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お知らせ
学会誌第71巻6号の論文・企画記事目次が決まりました！
http://www.jsrt.or.jp/mokuji.pdf
北海道から原著論文が出ております。おめでとうございます！！

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/

[本部からのお知らせ] 
診断参考レベルの公開について
我が国の医療放射線防護における長年の懸案であった診断参考レベル（「最新の国内実態調査結果に基づ
く診断参考レベルの設定」：通称 「DRLs 2015」あるいは「診断参考レベル 2015」 ) が平成27年6月7日
14時にリリースされました．
J-RIMEホームページ　http://www.radher.jp/J-RIME/

 

道内の研究会，勉強会
NPO法人 日本消化器がん検診精度管理評価機構 第5回 苫小牧地区勉強会
[日時] 2015年7月1日(水) 18:00-20:00
[場所] 養生館　苫小牧日翔病院　2階会議室
〒053-0803 苫小牧市矢代町2丁目9−13
[連絡先] 苫小牧日翔病院 放射線科 鳥越
TEL:0144-72-7000（内線135）
E-mail:torikoshi.nissyou.rt@gmail.com
[後援] 苫小牧放射線技師会

第19回 北海道CR研究会 in 釧路 FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2015 in 釧路
低線量撮影を追及したX線画像診断システムと最新画像処理技術,およびその使用経験
[日時] 2015年7月4日(土) 13:30-17:15(開場13:00-)
[場所] アクア・ベール 2F 高砂   〒085-0013 釧路市栄町8丁目3
[北海道CR研究会 事務局] NTT東日本札幌病院 放射線科
〒060-0061 札幌市中央区南1条西15 TEL:011-623-7120
[お問い合わせ先] 富士フイルムメディカル株式会社 札幌支店・帯広 



〒812-0011 帯広市大通南10-8 帯広フコク生命ビル5F TEL:0155-28-3730(平日9:00~17:30) FAX:0155-28-
3720

[プログラム]
司会 名雲 北斗 先生 　医療法人秀友会 札幌秀友会病院 放射線科
開会の挨拶 鈴木 信昭 先生 北海道CR研究会代表幹事,NTT東日本札幌病院 放射線科
山本 綱記 先生 釧根地区放射線技師会 会長 　　　　　 　 
社会医療法人 孝仁会 診療放射線部 統括部長
葛城 巧二 富士フイルムメディカル株式会社 北海道地区営業本部長
13:50-14:30 講演 2015年 新製品情報と低線量技術のご紹介
座長 田中 伸博 先生 社会医療法人医仁会 中村記念病院 放射線部
講師 金田 和幸 富士フイルムメディカル株式会社 MS部
14:30-14:40 休憩　機器展示ご覧頂けます
14:40-15:10 講演1 FPD導入における期待と効果
座長 鈴木 信昭 先生 北海道CR研究会代表幹事,NTT東日本札幌病院 放射線科
講師 遠藤 祐孝 先生 日本赤十字社総合病院 釧路赤十字病院 放射線科部
15:10-15:20 休憩　機器展示ご覧頂けます
15:20-16:20 講演2 FPDの使用経験~各施設の現状報告
座長 渡邊 晃 先生 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 放射線技術科
実例1 FPD導入しました!
講師 藤田 茂雄 先生 市立札幌病院 放射線部
実例2 ほぼフルFPD化 - 運用後の現状
講師 八十嶋 伸敏 先生 NTT東日本札幌病院 放射線科
実例3 CRと比較したFPDの利点
講師 宮本 佳史子 先生 国立大学法人 北海道大学病院 放射線部
16:20-16:30 休憩　機器展示ご覧頂けます
16:30-17:15 講演3 FPDの使用経験~各施設の現状報告
座長 小田 まこと 先生 国立大学法人 北海道大学病院 放射線部
実例1 FPD導入による業務の変化
講師 赤田 博秋 先生 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 診療技術部
実例2 ポータブルX線撮影装置「CALNEO Go」
澤田 真吾 先生 社団法人北海道勤労者医療協会中央病院 放射線科
閉会の挨拶　鈴木 信昭 先生 北海道CR研究会代表幹事,NTT東日本札幌病院 放射線科

第48回 ライラックカンファレンス
[日時] 2015年7月10日(金) 18:30-20:15
[場所] KKRホテル札幌 5F 丹頂
〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目 TEL:011-231-6711
[会費] 500円
[事務局] 北海道大学大学院医学研究科核医学分野 TEL: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 北海道大学大学院医学研究科 核医学分野 准教授 志賀 哲 先生
「CTとSPECT Fusionの当院での利用状況について」
独立行政法人 地域医療機能推進機構 北海道病院 放射線部 山口 隆義 先生
「心臓MRIとFDG PETのFusion画像の検討」
北海道大学大学院医学研究科 核医学分野 真鍋 治 先生
「たこつぼ心筋症の画像診断 -核医学を中心に—」
札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 村上 直人 先生
19:15-20:15 特別講演
座長 北海道大学大学院医学研究科 核医学分野 教授 玉木 長良 先生



「心臓核医学の現状と新しい展開 —ヨットは向かい風で前に進む-」
長崎大学原爆後障害医療研究所
アイソトープ診断治療学研究分野 教授 工藤 崇 先生

第16回 北海道PET研究会プログラム
[日時] 2015年7月11日(土) 14:00-17:10
[場所] 北海道大学医学部学友会館 フラテホール
〒060-8638　札幌市北区北15条西7丁目　
TEL: 011-716-2111(代表)
[会費] 1,000円
[代表世話人] 玉木 長良
[事務局] 北海道大学大学院医学研究科核医学分野 TEL:011-706-5152
http://nuclear.hokudai.me/
[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]
14:00 開会の辞
14:05-15:35 一般演題
座長 札幌医科大学 放射線診断科 山 直也 先生
1,「FDG-PET/造影CT —癌の核医学診断から総合画像診断へ-」
苫小牧市立病院 放射線科 久保 公三 先生
2,「心サルコイドーシスのFDG PET/絶食時間延長の前後」
函館五稜郭病院 PETセンター 梶　智人 先生
3,「メチオニンPETによる脳腫瘍診断」
北海道大学大学院医学研究科 核医学分野 平田 健司 先生
4,「18F-FDG認知症研究の撮像について」
セントラルCIクリニック 放射線部 越智 伸司 先生
5,「当院における13N-ammoniaによる心筋血流PET検査」
釧路孝仁会記念病院 診療放射線科 安藤 彰 先生
6,「MRIで地図状分布を呈した肝びまん性腫瘍線病変のPET所見」
旭川厚生病院 卒後臨床研修医 赤羽 裕一 先生
15:50-17:10 特別講演
座長 北海道大学大学院医学研究科 核医学分野 玉木 長良先生
1,「心サルコイドーシスのPETと臨床」
独立行政法人 放射線医学総合研究所 上席研究員 吉永 恵一郎 先生
2,「臨床に役立つ心サルコイドーシスの知識」
社会医療法人 北海道循環器病院 副院長 堀田 大介 先生

苫小牧放射線技師会　平成27年度技術セミナー
[日時] 2015年7月11日(土) 14:30-18:45
[場所] 苫小牧市王子総合病院 講堂
〒053-8506 苫小牧市若草町3丁目4番8号 TEL:0144—32-8111
[主催] 苫小牧放射線技師会
[後援] 北海道放射線技師会
[備考] 日本X線CT専門技師認定機構の認定講習会(講師単位数１単位 受講者単位数３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)として開催されます.

[プログラム]
14:30-15:00 核医学製剤メ－カ－からの情報提供
核医学検査の核種と心臓解析ソフトの紹介 富士フイルムＲＩファ－マ株式会社 河合 駿佑 日本メジフィジ
ックス株式会社 峯村 悠
15:00-17:30 心臓に関わる検査を知る 各モダリティから検査法,症例について
進行 医療法人北晨会恵み野病院 我孫子 尚，浦河赤十字病院 石川 辰美



超音波検査 医療法人社団 養生館 苫小牧日翔病院 照澤 和仁
核医学検査 王子総合病院 川原 章夫
血管造影　 苫小牧市立病院 大島 貴仁
MRI検査 市立千歳市民病院 奥山 憲輔
CT検査1 王子総合病院 川村 真一
CT検査2 医療法人北晨会恵み野病院 菅原 寛之
総合討論
17:30-18:45 特別講演 技術学会北海道支部ライブラリー
座長 医療法人北晨会恵み野病院 菅原 寛之
「心臓CT検査を成功させる為の基礎知識」
独立行政法人地域医療機能推進機構JCHO北海道病院
放射線部 副技師長 山口 隆義 先生

北海道放射線技師会 放射線管理委員会・放射線機器管理委員会合同セミナー 「移動型 X 線装置使用時に
おける患者からの散乱線量測定」
[日時] 2015年7月11日(土) 14:00-17:30 (13:30より受付)
[場所] 札幌医科大学附属病院 
〒060-0061 札幌市中央区南1条西16丁目 TEL:011-611-2111
講義(集合場所):臨床教育棟地下1階会議室 　実習:放射線部X線撮影室
[問い合わせ先] 北海道放射線技師会 TEL.011-643-2713
[応募方法] E-mail:hart@hok-art.or.jp 北海道放射線技師会宛に申し込み下さい. 
(氏名,勤務先を明記,件名を「管理委員会合同セミナー参加希望」としてください)
[参加費] 北海道技師会会員は無料,非会員は5,000円
[備考] 受講にあたり持参するもの: 1,筆記用具 2,ノートパソコン(線量計算を行いますので持参可能な方は
持参下さい.)

[プログラム]
移動型X線装置の機器管理および使用時に於ける散乱線量測定に関する講義と散乱線量の測定実習
13:30- 受付開始 13:50- 開講式 14:00-14:20 第1講義 移動型X線装置における機器管理と実践
14:20-14:35 第2講義 知っておくべき移動型X線装置の関連法規 
14:45-15:30 第3講義 シミュレーションソフトによる線量計算と診断参考レベル
15:45 実習 17:20 閉講式 修了証授与 17:30 解散 講師:札幌医科大学附属病院 武田 浩光,札医大管理WG,放
射線管理・機器管理各委員

第41回 北海道ヘリカルCT研究会
[日時] 2015年7月18日(土) 14:20-17:50
[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
[参加費] 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ポイント(2ポイント),肺がんCT検診認定機構認定単位(5単位),
日本X線CT専門技師認定機構認定単位(3単位)

[プログラム]
14:20-14:30 製品紹介
非イオン性造影剤「オムニパーク」 第一三共株式会社
14:40-15:30 一般演題
座長 札幌医科大学附属病院 放射線部 原田 耕平
 札幌心臓血管クリニック 放射線科 佐々木 康二
1,「高分解能撮影における再構成関数のMTF評価」
札幌厚生病院 医療技術部 放射線技術科 津元 崇弘
2,「CARE kVを用いた低管電圧肝臓CT検査の基礎検討」



北見赤十字病院 医療技術部 診療放射線科 加藤 紘充
3,「Dual Energy CTを用いた脂肪肝の脂肪成分の定量評価の検討」
医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 診療技術部 板谷 春佑
4,「320列4DCT撮影による大動脈弁・僧帽弁の描出」
社会福祉法人 函館厚生院 函館中央病院 診療放射線技術科 加我 真朗
5,「TAG解析を用いた心筋虚血推定の試み」
社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 医療部 放射線科 大須田 恒一
15:30-16:00 コーヒーブレイク
16:00-16:50 技術講座
座長 耳鼻咽喉科麻生病院 宮下 宗治
「0.25mm*128列の超高精細CTの開発と初期臨床評価」
国立がん研究センター中央病院 放射線診断科 長澤 宏文
16:50-17:50 特別講演
座長 JCHO 北海道病院 放射線部 山口 隆義
「画像再構成法の新技術 -FIRST(Full IR)を中心に-」
広島大学病院 診療支援部 画像診断部門 藤岡 知加子

第38回 函館磁気共鳴技術懇話会
[日時] 2015年7月30日(木) 18:30-20:00
[場所] 函館脳神経外科病院 2F 多目的ホール
〒041-0832 函館市神山1丁目4-12 TEL:0138-53-6111
[お問い合わせ] 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,マリンクロットジャパン株式会社,株式会社 日立メディコ
[後援] 函館放射線技師会
[備考] 本会は,日本磁気共鳴技術者認定機構の認定研究会である.

[プログラム]
18:30‐18:45 情報提供 マリンクロットジャパン株式会社 多田 和義
18:45-20:00 講演
司会 市立函館病院 中央放射線部 真壁武司
「診療放射線技師賠償責任保険について-当院における事例紹介-」
函館脳神経外科病院 放射線科 岩本 勝一 先生
「日立 MRI における頭頚部領域を中心とした最新アプリケーション」 株式会社日立メディコ 国内MR・
CT営業本部 八杉 幸浩 先生

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
メールマガジンvol.138最後まで読んでいただき，ありがとうございます．
今月のメールマガジンを担当しております，H医療センターのF田です．

夏至を過ぎ，だんだんと夏が近づいてますね！！早くビアガーデンに行きたいF田です．
たまの息抜きは効率よく作業をこなすのには重要ですから，早くビアガーデンに行きたいと思います！

皆様は普段，どのように息抜きをしているでしょうか？休日に登山，ドライブ，寝る…などあると思いま
す．私は…普段はあまり公言しないのですが，結構マンガ好きです…いい大人になってなんですが，いま
だに楽しく読んでいます．

なんとなく真面目じゃないような印象がある（自分だけ？）マンガですが…．
”スタバ”で”小説”はおしゃれなのに”スタバ”で”マンガ”は暇そうな印象があると思いませんか？
理由なき迫害ですね！！笑

そんなマンガについて，今回は少し掘り下げてみようと思います．

マンガ（漫画・コミック）
1, 視覚情報を絵として提示する（文章による説明ではない）．
2, 絵は話の展開を動的に描写し，情報の本質部分を占める（挿絵とは異なる）．
3, 聴覚情報は人物のセリフは文字として，音が擬音として表現される．
ただし，音楽は擬音ではなく絵やコマの行間のようなもので表現される場合が多い．
4, コマやフキダシなど独特の形式に沿っている．　　（Wikipediaより引用）

つまり，絵そのものが様々な概念の複合体という素晴らしい情報伝達ツールなのです！！

また，江戸時代には「富嶽三十六景」で有名な葛飾北斎も「北斎漫画」という作品を出しています．
その時代から，「漫符」と言われる”汗”や”涙”などの感情や感覚を視覚化した，漫画ならではの符号が使
用されているそうです．

いかがでしょうか？北海道の漫画好きの皆様！！

もうスタバで漫画も怖くないですね．
明日からは，自信を持って「葛飾北斎に影響を受けて，この本を読んでいるんだ！」と叫びましょう！！

以上，メーマガジンvol.138編集後記でした．

おしまい

H医療センター F田
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