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会場アクセス 

 

 

第２回             

栃木 MRI 技術研究会 
～第２回栃木 MRI 技術研究会の開催について～ 

拝啓  

盛夏の候、諸先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 平素より本会の運営ならびに活動につきまして、格別のご協力とご理解を賜 
り厚くお礼申し上げます。 

  昨年 9 月 7 日に行われました第 1 回研究会は、みなさまのご協力により約
150 名の参加者を得ることが出来、大盛況の内に終了することが出来ました。
みなさまに心よりお礼申し上げます。 

今回、第２回研究会を開催するにあたり行った、栃木県内の実態調査に対し
ましても各施設の MRI 担当者のみなさまのご協力により、高い回収率が達成で
きました。今後は、この調査結果を本研究会並びに各種学会等にて報告してい
きたいと考えております。 

本研究会は、技師、医師、看護師を問わず MRI 検査に興味がある方すべてが 
 参加できる会ですので数多くの参加をお待ちしております。 

 また、この研究会は磁気共鳴専門技術者更新のための認定研究会として登録
されましたので、県内はもとより近県の専門技術者の方々にも本研究会をご活
用頂けるものと思います。 

これからも皆様方のお役に立てる企画を開催して参る所存で御座いますので、
ご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

平成２６年７月吉日 

代表世話人 小黒 清 
 

開催日程 ： 平成２６年８月２３日（土）１３：３０～ 

会  場 ： 宇都宮東武ホテルグランデ ６F 瀧田 
〒320-0033 宇都宮市本町 5-12  

Tel 028-627-0111 / Fax 028-643-2121 

会  費 ： ５００円（＊学生の方は参加費無料です。） 
 

代表世話人     

 
獨協医科大学病院 小黒 清 

   
世話人 

    

 
足利赤十字病院 中室 智之 

 
自治医科大学附属病院 山越 一統 

 
国際医療福祉大学病院 成田 充穂 

 
栃木県立がんセンター  大野 秀幸 

 
済生会宇都宮病院 室井 悟 

 
那須赤十字病院 佐藤 統幸 

    
獨協医科大学病院 加藤 清貴 

会計・監事 
    

 
済生会宇都宮病院 小林 桂 

   

＊本会は日本磁気共鳴専門技術者認定機構により、磁気共鳴専門 

技術者認定更新点数５単位の認定を受けております。 



－ プ ロ グ ラ ム － 

《機器展示》 １３:３０ ～ 

＊本会に先立ち展示開始致しますので、是非ご観覧下さい。 

出展メーカー：１８社（最終ページをご参照下さい。） 
   

 総合司会  獨協医科大学病院 加藤 清貴 

《情報提供》 １４:００ ～ １５:００ 

 ①ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社、②日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ株式会社、 

 ③ｾﾝﾄ･ｼﾞｭｰﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社、④ﾊﾞｲｵﾄﾛﾆｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社、 

 ⑤ﾊﾞｲｴﾙ薬品株式会社  5 社 

《開会の辞》            獨協医科大学病院 小黒 清 

《基調講演》１５:００ ～ １５:２０   

座長  足利赤十字病院 中室 智之 

『 撮像する上での各ﾊﾟﾗﾒｰﾀが画像に与える影響 Part2 』  

            バイエル薬品株式会社   水内 宣夫 先生 
 

《技術セッション》１５:２０ ～ １６:１０   

座長  自治医科大学附属病院 山越 一統 
国際医療福祉大学病院 成田 充穂    

『 リウマチ疾患における手の MRI の検討 』  

     自治医科大学附属病院 中央放射線部  柴田 欣也 先生 

『 MRI 検査室スタッフで急変時 

          シミュレーションを行って 』  

     足利赤十字病院 放射線科部 深澤 千穂  先生 

     外来・検査治療部門放射線科  看護師 齋藤 広美 先生 

『 栃木県における MRI 検査に関わる実態調査 』 

                 栃木 MRI 技術研究会 世話人 

                           栃木県立がんセンター 大野 秀幸 
   

－ coffee break － 

＊Break 中、メーカーセッションと機器展示を同時進行します。 

《メーカーセッション》１６:１０ ～ １７:１０ 

座長  那須赤十字病院  佐藤 統幸 
済生会宇都宮病院 室井 悟  

『 MRI 最新技術：腹部（肝臓）を中心に 』 
       ｼｰﾒﾝｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）MR ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部 大澤 勇一 先生 

『 東芝 MRI 最新情報 ～臨床トピックスと最新技術～ 』 
             東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株）MRI 営業部 甲斐 征八 先生 

『 サイレントスキャンと局所励起撮像の臨床画像 』 
   GE ﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）画像診断機器営業技術 MRI 担当 丸山 功男 先生 

『 dStream テクノロジー UPDATE 』 
      （株）ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾓﾀﾞﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 井上 泰吉 先生 

『 Oval Patient Bore が作り出す新たな MRI 検査 』 
             （株）日立ﾒﾃﾞｨｺ CT・MR 営業部 市川 真仁 先生 

  
 

《特別講演》１７:１０ ～ １８:００ 

座長  獨協医科大学病院 小黒 清 
 

『 脳血管病変の MRI  

       －IVR 適応疾患を含めて－ 』  
足利赤十字病院 放射線診断科  

部長 潮田 隆一 先生 
 

《閉会の辞》             済生会宇都宮病院 小林 桂 

 

＊ 研究会終了後、１階“オアシス”にて情報交換会を予定しており 
ますので、是非参加願います。（メーカーの方：参加費￥３,０００） 
 
 
 

共 催 栃木 MRI 技術研究会 

バイエル薬品株式会社 

事 務 局 獨協医科大学病院 放射線部内 

〒321-0293 下都賀郡壬生町北小林 880 

T E L  : 0282-86-1100(代) 

e-mail : k-oguro@dokkyomed.ac.jp 
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