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放射線技術学会雑誌　第71巻9号
こちらから閲覧できます．
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjrt/-char/ja/

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=597

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．

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
【申込期間を延長しました】
http://www.jsrt.or.jp/data/news/20966/

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．
http://jsrthokkaido.umin.jp/



 

道内の研究会，勉強会
 

第45回 北海道放射線治療研究会
[日時] 2015年10月3日(土) 12:00-18:00 (受付:12:00-，見学を含む)
[場所] 札幌東徳洲会病院 5F「センターホール」
〒065-0033 札幌市東区北33条東14丁目3-1 TEL: (代表) 011-722-1110
[参加費] 2,000円 (5F受付にて)
[施設見学] 12:00-12:40 (当日，個人情報保護の誓約書への記載が必要となります)
[主催] 北海道放射線治療研究会 URL: http://hgrt.org/
[協力] 日本放射線技術学会 北海道支部 放射線治療専門委員会

[プログラム]
13:00-13:05 施設代表者挨拶 進行 市立札幌病院 相澤 一宏
札幌東徳洲会病院 放射線治療部技師長 小島 秀樹
13:05-13:50 施設紹介
1) 製鉄記念室蘭病院 演者 清水 正洋 
2) 中村記念病院 演者 秋山 賢一 
3) 北見赤十字病院 演者 干川 隆幸 
14:00-16:20「リニアック装置の最新事情」座長 北海道科学大学 八重樫 祐司 
1)「TrueBeamの構造と制御について」 演者 バリアン(株) 菅谷 健一郎
2)「TrueBeam-Dynamic MLC and Dose Control Architecture-」 札幌東徳洲会病院 小島 秀樹
3)「エレクタリニアックの最新事情」 演者 エレクタ(株) 岩井 良夫
4)「Elekta-VMATおよびIGRT開始後4年目における現状と展望」 演者 恵佑会札幌病院 小林 勇太 
16:30-17:30 特別講演 座長 北海道大学 鬼丸 力也
「医療事故防止-ヒューマンエラーと コミュニケーションエラー-」
講師 北海道大学病院 医療安全管理部長 診療教授 南須原 康行
17:30-18:00 報告
1) データベース報告 市立札幌病院 石田 祥之
2) 治療研究会HP報告 王子総合病院 佐藤 正臣

 

第24回 ラジオロジー・ジョイント・カンファレンス
[日時] 2015年10月7日(水) 18:30-20:10
[会場] 旭川グランドホテル 2F「孔雀北の間」
〒070-0036 旭川市6条通9丁目 TEL: 0166-24-2111
[共催] 旭川市医師会，旭川放射線技師会，第一三共株式会社

[プログラム]
18:30- 情報提供
「CT用造影剤の最新の話題」
第一三共株式会社
18:40-19:10 教育演題
座長：旭川医科大学 放射線医学 教授 高橋 康二 先生
「不妊症と男性因子」
旭川医科大学 産婦人科学講座 講師 宮本 敏伸 先生
19:10-20:10 特別講演
座長：旭川医科大学 産婦人科学講座 教授 千石 一雄 先生
「婦人科領域のMRI」
京都大学大学院医学研究科 放射線医学講座（画像診断学・核医学）教授 富樫 かおり 先生



 

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)

 

X線CT認定技師指定講習会(診療放射線技師基礎講習「X線CT検査」
[日時] 2015年10月17日(土)-18日(日)
[会場] 北海道科学大学 講義棟 G棟 G103号室
〒006-8585 札幌市手稲区前田7条15丁目4-1 TEL: 011-681-2161 FAX: 011-681-3622
[主催] 公益社団法人日本診療放射線技師会
[定員] 107人 (満席)
[参加対象] 会員・非会員の方が対象です
[参加費] 会員: 6,000円，非会員: 10,000円
[内容・趣旨] 医療現場でX線CT装置を使用する診療放射線技師を対象にして，標準医療に対応して臨床現
場で活かされる資格となる「X線CT認定技師」を育成する．
[問合せ先]
公益社団法人日本放射線技師会 セミナー開催係(学術担当) TEL: 03-5405-3612

[プログラム]
2015年10月17日(土)
9:00 開場，受付開始
9:20-9:30 開会挨拶
9:30-11:00 装置管理技術
講師 耳鼻咽喉科 麻生病院 宮下 宗治
11:10-12:40 撮影技術
講師 札幌麻生脳神経外科病院 濱口 直子
12:40-13:40 昼休憩
13:40-15:10 被ばく管理
講師 千葉市立海浜病院 高木 卓
15:10-15:20 休憩
15:20-16:20 安全管理
講師 札幌医科大学附属病院 平野 透
16:20-16:30 連絡事項
16:30-17:00 確認テスト
17:00- 1日目終了，解散-

2015年10月18日(日)
9:00 開場，受付開始
9:20-9:30 認定機構からの情報提供
9:30-10:30 脳神経・頭頚部領域
講師 札幌医科大学附属病院 平野 透
10:30-11:30 胸部領域
講師 勤医協中央病院 船山 和光
11:30-11:40 休憩
11:40-12:40 心血管領域



講師 JCHO北海道病院 山口 隆義
12:40-13:40 昼休憩
13:40-14:40 上腹部領域・消化管
講師 札幌医科大学附属病院 原田 耕平
14:40-15:25 整形領域
講師 札幌医科大学附属病院 小倉 圭史
15:25-15:35 休憩
15:35-16:35 救急領域・その他領域
講師 札幌医科大学附属病院 小倉 圭史
16:35- 終了挨拶・解散

第21回 札幌テクノロジーフォーラム(第1報)
[日時] 2015年10月23日(金) 18:30-20:50
[会場] 日本生命ビル 13F 「エーザイ株式会社 札幌コミュニケーションオフィス」
〒060-0003 札幌市中央区北3条西4丁目1-1 TEL: 011-205-0235
[会費] 500円
[共催] 札幌テクノロジーフォーラム，エーザイ株式会社
[代表世話人] 札幌医科大学附属病院 放射線部 平野 透

[プログラム]
18:30-20:50 特別講演
テーマ「金属アーチファクト」
演者
「造影剤に関する最近の知見」
エーザイ株式会社
KKR札幌医療センター 斗南病院 放射線部 平井 寛能 先生
名古屋市立大学病院 中央放射線部 大橋 一也 先生
[備考]当日は軽食をご用意いたしております．

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

平成27年度 公益社団法人 日本診療放射線技師会 北海道地域学術大会 「変化への対応-実践から発展へ-」
[日時] 2015年10月24日(土)-25日(日)
[会場] 札幌市教育文化会館 4階講堂
〒006-0001 札幌市中央区北1条西13丁目 TEL: 011-271-5821 FAX: 011-271-1916

[プログラム]
(第1日目)2015年10月24日(土) 14:00-18:00
13:00- 受付開始
13:45-13:55 開会式
14:00-16:00 一般演題
16:15-18:00 特別講演
1.特別講演 16:15-17:30
「放射線被ばくについて(仮題)」
講師:札幌医科大学附属病院 副部長(技師長) 武田 浩光 技師
2.会員との質疑討論 17:30-18:00

(第2日目)2015年10月25日(日) 9:30-12:00
9:30-12:00 読影セミナー テーマ「腹部領域」
「腹部画像検査について(仮題)」
講師(技師):JA北海道厚生連倶知安厚生病院 加藤 公規 技師
「腹部画像読影のポイント(仮題)」



講師(医師):小樽市立病院 放射線診断科 医療部長 南部 敏和 先生
12:00 閉会式

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

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

＊上記の内容は9/23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．

＊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
メールマガジンをご購読いただきありがとうございます．
K赤十字病院のYです．

先日ラグビーワールドカップイングランド大会で世界ランキング13位の日本代表が3位の南アフリカ代表
に勝利するという歴史的快挙を成し遂げました．

メディアでも大きく取り上げられ現在多くの注目が集まっております．

ネットでは日本代表が南アフリカ代表に勝利するということがいかにすごいことなのかをわかりやすい
(?)例えでいくつか紹介されています．

「サッカーで言えば11人のクリスティアーノロナウドに日本が勝つ」
→　わかる

「野球で言えば東海大相模がソフトバンクに勝つ」
→　なんとなくわかる

「レスリングで言えば桐谷美鈴が吉田沙保里に勝つ」
→　もはや同じ競技選手の比較じゃないしそもそも桐谷美鈴は選手じゃない

「ドラゴンボールで言えばクリリンがフリーザに勝つ」
→　戦闘力10000vs530000(スカウターによる測定)

「ガンダムで言えばフラウボゥがボールに乗ってシャアの乗るジオングに勝つ」
→　棺桶vsニュータイプ専用モビルスーツ

などなど，ラグビー関係者の9割以上が勝てるはずないと予想していたわけで当然私もその一人ですが，
そこまで期待されていなかったのかと少し悲しい気持ちにもなります．

スコットランド戦は完敗でした．

日本の実力から言えば妥当な結果にも思えますが，この後のサモアやアメリカとは実力が拮抗しており両
方勝利すれば決勝トーナメントに進む可能性は高く，それこそ奇跡です．

4年後の2019年はワールドカップが日本で開催され，札幌ドームでも試合が行われる予定です．

イングランド大会をきっかけに日本ラグビーの人気が復活し，収容人数41410人の札幌ドームが満員にな
ることを切に願います!

 

札幌では「オータムフェスト2015」が開催されており連日大盛況のようですが，釧路管内では「あっけ
し牡蠣まつり」が10月3日(土)から12日(月)まで開催されます．

たぶんオータムフェストでも新鮮な牡蠣を食べられると思いますが，皆様には是非厚岸町まで足を運んで
いただき，もっと新鮮な牡蠣や旬の魚介を安価で堪能していただければと思います．

私はオータムフェストに行くことにします!

Y
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