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お知らせ

学会誌第71巻7号の論文・企画記事目次が決まりました！
http://www.jsrt.or.jp/mokuji.pdf

Radiological Physics and Technology Volume 8, Number 2, July 2015の論文目次が決まりました！
http://www.jsrt.or.jp/mokuji_rpt.pdf
北海道からは2名の先生方の論文が掲載されております．おめでとうございます！！

第43回日本放射線技術学会秋季学術大会プログラム概要(2015/7/21)
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/shuki43/?p=454

平成28年度 学術調査研究班の募集
http://www.jsrt.or.jp/data/news/20959/
応募締切：平成27年9月13日（日）

若手研究者育成のための研究個別指導プログラム　平成27年度受講生募集
http://www.jsrt.or.jp/data/news/20966/
若手研究者の育成を目的として，研究のエキスパートが個別指導を行うプログラムを新たに設けました．

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/

 

道内の研究会，勉強会
 

診療放射線技師基礎技術講習 MRI検査 北海道地域(北海道)
[日時] 2015年8月23日(日) 9:00-
[場所] 北海道放射線技師会研修センター
〒064-0823 札幌市中央区北3条西29丁目3-2 TEL: 011-643-2713
[会費] 会員3,000円 非会員10,000円
[定員] 50人
[申し込み受付期間] 2015年6月29日-2015年8月2日
JART情報システムにログインしてお申し込みください．



URL: http://www.jart.jp/activity/lifelong_study/ib0rgt0000002i6a.html
[主催] 日本診療放射線技師会

[プログラム]
9:00- 受付開始
9:25-9:30 開講式
9:30-10:15 1限 MRI装置
市立旭川病院 川崎 伸一
10:15-11:00 2限 安全管理
市立旭川病院 川崎 伸一
11:05-11:50 3限 基礎原理
札幌医科大学附属病院 長濱 宏史
12:40-14:10 4限 撮像技術1 (パルスシーケンスと画像コントラスト)
北海道大学病院 杉森 博行
14:15-15:45 5限 撮像技術2 (アーチファクト，脂肪抑制法，MRI用造影剤，部位別検査[脳・脊髄・その
他，正常解剖含む])
札幌医科大学附属病院 中西 光広
15:50-16:35 6限 画像・性能評価
札幌医科大学附属病院 長濱 宏史
16:45-17:15 7限 確認テスト
17:15- 閉講式

平成27年度 第2回 イブニングレクチャー
[日時] 2015年8月27日(木) 19:00-
[会場] 札幌市教育文化会館 4階 講堂
〒060-0001 札幌市中央区北1条西13丁目 TEL: 011-271-5821
[会費] 会員:無料 非会員:500円
[主催] 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．

[プログラム]
19:00-
「冠動脈CTA～ハイボリュームセンターのあれこれ～」
医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 放射線部 佐々木 康二 先生

第3回 学術セミナー
[日時] 2015年8月28日(金) 18:30-
[会場] 旭川厚生病院 別館
〒078-8211 北海道旭川市1条通24丁目111 TEL: 0166-33-7171
[主催] 旭川放射線技師会

[プログラム]
18:30- 特別講演1
「CTC(CT colonography)の検査技術」
講師 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 医療技術部 放射線技術科 葛巻 裕 先生

特別講演2
「カプセル内視鏡における検査の流れと所見について(仮)」
講師 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 消化器科 医長 伊藤 貴博 先生

第22回 北海道神経画像研究会(案)
[日時] 2015年8月29日(土) 15:00-18:00
[会場] TKPガーデンシティ札幌駅前 3階ホール 3C



〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目19 TKP札幌ビル TEL: 011-252-3165
[会費] 1,000円
[共催] 北海道神経画像研究会 日本メジフィジックス株式会社(TEL: 011-873-7725)
[後援] 日本核医学技術学会北海道地方会
[備考] 研修会終了後，3階ホール 3Dにて情報交換会を予定しております．

[プログラム]
15:00-15:05 代表世話人挨拶
15:05-15:20 1.多施設共同研究中間発表
座長 社会医療法人 禎心会病院 放射線部 科長 高橋 正昭 先生
「線条体ファントムを使用した実験の中間報告 -北海道神経画像研究会多施設共同研究-」
社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院 診療放射線科 大西 拓也 先生
15:20-15:50 2.教育講演
座長 社会医療法人 禎心会病院 放射線部 科長 高橋 正昭 先生
「リハビリテーションの現状(仮)」
医療法人明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院 リハビリテーション部 部長 言語聴覚士 薮 貴代美 先生
15:50-16:50 3.アセタゾラミド適正使用指針をふまえて
座長 社会医療法人医仁会 中村記念病院 放射線部 山下 幸孝 先生
・日本メジフィジックス株式会社 製品企画第一部 渡辺 清貴
16:50-17:00 休憩
17:00-18:00 4.特別講演
座長 社会医療法人医仁会 中村記念病院 放射線部 山下 幸孝 先生
「脳卒中の画像診断 -基礎と最近のトピックス-」
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 脳卒中統合イメージングセンター 部長 中川原 譲二 先生

第5回 北海道機能画像診断研究会
[日時] 2015年9月12日(土) 14:00-18:00
[会場] 札幌全日空ホテル 3階 鳳の間
〒060-0003 札幌市中央区北3条西1丁目2-9 TEL: 011-221-4411
[会費] 500円
[共催] 北海道機能画像診断研究会 富士フイルムRIファーマ株式会社
[後援] 北海道医師会 札幌医師会
[備考] 当研究会は以下の学会の承認を得て開催いたします 日本X線CT認定技師 3単位
講演終了後，情報交換の場を設けております

[プログラム]
製品紹介 「非イオン性尿路・血管造影剤 イオプロミド注FRI」
開会の挨拶 玉木 長良 先生
-各モダリティの最新のトピックス-
教育講演
14:00-14:40 RI (PET)
司会 旭川医科大学 高橋 康二 先生
「悪性リンパ腫の治療効果判定」
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科画像診断・核医学分野 教授 立石 宇貴秀 先生
14:40-15:20 CT
司会 市立札幌病院 寺江 聡 先生
「膵炎の診断」
金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 経血管診療学 教授 蒲田 敏文 先生
15:20-15:30 休憩
15:30-16:10 MRI
司会 札幌医科大学 畠中 正光 先生
「MRIによる心筋組織性状の診断 最近の進歩と将来展望」
三重大学大学院医学系研究科 放射線医学教室 教授 佐久間 肇 先生
16:10-16:50 IVR



司会 北海道大学 作原 祐介 先生
「Therapeutic lymphangiography」
高知大学医学部 放射線医学講座 教授 山上 卓士 先生
16:50-17:00 休憩
17:00-18:00 特別講演
司会 北海道大学 玉木 長良 先生
「放射線医療の位置づけと今後の方向性」
九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野 教授 本田 浩 先生
閉会の挨拶 玉木 長良 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 〒065-0026 札幌市東区北26条東14丁目1-15 
[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

第9回 3D-Neuro Imaging Conference
[日時] 2015年10月10日(土) 15:00-
[会場] 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番地8 TEL: 011-221-4660
[共催] 3D-Neuro Imaging Conference 第一三共株式会社
[代表世話人] 札幌医科大学 脳神経外科学講座 鰐淵 昌彦 先生

[プログラム]
15:00-
特別講演1 アミン株式会社
特別講演2 イービーエム株式会社 八木 高伸 先生 (工学博士)

第24回 北海道脳PET・SPECT研究会
[日時] 2015年10月24日(土) 13:00-
[会場] ニューオータニイン札幌
〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1 TEL: 011-222-1111
[事務局] 北海道大学大学院医学研究科 脳神経外科学分野
〒060-8638 札幌市北区北15条西7丁目 TEL: 011-716-1161(内線5987) FAX: 011-708-7737 
[共催] 北海道脳PET・SPECT研究会 富士フイルムRIファーマ株式会社 日本メジフィジックス株式会社

[プログラム]
特別講演としてASLの基礎及び臨床応用のパイオニアでおられる，
福井大学医学部 病態解析医学講座 放射線医学 教授 木村 浩彦 先生
をお迎えして，ご講演を賜る予定です．

 

＊上記の内容は7/24時点の情報をもとに掲載しております．

＊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
いつもメルマガを読んでいただきありがとうございます．
8月に入ります．北海道の夏の研究会情報が今年も集まりました．

夏は，ビールの季節です．と，思う方が多いかもしれません．
私もビールが好きです．が，私にとって
夏は，アイスコーヒーの季節でもあります．
ホットコーヒーも好きですが，夏はやはり氷で冷やされたコーヒーがいいですね．
コーヒーは毎日1~2杯飲んでいます．
メルマガを読んでいる中にも，毎日飲む人って，案外いるのではないでしょうか．

最近，日本の研究チームが，習慣的なコーヒーの摂取と死亡との関連について追跡研究を行い，
それを論文化した事がニュースになりました．
コーヒーを1日3~4杯飲む人の死亡リスクは，何も飲まない人に比べて24%低い結果が出たそうです．
また，心疾患，脳血管疾患，呼吸器疾患死亡については，コーヒーを摂取することにより有意な低下がみ
られたそうです．
クロロゲン酸というコーヒーに含まれる成分が，血糖値を改善するとともに抗炎症作用の働きもあるこ
と，
カフェインの気管支拡張作用などといった作用が関連しているのではないかという報告でした．
（詳しい内容はインターネットなどで検索してみてください．）
中毒性もあるといわれるカフェインが含まれているコーヒーはあまり健康に良いイメージが無かったので
すが，
このような報告をすることで，コーヒーの印象が大きく変わる気がしました．（もちろん過剰摂取は良く
ないと思います．）
長期間に渡り研究を行い，従来のイメージを変える結果を生み出したということに関して，
私にとってはひとつ得るものがあったニュースだと感じています．

サードウェーブコーヒーの流行に拍車をかける情報となり，コーヒー党がさらに増える予感がしました．

今，コーヒーショップには，アイスコーヒー用の豆や器具が売られており，麦茶感覚でアイスコーヒーを
作る器具もあります．
今年の夏は，お気に入りの豆を見つけて，アイスコーヒー作りに挑戦してみたいと思っています．
皆様もぜひ!!

SPR大病院S
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