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お知らせ
学会誌第71巻8号の論文・企画記事目次が決まりました！
http://www.jsrt.or.jp/mokuji.pdf
北海道の先生方の論文が掲載されます．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
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/shuki43/?p=454
発表者の皆様へを掲載しました．
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/shuki43/?page_id=483

第72回日本放射線技術学会総会学術大会の概要と演題募集について
第72回総会学術大会から，春の総会学術大会は発表スライドとCyPosを全面英語化します．
スライドの英語化に関しては【発表者の皆様へ】をご参照ください．
【発表者の皆様へ】
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/soukai72/?page_id=338

英語スライド作成のための教育コンテンツのご紹介
http://www.jsrt.or.jp/data/news/21246/
第72回総会学術大会から口述発表もCyPosもスライドはすべて英語となります．
英語スライド作成の参考になる教育コンテンツは以下になります．是非，ご覧ください．

ECR2016での口述研究発表の奨励について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/21287/

放射線医療技術学叢書(27) 「X線CT撮影における標準化～GALACTIC～(改訂2版)」の発刊のお知らせ
http://www.jsrt.or.jp/data/news/21292/

医療安全情報
平成27年10月１日より医療法改正(第6条の11)に伴い医療事故調査制度が施行されます．
http://www.jsrt.or.jp/data/wp-content/uploads/2013/07/iryoujiko-chousaseido.pdf

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/

公益財団法人 日本放射線技術学会 北海道支部学術大会 第71回秋季大会
[日時] 2015年11月14日(土)-15日(日)
[会場] 北海道大学 臨床講義棟(臨床大講堂，第3講堂，第4講堂)
〒060-0814 札幌市北区北14条西6丁目 TEL: 011-716-1161(代表)
[演題登録期間] 平成27年8月1日から8月31日まで　
[参加登録費] 3,000円(会員) 5,000円 (非会員) ※学生は無料(学生証提示：ただし社会人学生は有料)
[備考]プログラムは後日HPに掲載予定です．
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道内の研究会，勉強会
 

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 札幌市医師会
[備考] 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
「膵炎の画像診断」
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

北海道放射線技師会放射線管理委員会・機器管理委員会合同企画
放射線管理学講座-その2-



[日時]
第2回 2015年9月12日(土) 15:00-17:00(受付14:00-)
第3回 2015年10月3日(土) 15:00-17:00(受付14:00-)
第4回 2015年10月31日(土)15:00-17:00(受付14:00-)
[会場] 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
[受講料] 1講座 500円 非会員：1講座 5,000円 (受講料は当日徴収します)
[申し込み] FAX: 011-643-2734 メール: hart@hok-art.or.jp
各回受講前日まで受け付けます.
URL: http://www.hok-art.or.jp/wp-content/uploads/2015/08/2015kanri.pdf

[プログラム]
第2回 2015年9月12日(土) 15:00-17:00
法令関係(医療法を中心として総論)
札幌医科大学医学部 教育研究機器センター
ラジオアイソトープ部門 佐藤 香織

第3回 2015年10月3日(土) 15:00-17:00
放射線管理上の施設設計(X線装置を中心にした遮へい計算)
札幌医科大学附属病院 放射線部 浅沼 治

第4回 2015年10月31日(土) 15:00-17:00
総まとめ 放射線被ばくを科学する
札幌医科大学附属病院 放射線部 武田 浩光

医用画像管理セミナー in 札幌
[日時] 2015年9月12日(土) 13:30–18:30
[会場] 北海道情報大学 サテライト会場
〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1-1 緑苑ビル4階
[参加費] 日本医用画像管理学会 会員：3,000円 その他：5,000円
[申込み方法] URL: http://www.jsmim.jp/index.php/2015/08/11sapporo/
[募集人数] 40名(先着順)
[主催] 日本医用画像管理学会(JSMIM)

[プログラム]
13:00- 受付開始
13:30-14:30
「マンモグラフィ担当者のためDICOM入門」
熊本大学医学部附属病院 池田 龍二
14:40-15:50
「マンモグラフィ用カンファレンスシステム」
パナソニックメディカルソリューションズ株式会社 佐藤 卓治
「トモシンセシスの構築と運用」
国立研究開発法人 がん研究センター中央病院 井原 完有
16:00-17:10
「モニタの基礎と運用＋今後の最新動向CSDFについて」
バルコ株式会社ヘルスケア事業部 角元 祐幾
「マンモグラフィ用モニタの品質管理」
社会福祉法人恩賜財団済生支部大阪府社会 大阪府済生会中津病院 藤田 秀樹
17:20-18:30
「施設紹介」
JR札幌病院 秋林 毅幸
KKR札幌医療センター 阿部 裕子
北海道対がん協会 札幌がん検診センター 黒蕨 邦夫



札幌放射線技師会 平成27年度 学術研修会
[日時] 2015年9月17日(木) 19:00-
[会場] 札幌医科大学記念ホール

〒060-0061 札幌市中央区南1条西18丁目291番20
[会費] 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ください．
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-
急性腹症のCT “Q&A”
講師 勤医協中央病院 放射線2科 舩山 和光 先生

第110回 日本医学物理学会学術大会
[日時] 2015年9月18日(金)-20日(日)
[会場] 北海道大学医学部学友会館フラテ
〒060-8638 札幌市北区北15条西7丁目 TEL: 011-706-5018
[大会長] 山本 徹
[主催] 一般社団法人 日本医学物理学会
[共催] 一般社団法人 日本ラジオロジー協会，一般財団法人 医学物理士認定機構，一般財団法人 日本医学
物理士会
[URL] http://www.jsmp.org/conf/110/

※第4回放射線治療品質管理講習会・医学物理講習会(医学物理士認定機構主催)は18日に下記別会場で開催
[会場] 共済ホール
〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 共済ビル6階 TEL: 011-251-7333

北海道医療情報技師会 第7回勉強会 in あさひかわ
[日時] 2015年9月26日(土) 14:00-17:00(受付開始：13:30)
[会場] 医療法人仁友会 北彩都病院 6階ホール
〒070-0030 旭川市宮下通9丁目2番1号 TEL: 0166-26-6411
[会費] 1,000円(学生無料)
[主催] 北海道医療情報技師会
[後援] 日本医療情報学会北海道支部
[問合せ先] 北海道医療情報技師会事務局
E-mail: hokkaido.hit@gmail.com
[備考] 医療情報技師更新ポイント 3ポイント
医療情報技師の有資格者の方は，「医療情報技師認定証」を忘れずにお持ちください．
勉強会終了後には情報交換会を予定しています

[プログラム]
テーマ「診療情報管理士と考えよう！情報の管理から地域連携まで」
14:00-15:00 講演
「診療情報管理士の業務と診療情報の電子保存への関わり」
旭川医科大学病院 経営企画課 診療情報管理係 大井 晃治
15:15-17:00 ワークショップ・パネルディスカッション
1) 医療情報技師から見る診療情報管理の課題
名寄市立病院診療部 診療情報管理室 昆 貴行
2) 退院時要約を一元的に管理するための工夫と課題
旭川医科大学病院 経営企画課 診療情報管理係 鳴海 彩香
3) 他院との画像連携におけるトラブルと運用面での対策



北彩都病院 放射線科，旭川放射線技師会ネットワーク委員会 山代 浩二
4) パネルディスカッション
診療情報管理士が医療情報技師に期待すること
診療情報管理士と医療情報技師の協働の重要性

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17回 CT.MRI談話会
[日時] 2015年9月30日(水) 18:30-
[会場] 大川原脳神経外科病院 旧外来ロビー(救急玄関から入ってエレベーター前を左折)
〒050-0082 室蘭市寿町1丁目5番2号 TEL: 0143-44-1519
[演題募集] 締め切り:2015年9月5日(土)
大川原脳神経外科病院 放射線部 川口まで

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．

医用画像情報の管理・運用における実務者向けセミナー
[日時] 2015年10月24日(土) 10:00-17:30
[会場] 北海道情報大学 松尾記念講堂
〒069-8585 北海道江別市西野幌59番2 TEL: 011-385-4411



[参加費] 5,000円(冊子2,000円を含む) 学生2,000円(冊子代のみ) 当日会場受付にて集金
[参加資格] 医用画像情報の管理/構築/運営に係る方・提供するベンダーの方(認定資格等は不問)
[参加人数] 80名
[申し込み] HPの登録フォームより事前参加登録をお願いします．定員80名で締め切ります．
[主催] 日本医用画像情報専門技師会 URL: http://www.jmiis.org/
[後援] 日本医用画像情報専門技師共同認定育成機構,日本放射線技術学会,医療情報部会,
日本医療情報学会北海道支部(申請中),北海道医療情報技師会(申請中)
[事務局] 日本医用画像情報専門技師会(JMIIS) 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-15
[備考] 医用画像情報専門技師ポイント（申請中）,医療情報技師ポイント（申請中）

[プログラム]
10:00-10:20 (20分)
1.「日本医用画像情報専門技師会について」-医用画像情報専門技師の役割-
日本医用画像情報専門技師会 会長 守本 京平
10:20-11:20 (60分)
2.「標準化導入の意義と実際」-試験に出るかも？標準化・現場で使う標準化-
日本医用画像情報専門技師会 理事 向井 まさみ
11:20-12:10 (50分)
3.「医療機関のネットワーク構築について」-ポイントと障害対策-
シスコシステムズ合同会社 公共・医療担当シニア・ソリューション・アーキテクト
兼務 ビジネス・デベロップメント・マネジャー 岩丸 宏明
12:10-13:10 (60分) 休憩
13:10-14:00 (50分)
4.「医療システムのDB構築技術からデータ2次利用まで」-HIS・RIS・PACS連携を考慮したDBとは-
日本オラクル株式会社 データベース事業統括 ソリューション本部 公共SC部 伊藤 義顕
14:00-14:50 (50分)
5.「DICOMの活用」-患者個人被ばく線量の管理について-
放射線医学総合研究所 医療情報室長 奥田 保男
14:50-15:40 (50分)
6.「(仮)医用画像情報専門技師が考える画像情報」-システム・運用・データ活用-
日本医用画像情報専門技師会 監事
北海道大学大学院 医学系研究科 核医学分野 准教授 志賀 哲
15:40-15:50 (10分) 休憩
15:50-16:40 (50分)
7.「医療情報システムの構築と運用」-その現実と期待-
北海道情報大学 教授 上杉 正人
16:40-17:30 (50分)
8.「地域医療連携」-地域医療・病院データの二次利用・最前線の動向-
日本医用画像情報専門技師会 顧問
厚生労働省 政策統括官付情報政策担当参事官室室長補佐 中安 一幸

第12回 十勝超音波検査研究会
[日時] 2015年10月31日(土) 13:50-17:30
[会場] 帯広協会病院 3F「講堂」
〒080-0805 帯広市東5条南9丁目2 TEL: 0155-22-6600
[参加費] 1,000円
[共催] 十勝超音波検査研究会，東芝メディカルシステムズ株式会社，第一三共株式会社
[後援] 十勝臨床検査技師会，十勝放射線技師会

[プログラム]
「はじめよう関節エコー -上肢運動器エコーとリウマチ検査の基礎-」
司会：社会医療法人 北斗 北斗病院 臨床検査科 田中 絹代 先生
13:50-14:00 Opening Remarks
十勝超音波検査研究会 代表幹事 田村 悦哉 先生



14:00-15:45 Special Lecture 1 & Hands-on
座長：刀圭会 協立病院 放射線科 上田 章裕 先生
「上肢疾患の超音波検査の実際」
演者：北海道大学病院 整形外科 講師 船越 忠直 先生
16:00-16:20 Information
「低流速血流イメージング：SMI Superb Micro-vascular Imagingのリウマチへの応用」
東芝メディカルシステムズ株式会社
「超音波診断用造影剤ソナゾイド(R)注射用のご紹介」
第一三共株式会社
16:20-16:30 Lecture
「胆嚢癌の肝直接浸潤評価に造影超音波検査を用いた症例」
演者：北海道社会事業協会 帯広病院 臨床検査科 大村 雅子 先生
16:30-17:30 Special Lecture 2
座長：JA北海道厚生連 帯広厚生病院 放射線技術科 中村 俊一 先生
「リウマチ超音波検査 -リウマチってなんですか？-」
演者：NTT東日本札幌病院 臨床検査科 三森 太樹 先生

＊上記の内容は8/24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．

＊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
今月もメルマガを読んでいただきましてありがとうございます．旭川のFです．

お盆を過ぎて，北海道の短い夏が終わろうとしていますね．本当に短くて悲しくなってきます．
毎年のことながら，お盆を過ぎると急激に寒くなってくるのは不思議ですよね．
皆様，朝晩は冷える時期に差し掛かってきましたので体調管理にはお気を付けください．私は高熱でダウ
ンしましたが・・・.

先日，年に一度開催される道北6市市立病院対抗の野球大会に参加してきました．
今年は留萌開催ということで，内陸生まれ内陸育ちの私は，海の幸が楽しみで楽しみで意気揚々と乗り込
みました．

土曜日はレセプションです．
新鮮な魚介は期待をはるかに上回るクオリティ．
そして仲の良い野球部の仲間，一年に一度しか会う機会の無い他院の方々との楽しい宴で，気付けばかな
り素敵な感じに酔っ払っていきました．
例年，土曜日にレセプション，日曜日に大会という日程ですが，二日酔い以外で野球をしたことは過去に
一度もありませんでした．
今回こそは，0時までには就寝して万全の体調で試合に臨むことを強く心に決め，
看護師さん達との夢の中にいるかのような幸せなカラオケを途中で切り上げ，夜の街に繰り出すのも諦
め，一人で宿に戻りました．
布団に入ってウトウトし始めたころ，カラオケから帰ってきた人たちの騒ぎ声で目が覚め，
そしてなぜか彼らはそのまま私の部屋に集まり宴会が再スタートしてしまいました．
結局解散したのは午前4時．そして試合開始は9時．
吐き気が強くてアップが出来ず，試合中は膝の曲げ伸ばしが上手く出来ずにトンネル・・・.



打席では，4番を任せてもらったのにチャンスでことごとく凡打の山．
相手ピッチャーに，ボールを4-5個に分身させるという魔球を投げ込まれ，打つ手なしでした.
ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ今大会は準決勝敗退で終わりました．
間違いなく，敗因は私の二日酔い．
どうせこんなことになるならば，もっと留萌の夜を堪能しておけば良かったと後悔しています．
次の留萌開催の時は，絶対に満喫してやろうと心に誓いました．

お酒は怖いですね．
S立A病院F
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