮影技師認定機構の認定ポイント(2ポイント)が取得可能です.

[プログラム]
18:45-19:00 製品紹介 
第一三共株式会社
19:00-19:30 講演1
座長 札幌医科大学附属病院 放射線部 中西 光広 先生
「GE MRI: Neuro Application Updated」
GE Healthcare MR営業推進部 内海 一行 様
19:40-20:40 特別講演
座長 北海道大学病院 放射線診断科 准教授 工藤 與亮 先生
「拡散強調像の基礎から最新の臨床応用まで」
順天堂大学医学部 放射線診断学講座 准教授 堀 正明 先生

乳癌MRIセミナー
[日時] 2015年6月20日(土) 17:00-
[会場] 札幌パークホテル 3F エメラルド
〒064-8589 北海道札幌市中央区南10条西3丁目
TEL: 011-511-3131
[主催] 第一三共株式会社, GEヘルスケア・ジャパン株式会社
[備考] 講演会終了後,情報交換会を予定しております.

[プログラム]
製品紹介
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 超音波本部
OPENING REMARKS
札幌乳腺外科クリニック 院長 岡崎 稔 先生
DISCUSSION 45分 -症例検討 乳腺疾患-
座長 NTT東日本札幌病院 放射線科 医療技術主任 佃 幸一郎 先生
症例1 札幌乳腺外科クリニック 副院長 佐藤 文彦 先生
症例2 札幌医科大学医学部 消化器・総合, 乳腺・内分泌外科学講座 助教 島 宏彰 先生
症例3 勤医協中央病院 乳腺センター 外科医長 後藤 剛 先生
TOPICS 45分
座長 札幌乳腺外科クリニック 放射線科 主任 山岸 妃早代 先生
「乳腺造影超音波検査の臨床での活用法 -when and how?- 」



演者 北海道大学病院 超音波センター 副部長 西田 睦 先生
LECTURE 45分
座長 札幌医科大学医学部 消化器・総合, 乳腺・内分泌外科学講座 講師 九冨 五郎 先生
「乳房MRI診断 -新しいBI-RADSガイドラインと実践のマネージメント」
演者 東京医科歯科大学医学部付属病院 放射線科 講師 久保田 一徳 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

第10回 オホーツクマルチスライスCT談話会
[日時] 2015年6月27日(土) 14:30- (開場14:00)
[場所] 北見赤十字病院「大講堂」北見市北6条東2丁目1番地
〒090-0026 TEL: 0157-24-3115
[参加費] 500円 (事前の参加申し込みは不要です)
[備考] 本談話会は, 日本救急撮影技師認定機構・日本X線CT専門技師認定機構が認定する学術講演会です.
日本救急撮影技師認定機構の認定ポイント(2ポイント)が取得可能です.
日本X線CT専門技師認定機構の認定単位(3単位)が取得可能です.

[プログラム]
開会挨拶 第10回当番幹事 遠軽厚生病院 佐々木 泰輔



14:35-14:50 製品紹介
「造影剤腎症とその対策」第一三共株式会社
14:50-18:30 Conference Presentation　
14:50-15:00 第1部 施設紹介
「北見赤十字病院」
座長 遠軽厚生病院 中島 光明
演者 北見赤十字病院 伊藤 卓也
15:10-16:40 第2部 シンポジウム
「救急医療に必要とされる画像診断-CT検査のアドバンテージ-」
座長 北見赤十字病院 長島 正直, 網走厚生病院 二俣 芳浩
1) ERドクターの立場から 小清水赤十字病院 太田 圭
2) 脳神経外科領域 網走脳神経外科・リハビリテーション病院 鈴木 崇史
3) 心血管領域 遠軽厚生病院 矢内 陽友
4) 腹部領域 網走厚生病院 岩間 寛
5) 全身外傷領域 加藤 紘充 
16:50～17:30 第3部 特別企画報告
「名物企画で振り返る談話会10年の歩み-キウイからBBまで-」
プレゼンター 小清水赤十字病院 岩田 雄一, 網走脳神経外科・リハビリテーション病院 伊藤 幸平
17:30～18:30 第4部 特別講演
「心臓CT検査を成功させる為の基礎知識」
座長 遠軽厚生病院 佐々木 泰輔
演者 JCHO北海道病院 山口 隆義 
閉会挨拶 代表幹事 北見赤十字病院 長島 正直

第41回 北海道ヘリカルCT研究会
[日時] 2015年7月18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 北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1
TEL: 011-817-1010
[事務局] 北海道大学病院 診療支援部 担当 笹木
〒060-8648 札幌市北区北14条西5丁目 TEL: 011-706-5692
[備考] 北海道ヘリカルCT研究会 ホームページURL: http://hct.umin.jp/index.html

[プログラム]
テーマ: CTに関する演題
発表: 1演題 発表7分, 質疑3分 (時間厳守)
発表形式: PCプレゼンテーションのみ
優秀演題を選考し, 表彰させて頂きます.

第2回 札幌放射線技師会マンモグラフィ技術講習会
[日時] 2015年9月26日(土)-27日(日)
[会場] 北海道対がん協会札幌がん検診センター 札幌市東区北26条東14丁目1-15
〒065-0026
[定員] 50名
[申し込み受付期間] 2015年6月1日-27日 (6/27消印有効 期日厳守)
[申込方法] 札幌放射線技師会ホームページ（www.hok-art.or.jp/sapporo/）より
「要綱・申込用紙」をダウンロードし, 必要事項を明記の上, 郵送にてお申し込み下さい.
[申込先] 〒065-0026 札幌市東区北26条東14丁目1-15
北海道対がん協会 札幌がん検診センター 放射線技術部内
事務局担当 寺田 武司 宛て

 

＊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
今月も北海道支部会メールマガジンを購読頂きありがとうございます．
昨年の秋季学術大会以降すっかり地味な生活が続いていますH大病院Tです．

最近ネタになる話も無いので，少し前の話になります．

ー昨年の学会も無事終わり平穏な日々を取り戻した冬のある夜ー

ニセコで大雪が降っているとの情報を得て，昨今スノボに行けないうっぷんを晴らすため，
妻に内緒で夜中こっそり雪山へドライブすることにしました．
妻には病院に行ってくると言って，病院近くでiPhoneのGPSをOFF!!

コースは，札幌→毛無峠→赤井川経→ニセコ町周遊→中山峠→札幌の約230kmにしました．
大体22時に出発して朝までには帰宅できる距離．走りごたえありますよね？

まず最初のアトラクションポイントは毛無峠．
僕の車はFRなので，毛無峠のヘアピンツルツル路面をふりふりしながら走ります．
平凡な毎日には無い刺激がそこにはありますね．

毛無峠の後には赤井川で倶知安方面へ抜ける道へ進むのですが，そこがアトラクションポイント2．
夜中，そこはまるで非圧雪のゲレンデ！！
路肩に（いや，どこが路肩かわからない）車を停めようもんなら脱出不可能な積雪量です．
ですので，ノーブレーキでひたすら走ります．
トラックの残した氷の塊なんかバンパーにあたったらどうしよう…なんて考えながらひたすら突き進みま
す．

また，自車高が低いので，ラッセル車の様に雪をかきあげます．
ハイドロプレーニング現象じゃないんでしょうが，積雪のせいで車がふわふわ浮く様な感覚に…
まるでスノーボードのようだ！！と興奮しながらニセコに到着．

そのまま引き返して（コンビニも埋まるので…）今度は最後のアトラクションポイント中山峠へ．時間は
夜中の3時．
ここはよくホワイトアウトするので走っている感覚が無くなってかなりドキドキです．

途中何度が埋まりそうになりながらも何とか中山峠を下山し，7時に無事来札．
ガソリン代は飲みに行くより安いし，ストレス発散できてかなりハマりました．

そしてこの時期の札幌はなんと積雪0cm…うちの車だけに雪がベッコしついていても妻は全く気がつかな
いのでした．
（この後何度か同コースを遠征していますが，まだバレていません…）
以上，今年の冬もニセコ遠征が楽しみでならないTでした．

おしまい
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