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学会誌第71巻11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/

放射線医療技術学叢書（35）　「動画で見る医療安全 －放射線部門の危険予知トレーニング－」の発刊
について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/21603/

第8回ドイツ・イノベーション・アワード「ゴットフリー ド・ワグネル賞2016」公募について
http://www.jsrt.or.jp/data/news/21966/

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
 

第20回 札幌 Heart Imaging Club
[日時] 2015年12月4日(金) 18:50-
[会場] 第一三共株式会社 札幌支店ビル 3階 札幌市中央区大通西8丁目1-8
〒060-0042 TEL: 011-221-4627
[参加費] 500円 (事前の参加申込は不要です)
[代表世話人] 真鍋 徳子(北海道大学病院 放射線診断科 講師)
[共催] 札幌 Heart Imaging Club, 第一三共株式会社



[備考] 当研究会は, 日本X線CT専門技師認定機構の承認を得て, 認定講習会(講師 単位数1単位 受講者 単位
数1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)として開催致します．

[プログラム]
18:50- 情報提供 「非イオン性造影剤オムニパーク」 第一三共株式会社
19:00-19:45 みんなで考えるCT症例集 クイズ形式でみなさんで考えましょう!
座長 医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 放射線科 工藤 環 先生
北海道大学病院 診療支援部 笹木 工 先生
ケース1 「右心負荷の原因は?」 恵み野病院 放射線科 菅原 寛之 先生
ケース2 「裂けた血管はどれ?」 心臓血管センター北海道大野病院 画像診断部 吉田 直哉 先生
ケース3 「左室の拡大の原因?」 北海道大学病院 卒後臨床研修センター 常田 慧徳 先生
＊事前にQRコードを読み込めるアプリのご準備をお願いします.
19:45-20:00 coffee Break
20:00-20:50 特別講演
座長 北海道大学病院 放射線診断科 講師 真鍋 徳子 先生
「Assessing Coronary Physiology by Cardiac CT」
聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科 副医長 中里 良 先生

RSNA 2015 Flash Seminar
[日時] 2015年12月12日(土) 14:00-18:15
[会場] ACU（アスティ45）札幌市中央区北4条西5-1 アスティ45-16F
〒060-0004 TEL: 011-272-3838
[お申し込み方法] 申し込み締切12/4(水). 参加希望の方は, 担当営業に, もしくは特設サイト
(http://www.healthcare.siemens.co.jp/news-and-events/conferences-events-new/rsna)の参加登録専用フォ
ーム(https://krs.bz/siemens/m/rsna2015)より, 開催日の10日前までにご連絡ください. 定員80名になり次
第締め切らせていただきますので, お早めのご連絡をお願いいたします.
[問い合わせ] 担当営業, Email: Contact.Medjapan.sjkk@siemens.com

[プログラム]
14:00-14:05 開会ご挨拶
14:05-14:10 座長ご挨拶
14:10-14:45 RSNAクリニカルレポート
14:45-15:15 RSNAテクニカルレポート
15:15-15:30 休憩
15:30-15:45 Ultrasoundレポート
15:45-16:00 Angiography & Interventional X-rayレポート
16:00-16:15 Molecular Imagingレポート(分子イメージング)
16:15-16:35 Magnetic Resonanceレポート
16:35-16:50 休憩
16:50-17:10 Computed Tomographyレポート
17:10-17:30 Imaging ITレポート(画像解析ソリューションsyngo.via/PACS/クラウドソリューション)
17:30-17:50 X-ray Productsレポート
17:50-18:05 質疑応答
18:05-18:10 座長総括
18:10-1815 閉会ご挨拶
18:15 閉会

釧根支部読影セミナー
[日時] 2015年12月12日(土) 15:00-17:30
[会場] 星が浦病院 3階 会議室 釧路市星が浦大通3丁目9-13
〒084-0912 TEL: 0154-54-2500
[参加費] 会員無料(非会員 5,000円)
[申し込み] 当日直接ご来場下さい. 釧根地区のみならず全道から参加可能です.



[主催] 北海道放射線技師会, 釧根地区放射線技師会

[プログラム]
14:30 受付開始
15:00 開会
開会挨拶 北海道放射線技師会 会長 板東 道夫
釧根支部 会長 山本 綱記
15:05-15:45
「読影セミナー」 テーマ「胸部疾患について」
講演1 「胸部の画像検査」(仮)
講師 小樽市立病院 医療技術部 富田 伸生 技師
15:50-17:30
講演2 「胸部疾患の画像診断」(仮)
講師 社会医療法人禎心会 セントラルCIクリニック 副院長 玉川 光春 先生
症例検討
17:30 閉会

第2回 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(釧根支部)
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
[日時] 2015年12月13日(日) 10:00-14:30 (受付開始9:30-)
[会場] 星が浦病院 釧路市星が浦大通3丁目9-13
〒084-0912 TEL: 0154-54-2500
講義(集合場所): 星が浦病院 3階 会議室
実習: 星が浦病院 X線撮影室
[参加費] 会員無料(非会員 5,000円)
[申し込み] Email: 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.）
釧根地区のみならず全道から参加可能です.
[問い合わせ先] 北海道放射線技師会 TEL: 011-643-2713
[主催] 北海道放射線技師会, 釧根地区放射線技師会, 放射線管理委員会・放射線機器管理委員会
[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
9:30-9:50 受付開始
9:50-10:00 開講式
10:00-10:20 第1講義 移動型X線装置の機器管理
10:20-10:35 第2講義 知っておくべき移動型X線装置の関連法規
10:45-11:30 第3講義 シミュレーションソフトによる線量計算と撮影線量診断参考レベル
11:30-12:30 昼食休憩
12:30-14:00 実習（使用施設の希望により撮影部位を選択(腹部または胸部)）
14:00-14:30 閉講式 修了証授与
14:30 解散
講師 札幌医科大学附属病院 武田 浩光 氏 他
札医大管理WG, 放射線管理・機器管理各委員

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)- 
[会場] 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11/23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.
今年も残り1ヶ月となりました.これからは,クリスマスや年末年始とイベントの多い季節ですね.
皆様の中には,これらイベントに加えて忘年会や新年会が多い方もいらっしゃるのではと思います.

先日,後輩が飲み会の幹事を行うことになり,サポート役!?で一緒に幹事をすることがありました.
とはいえ,「飲み会幹事はこうあるべし！」といったことを特に持ち合わせていなく,幹事を行う上で,先輩
として何か役立つ情報を与えることができなかった気がしました.
そういえば, 過去に書店でみかけた宴会に関する本があったなと思い出し,飲み会の後でしたが読んでみま
した.
宴会の本など聞いたこともなかったので,記憶に残っていました.

「ハーバード流宴会術」児玉 教仁 大和書房 2012年発行 です.勝手ながら少し紹介させていただきます.

著者はハーバード大学経営大学院在籍中に,ビジネススクールで行われるパーティーで学んだ宴会術を,幹
事をリーダーシップ論と絡めて紹介しています.世界最高峰の大学で学ぶ宴会術というものはどれだけレ
ベルの高いことを要求されるのかと思い読み進めていきましたが,幹事として大切なおもてなしの精神や,
参加者全員への気配りといった職場の飲み会からプライベートな飲み会にも当てはめることができる内容
になっていました.
幹事の役割は,飲み会の案内から,飲み会当日,さらには飲み会翌日まで様々な気配りが必要で,幹事をこなす
ことを大切に考えている人はここまで考えて行動しているのかと驚きました.自分は恥ずかしながらほと
んどできていませんでした.
幹事はまずは自ら楽しむ事が会を盛り上げるのに大切です.飲み会が苦手な方もいるため,そういった方々
にも参加して良かったと思ってもらえる配慮も必要です.忘年会などで行うゲームやその景品をどうした
ら良いか,一次会が終わりその後の二次会へ参加してもらうにはどうしたら良いか,二次会がカラオケであ
った場合幹事は何をすべきかまで書いています.

気配りという心をもつことは飲み会の場に限らず大切なことだと感じました.気配りは,幹事の役割を教育
するにあたり後輩に伝えていくべきポイントだと思いましたが,自分でも簡単にできることではないです
し,例えできる気配りがあってもどう教えていくか難しいことでもあります.全て完璧にこなすには自身も
多くの経験が必要で,筆者も先輩と幹事をこなしていくことで仕事の教育と同様に先輩から幹事の術を学
んでいったそうです.失敗も苦労も経験したと思います.だからこそ,この気配りをここまで細やかに書くこ



とが可能なのだと感じました.
今まで幹事をするにあたって特別考えたことが無い方,飲み会シーズンに突入する前に一度この本を先輩
だと思い読む事をオススメします.この本に書かれていることを幹事は全てこなさないとダメだというこ
とはありませんし,マニュアル通りに幹事をこなすというのもつまらないし,もっと気楽に飲み会がしたい
と思うところもある方もいらっしゃると思いますが,仕事同様,宴会も細部までこだわっているという想い
をもってこなすことは素敵だと思います.

SPR大病院 S
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