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お知らせ
 

学会誌第71巻12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関連の情報

プログラム案と参加登録および予稿集の配布について
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/soukai72/?p=613

口述発表， CyPosのスライド登録に関して
http://www.jsrt.or.jp/gmeeting/soukai72/?p=590

平成27年度 学会表彰者の決定
http://www.jsrt.or.jp/data/news/22210/

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42回 北海道ヘリカルCT研究会
[日時] 2016年1月9日(土) 14:20-18:00
[会場] 札幌コンベンションセンター 中ホール 札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1
〒003-0006 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の認定ポイント 2ポイント



肺がんCT検診認定機構の認定単位 5単位
日本X線CT専門技師認定機構の認定単位 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
14:40-15:20 一般演題
座長
札幌白石記念病院 放射線部 茅野 伸吾
市立旭川病院 中央放射線科 大野 肇
1，「低線量胸部CT画像における逐次近似応用再構成法のノイズ低減特性 -肺野内ノイズを想定した定量
評価-」
医療法人渓仁会 渓仁会円山クリニック 健診部 放射線科 田内 慎一
2，「sparse-view CTの観点から考察したIR再構成画像評価法の一案」
北海道医薬専門学校 診療放射線学科 山下 明美
3，「SSDE(Size-Specific Dose Estimates)算出のための有効径計算に関する検討」
札幌医科大学附属病院 放射線部 溝延 数房
4，「当院のCT検査におけるCTDIvol及びDLPと診断参考レベル(DRLs)の比較」
公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 放射線2科 脇坂 謙一郎
15:20-15:50 コーヒーブレイク
15:50-16:50 RSNA発表報告
座長 札幌医科大学附属病院 放射線部 原田 耕平
「RSNA最新技術報告」
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン マーケティング本部 CTクリニカルサイエンス 徳安 真
一
「Development of a Lead-covered Case for Semiconductor Dosimeters to Perform CT Half-value Layer
Measurements」
札幌医科大学 教育研究機器センター RI部門 赤石 泰一
「Improved detection of myocardial delayed enhancement by using image subtraction technique in
cardiac computed tomography」
JCHO 北海道病院 放射線部 山口 隆義
16:50-17:50 特別講演
座長 耳鼻咽喉科麻生病院 宮下 宗治
「アーチファクトに対する新技術」
藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 准教授 辻岡 勝美

第37回 画像診断セミナー
[日時] 2016年1月29日(金) 18:30-
[会場] 釧路赤十字病院 4階講堂 釧路市新栄町21−14
〒085-8512 TEL: 0154-22-7171
[参加費] 無料
[備考] 2016年1月22日(金)までにメール又はFAX，TELのいずれかで出席される方の氏名をご連絡下さい.
(欠席される場合は，ご連絡不要です)
[問い合わせ先] 担当 釧路脳神経外科 二階堂 TEL: 0154-37-5512 FAX: 0154-37-1200 E-mail:
hoshasen@kojinkai.or.jp

[プログラム]
18:30- 講演
「MMG-US-MRIの画像連携からマンモグラフィ専門技師のこれからを考える」
放射線技術学会 乳房画像専門委員会 堀田 浩 様

Emergency Imaging Conference
[日時] 2016年2月6日(土) 15:00-18:00



[会場] 富士フイルム札幌ビル 3階 309会議室 札幌市中央区大通6丁目1
〒060-0042 TEL: 011-241-9311
[共催] Emergency Imaging Conference，富士フイルム RIファーマ株式会社
[連絡先] 011-241-9311 担当：青山
[備考] 
日本X線CT専門技師認定機構 3単位
日本救急撮影技師認定機構 2単位

[プログラム]
15:00-15:10 話題提供
「イオプロミド注「FRI」のご紹介」 富士フイルムRIファーマ株式会社
15:10-15:15 開会の挨拶
Emergency Imaging Conference 代表世話人 七戸 康夫 先生
15:15-16:00 教育講演1
座長 札幌医科大学附属病院 放射線部 三角 昌吾 先生
演題 「PPP(Pre-Procedural Planning)の有用性 -CT Volume Dataを活かしたIVR手技支援-」
演者 札幌医科大学附属病院 放射線部 鈴木 淳平 先生
16:00-16:45 教育講演2
演題 「Trauma panscanに必要な撮影技術」
演者 札幌医科大学附属病院 放射線部 小倉 圭史 先生
16:45-17:00 休憩
17:00-18:00 特別講演
座長 札幌医科大学附属病院 放射線部 平野 透 先生
演題 「救急医療における死亡時画像診断(Ai) -事件事故を見逃さない!-」
演者 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 救命救急センター 救急科 救命救急部長 七戸 康夫 先
生

第10回 3D-Neuro Imaging Conference
[日時] 2016年2月13日(土) 15:00-
[会場] 第一三共株式会社 札幌支店 3階 札幌市中央区大通西8丁目1－8
〒060-0042 TEL: 011-221-4620
[代表世話人] 札幌医科大学 脳神経外科学講座 鰐渕 昌彦
[共催] 3D-Neuro Imaging Conference，第一三共株式会社
[演題申し込み締め切り] 2016年1月16日(土)
[演題申し込み先] 札幌医科大学附属病院 放射線部 長濱 宏史
E-mail: 3dnic.nagahama@gmail.com
[一般演題 募集要項]
内容：当院の脳神経3D取り組み，診断や手術に有用だった三次元画像，新しい画像処理等，脳神経3D画
像全般
発表時間：1題10分(質疑応答込み)
発表資格：脳神経外科医，放射線科医師，診療放射線技師，その他脳神経3Dに興味のある医師，技術者

[プログラム]
一般演題&症例報告 いずれも数題募集
特別講演1
「未定」 株式会社日立メディコ MRIシステム本部 原田 邦明 様
特別講演2
「未定」 広島大学病院 診療支援部 高次医用画像部門 部門長 石風呂 実 先生

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

第20回 旭川画像セミナー
[日時] 2016年3月4日(金) 18:30-
[会場] 旭川グランドホテル 2F 旭川市6条通9丁目
〒070-0036 TEL: 0166-24-2111
[共催] 旭川市医師会，旭川放射線技師会，旭川画像セミナー，第一三共株式会社

[プログラム]
製品紹介 「非イオン性造影剤 オムニパークについて」 第一三共株式会社
代表世話人挨拶 旭川赤十字病院 放射線科 部長 峯田 昌之 先生
講演
座長 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 放射線技術科 大原 秀樹 先生
「当院におけるFDG PET-CT検査の現状」
旭川医科大学病院 診療技術部 放射線技術部門 宇野 貴寛 先生
特別講演
座長 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 放射線科 主任部長 平松 一秀 先生
「明日から役立つPETの基礎知識」
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

＊上記の内容は12/24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
S立A病院のFです．
早いもので，今年ももうすぐ終わりですね．
今年もメルマガを読んでいただき，本当にありがとうございました．この場をお借りして御礼申し上げま
す．

年末ということで，自分の今年一年を振り返ってみます．
良かったことや辛かったことなどたくさんありましたが，なんといっても今年はついに念願のマイホーム



を手に入れたことが自分の中での一番のビッグニュースです．
年明けから業者の方と毎週のように打ち合わせを行い，6月にようやく着工を迎えました．そして新居へ
の引っ越しは10月末．今は毎日楽しく生活しています．
ただ，子供がまだ小さいので，やはり色々なところに傷や汚れを作ってしまいまね…．初めは傷が一つ出
来るたびにショックを受けていましたが，もう諦めかけています.
ところで皆様はこのような言葉を聞いたことはありますか？

「3回建てないと，全てにおいて納得する家にはならない」

何度か聞かされた言葉です．間取りやら外壁，タイルなどなど，それだけ家づくりは難しいということで
すよね．今のところ大きな不満はなく過ごしてはいますが，やはり「ここはこうすれば良かった」という
ところはあるものですね．

1．トイレの壁
柔らかすぎるため，子供が爪で軽く引っ掻いただけで傷ができ，それをおもしろがってバンバン傷つけら
れました…．

2．玄関の収納
コート類をかけることが出来るように玄関に収納を作りましたが，奥行きが狭くて使い勝手が悪く，今や
物置同然…．

3．サニタリー
もう少し広くとっても良かったのかな．

これから生活していくと不満も増えるのかもしれませんが，それ以上に「こうして良かった」という点が
多いので大満足です．
ちなみに我が家の自慢は，

1．お風呂場の音響システム
2．特注のキッチン
3．とにかく収納が多い(デッドスペースを有効活用しました)
4．寝室の小上がり(いずれムーディーな雰囲気にします)
5．和室の色合い
6．少し値段が高い床材

などなど様々です．お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください(笑)．
軽い紹介でしたが，これからマイホームを予定されている方，ぜひ参考にしてみてください(参考になら
ないかもしれませんが)．

引っ越して2か月，大好きな我が家ですが，年末ジャンボが当たったらもっと広い家に建て替えます．

それでは皆様，よいお年をお迎えください．
2016年もメルマガをどうぞよろしくお願いいたします．

S立A病院F
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