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お知らせ
 

学会誌第71巻10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．

平成28年度 国外の大学等への短期留学生の募集について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/21577/

平成28年度 国際研究集会派遣会員(前期)の募集について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/21580/

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/

専門部会誌-秋号(電子版)の閲覧について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/21540/

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．また，メールマガジン臨時号でも発行配信致します．
http://jsrthokkaido.umin.jp/



 

道内の研究会，勉強会
 

第79回 北海道MRI画像研究会
[日時] 2015年11月6日18:40-
[会場] 第一三共株式会社 札幌支店 3階会議室 札幌市中央区大通西8丁目1-8
〒060-0042 TEL: 011-221-4660
[参加費] 500円
[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
[共催] 北海道MRI画像研究会，第一三共株式会社
[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]
18:40-18:50 製品紹介 第一三共株式会社
18:50-19:20 講演1
座長 札幌医科大学附属病院 放射線部 鈴木 淳平 先生
「3テスラに挑む．ポジショニングの工夫で画質改善」
北海道大学病院 診療支援部 放射線部 石坂 欣也 先生
19:20-19:50 講演2
座長 禎心会病院 放射線診断科 医長 庄内 孝春 先生
「ASLの応用技術で得られる頭蓋内血行動態の新知見」
北海道大学病院 放射線診断科 助教 藤間 憲幸 先生
20:00-20:50 特別講演
座長 北海道大学病院 診療支援部 放射線部 杉森 博行 先生
「第7・第8脳神経描出とその機能-画像と神経機能との関係-」
北海道大学大学院 保健科学研究院 医用生体理工学分野 准教授 坂田 元道 先生

第15回 北海道腹部造影エコー・ドプラ診断研究会
[日時] 2015年11月7日(土) 14:30-
[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1-8 TEL: 011-221-4627
[代表幹事] 旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野 麻生 和信
[当番幹事] JA北海道厚生連 札幌厚生病院 第2消化器内科 長川 達哉

[プログラム]
特別講演
「胆膵領域の超音波診断，治療(仮)」
東京医科大学 消化器内科学分野 講師 祖父尼 淳 先生

平成27年度 釧根地区放射線技師会地域学術大会 
[日時] 2015年11月7日(土) 15時00-受付開始 [会場] アクア・ベール 3階 末広の間 釧路市栄町8-3
〒085-0013 TEL: 0154-23-8211 [参加費] 会員無料，非会員500円
[連絡先] 釧路脳神経外科 放射線科 釧路市芦野1丁目27番
〒085-0061 TEL: 0154-37-5512 (内線130) E-mail: hoshasen@kojinkai.or.jp 担当: 二階堂
[主催] 一般社団法人 北海道放射線技師会 釧根地区放射線技師会

[プログラム]
15:30-16:30 会員研究発表
座長 市立釧路総合病院 近藤 哲弘
1. ヨード造影剤がMRI画像に与える影響 釧路孝仁会記念病院 小西 秀則
2. 1.5T MRI画像におけるASL撮像条件の基礎検討 星が浦病院 村上 昂史



3. Revolution CTの使用経験 市立釧路総合病院 澤村 直樹
4. 胸腹部CTにおける上肢アーチファクトの影響 釧路孝仁会記念病院 戸澤 拓也
5. 腹部撮像条件におけるSSDEに係る補正係数の推定 釧路脳神経外科 白石 祐太
6. デジタルX線TVシステムZEXIRA FPD1314の使用経験 釧路中央病院 川越 誠
16:45-17:45 基調講演
座長 星が浦病院 丹代 正志 『釧根地域の防災について』 釧路市役所総務部防災危機管理監 佐々木 信裕
先生

第12回 北海道心臓CT技術セミナー
[日時] 2015年11月11日(水)19:00-
[場所] 札幌国際ビル 8階 国際ホール 札幌市中央区北4条西4丁目1番地
〒060-0004 TEL: 011-241-9020
[参加費] 500円 軽食のご用意がございます．
[連絡先] 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
[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
[備考] X線CT認定技師更新単位 1単位 (2-3)

[プログラム]
19:00 開会挨拶
19:05-19:55
座長 小倉 圭史 先生 (札幌医科大学附属病院)，近藤 優一 先生 (カレスサッポロ北光記念病院)
症例報告1 「演題名未定」
工藤 環 先生 (札幌心臓血管クリニック)
症例報告2 「TBT法を上手に取り入れる虎の巻！-導入から定着までの道-」
板谷 春佑 先生 (手稲渓仁会病院)
20:00-20:45
座長 笹木 工 先生 (北海道大学病院)
教育講演「冠動脈CT検査の造影手法について」
JCHO北海道病院 山口 隆義 先生
20:45 閉会挨拶

第35回 道南神経放射線セミナー
[日時] 2015年11月18日(水) 18:45-
[場所] ベルクラシック函館　北海道函館市梁川町4-11
〒040-0015　TEL:0138-55-1200
[連絡先/事務局] 市立函館病院 中央放射線部 函館市港町1丁目10番1
〒041-0821 TEL: 0138-43-2000 (内線3145) 真壁 武司
[参加費] 500円
[共催] 道南神経放射線セミナー，大塚製薬株式会社
[後援] 函館放射線技師会，道南脳神経外科懇話会

[プログラム]
18:45-19:00 情報提供
「新しい作用機序をもったPPIタケキャブ」大塚製薬株式会社 医療情報担当 信崎 高志
19:00-19:30 講演
座長 函館中央病院 放射線科 田島 考祐 先生
「1.5T MRIにおけるASLからわかること」
演者 函館中央病院 放射線科 佐藤 慎也 先生
19:30- 特別講演
座長 脳神経セントラルクリニック 院長 松崎 隆幸 先生
「当院における脳灌流画像の臨床応用」
演者 中村記念病院 放射線科 主任医長 尾野 英俊 先生



第1回 オホーツクMSCT談話会セミナー
[日時] 2015年11月27日(金) 19:00-(開場18:00)
[会場] 北見赤十字病院 北館5階 「看護研修室」北見市北6条東2丁目
〒090-0026 TEL: 0157-24-3115
[会費] 500円
[共催] オホーツクマルチスライスCT談話会，第一三共株式会社
[後援] オホーツク放射線技師会
[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(1単位)が取得可能です．

[プログラム]
製品紹介 「オムニパーク最新情報」第一三共株式会社
Conference Presentation
特別講演1 「フィリップスCT最新技術と画像再構成法の進化」
座長 北見赤十字病院 長島 正直
演者 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン CTモダリティスペシャリスト 草山 裕介
特別講演2 「iCT Eliteの使用経験」
座長 北見赤十字病院 長島 正直
演者 網走厚生病院 二俣 芳浩

第65回 北海道血管造影・Interventional Radiology研究会
[日時] 2016年2月20日(土) 13:00(予定)- 
[場所] 札幌市教育文化会館 4F 講堂 札幌市中央区北1条西13丁目
〒060-0001 TEL: 011-271-5821
[一般演題 募集要項] 
[口演時間] 発表5分，討論3分(予定) [発表形式] PCプレゼンテーション [演題] 演題名，所属，演者名(全員)
を記入し，下記宛までお送り下さい．
[演題送付先] バイエル薬品(株) 北海道支店 高橋宏成 E-mail: hironari.takahashi@bayer.com TEL: 011-241-
3705 FAX: 011-210-1243
[演題締切] 2015年11月24日(火)必着 [抄録] 400字以内(演題，演者名を含む)を研究会当日ご提出下さい．
抄録は日本IVR学会誌に掲載されます． 
[問い合わせ先] 手稲渓仁会病院 放射線診断科 櫻井康雄
E-mail: sakurai@tkeijinkai.gr.jp TEL: 011-681-8111 E-mailでのお申し込みは，演題受理の通知をE-mailで
お知らせいたします． 1週間以内に演題受理の通知が届かない場合は，正常に受理されていない可能性が
ありますので，バイエル薬品 高橋宏成までお問い合わせ下さい．

[プログラム] 特別講演
「(仮題)HCCに対するnew FP療法を中心に」
公立八女総合病院 肝臓内科 部長 永松洋明 先生

＊上記の内容は10/23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
いつも北海道支部メルマガをご購読いただきありがとうございます。



今月の編集後記を担当させて頂きますH大病院のTです。

昨日、実に15年ぶりでしょうか、Tはとある週刊誌（マンガ）を買いました。

というのは、最近巷で話題になっている「診療放射線技師」が主人公のマンガ「ラジエーションハウス」
をぜひ一度読んでみたかったからです。

今まで、医療関係のマンガやドラマ等がありましたが、「診療放射線技師」にスポットをあてた作品をT
は見たことがありません。

連載をしているグランドジャンプの公式HP(http://grandjump.shueisha.co.jp/manga/radiation.html)には、
下記のあらすじがありました。

「我々の病を見つけるのは、目の前の主治医だけではなかった！
病の原因を探り、レントゲンやCTで病変を写し出す診療放射線技師。
さらには画像を読影し病気を診断する放射線科医。
現代医療を支える「画像診断」の世界──。
そこで働き、患者の病、怪我の根源を見つけ出す放射線のエキスパートたちの戦いを描く!!」

また先週発売された第一話では、診療放射線技師は放射線科医とともに世間にあまり知られていない、と
いう設定で話が進んでいきます。

マンガの冒頭はこんな見出しで始まります。「知っていましたか？、画像から病気の診断をするスペシャ
リスト達がいることを、、、」

自意識過剰かもしれませんが、なんな少し照れくさい気もしますし、ちょっと大げさじゃない？？って気
もします。

読者には、診療放射線技師とはこんな職業だ！！と連想させるため、多少説明的なやり取りで話が進んで
いくので、全く知識の無い人が見ても意外とすんなり話を読み進めて行けます。

物語の舞台は、「甘春（あまかす）総合病院」。

主人公の「五十嵐　唯織（いがらし　いおり）」（28歳）をはじめ、放射線技師として登場する人たちも
がなんだか濃いキャラなメンツばかり。

主人公は、中途採用で甘春（あまかす）総合病院に就職し、社会人1年目の広瀬裕乃（ひろせひろの）も
一緒に就職しました。

放射線部門の技師のメンツは、強面の技師長、ちょっとセクシーなアラサー女性技師、パソコンパーツオ
タク、口数の少ないイケボ（イケメンボーイ）などなど…

登場する技師の一人で、新人の女性技師「広瀬　裕乃」のセリフにも「個性的な人たちばかりですね…」
というのがありました。

皆さんの周りでも個性的な人多くないですか？？私は妻に変わり者だとよく言われますので、この類いに
入るのかもしれません…

また、私たちの職場で起きていることが、意外と自然に描かれていて、それがそんなに不自然な感じはあ
りません。

これまたネタバレになるので詳しくは書けませんが、関係者しか分からないあるあるが細部にまで描かれ
ていてマニアックだなぁと感じました。

しかも、意外と画像検査に関する知識もちょこちょこ入っています。

第一話はまだまだ触りの部分ですので、2話以降、どんな展開になっていくのでしょうか？？

また、「医療診断ミステリー」のサブタイトルがありますので、これからどの様な方向に話が進んでいく
のか今後のの展開がとても楽しみです。



監修が筑波大学サイバニクス研究センターの診療放射線技師の五月女康作さんだそうですので、なんと北
大の医療技術短期大学の卒業者との情報を得ています。原作を書かれた横幕智裕氏も北海道出身とのこと
で、何か縁がありそうですね。。。

「ラジエーションハウス」
グランドジャンプにて連載　毎月第1、第3水曜日発売　税込 315円

漫画：モリタイシ
三重県出身。1999年に「ちょんまげ番長」で週刊少年サンデー（小学館）の新人マンガ賞「まんがカレ
ッジ」入賞。翌2001年に週刊少年サンデー超（小学館）に掲載された「招福祈願ダルマイト・ガイ」で
プロデビューを果たした。代表作は「いでじゅう！」「RANGEMAN」など。現在、2009年5月に創刊し
たゲッサンで「まねこい」を、2009年8月に創刊した月刊！スピリッツ（ともに小学館）で「今日のあす
かショー」を連載中。

原作：横幕智裕（よこまく・ともひろ）
北海道出身。脚本家・マンガ原作者・構成作家。 現在、グランドジャンプ（集英社）にて「ラジエーシ
ョンハウス」を連載中。主な作品：「Smoking Gun 民間科捜研調査員 流田縁」「明日をあきらめない　
がれきの中の新聞社～河北新報のいちばん長い日」「137億年の物語」「横山秀夫サスペンス～自伝」
｢殺しの女王蜂」など。

この「ラジエーションハウス」の連載開始でWebを初めとしたメディアで診療放射線技師が取り上げられ
ています。
マンガの人気次第では、テレビでアニメやドラマ化なんかも夢じゃない？？かもしれません。

私たちの職業にスポットがあてられる大変貴重なチャンスです。
メルマガ購読者の皆様もぜひ一度読んでみてください！！

北大病院　T
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