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－会告－ 

第１１１回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会のお知らせ 
 

 

定款第１４・１５条に基づき、第１１１回総会を下記のとおり開催いたします。 

ご多忙中とは存じますが、万障お繰合わせの上、ご出席下さいますよう、謹んでご案内申し上げます。 

総会の詳細につきましては議案書をご参照下さい。 

なお、欠席される場合には委任状を３月１３日までに必着するようにご提出下さい。 

記 

日 時： 平成３１年３月１７日（日） １３：３０～１５：００ 

場 所： 神戸市勤労会館 ３０８号室 神戸市中央区雲井通５丁目１－２ 

 

～総会後研修会のお知らせ～ 
 
日 時： 平成３１年３月１７日（日）総会終了後１５時頃～１７時 

講 演① 「有給義務化でどうなる!? 社員の働き方と職場風土」

講 師： 入江 佳一郎 様 

ひょうご仕事と生活センター外部相談員 

（株式会社ランプ・スミス代表取締役） 

講 演② 「如何にしてモチベーションを維持するか!?」 

講 師： 京谷 勉輔 様 

      神戸大学医学部附属病院 放射線部 主任 
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１月２０日（日）奈良県 かんぽの宿奈良で行われました第

３０回近畿地域放射線技師会囲碁大会は、１回戦は奈良

県との対戦で勝利し幸先の良いスタートとなりました。午後

の対戦も１勝１敗となり最終戦で京都府と優勝を争うことと

なりました。京都府と兵庫県とも勝利しましたが、個人戦の

勝利数が１勝差で京都府が優勝を収め、惜しくも兵庫県は

２位となりました。最後に囲碁に興味のある方は毎月第２

土曜日午後から技師会事務所にて月例会を行っています

ので参加をお願いします。（初心者の方は初歩から囲碁を

教えていきます） 

大会成績： 優勝：京都府  準優勝：兵庫県 

３位：和歌山県 ４位：奈良県、５位 ：滋賀県、６位：大阪府 

 

 

 

 

第７回兵庫県放射線技師会読影セミナーを下記要領

にて開催させて頂きます。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、万

障お繰り合わせの上、ご出席賜ります様お願い申し上げま

す。 

日 時： 平成３１年３月２日(土)１４：３０～１７：００ 

場 所： エーザイ株式会社 神戸コミュニケーションオフィス 

神戸市中央区東川崎町１-７-４ 

ハーバーランドダイヤニッセイビル ７F会議室 

会場がいつもと変更になっておりますので、ご注意ください 

会 費： 会員５００円 非会員２，０００円 

開会挨拶： （公社）兵庫県放射線技師会 会長 清水 操 

講 演： 

情報提供『ディシービーズを用いた動脈化学塞栓術の手

技のポイント』           講師： エーザイ株式会社 

１４：４５～１５：１５ 『被ばく管理システムの今後について』 

講 師： 富士フィルム株式会社  IT事業推進本部  

五十嵐 昭人 先生 

１５：１５～１５：４５ 

『キヤノンメディカルX線撮影装置 被ばく低減・管理』 

講 師： キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

 X線装置担当 上安 悠太 先生 

１６：００～１７：００ 

『専門医に聞く（泌尿器領域）』 

講 師： 兵庫医科大学病院 泌尿器科 

                    助教 山田 祐介 先生 

当日はご参加頂いた確認のため、ご施設名・ご芳名のご

記帳をお願い申し上げます。 

なお、ご記帳頂いた、ご施設名・ご芳名は医薬品および医

学薬学に関する情報提供のために利用させて頂くことがご

ざいます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

また、人数制限はございませんが配布資料不足の場合は

ご容赦ください。 

日本診療放射線技師会生涯学習カウント付与対象、医療

画像情報精度管理士更新カウント付与対象 

           （会場ご案内図） 

                                    

（駐車券のご用意はございません。） 

問い合わせ先：兵庫医科大学病院 放射線技術部 

池内 陽子 TEL ０７９８-４５-６２５９ 

第７回兵庫県放射線技師会 

読影セミナーの案内 

 
 

厚生委員会 

近畿地域放射線技師会 囲碁大会報告 
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日 時： 平成３１年３月１０日（日）１３：００～１７：００ 

場 所： 神戸大学病院 第一会議室 

総合司会： 原子力安全技術センター 

１３:００～ 

【開会挨拶】 

公益社団法人 兵庫県放射線技師会 会長 清水 操 

１３：０５～１４：３０ 

【講 演】 

１ 「原子力発電所の災害における現状と対策」 

関西電力株式会社神戸支社 加藤 秀雄 

２ 「原子力災害医療について」  

福山大学工学部情報工学科教授 占部 逸正 

３ 「原子力災害時の広域避難について」 

関西広域連合広域防災局課長補佐 宮本 学 

１４：４０～１５：４０ 

【講 義】 

１ 「避難退域時検査等及び除染について」 

（公財）原子力安全技術センター 

２ 「放射線測定装置の使用方法及び測定方法」 

（公財）原子力安全技術センター 

３ 原子力災害の被ばくに関するＱ＆Ａ 

（公財）原子力安全技術センター

１５：５０～１６：５０ 

【実 習】 

１ 「ＧＭサーベイメータを使用した検査実習」 

（公社）兵庫県放射線技師会  

担当 後藤、大鳥、田和、細岡 

１６：５０～ 

【閉会挨拶】  

関西広域連合広域防災局広域企画課長 中道 一義 

（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀 英敏 

 

 

 

 

今年度最後の活動になります。 

参加されてる方はかなり上手くなり９ボール、８ボール、ペ

アーマッチと真剣に楽しんでいます。今回も金曜日に活動

したいと思います。是非時間を作って参加して頂けました

ら幸いです。ご参加お待ちしております。興味のある方・や

った事の無い方も大歓迎です。基礎からレクチャーさせて

頂きます。ご参加よろしくお願い致します。 

近隣にコインパーキング多数ございます。 

日 時： 平成３１年３月１５日（金）１８：００～２１：００ 

場 所： 元町 SUN （TEL ０７８-３２１-５１３５） 

問い合わせ先：神戸労災病院 中央放射線部  

木村・興津 TEL ０７８-２３１-５９０１ 

 

 

 

会員専用サイトでは、読影セミナーでご講演いただきまし

たプレゼンデータを公開しています。 

その他、給与実態調査のアンケート結果や診療報酬改定

に関する情報も掲載しています。 

「今月のパスワード」を入力して、会員専用サイトへログイン

してください。 

 

 

３月パスワード 

「 yayoi 」 
兵庫県放射線技師会HP 

http://www.hyogo-rt.org/ 

 

 

平成３０年度 原子力災害時の放射線被ばく

の防止に関する研修会 

 
 

厚生委員会 

ビリヤード同好会 

 
 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード発行 
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兵庫県放射線技師会会誌（HART）に掲載する新入会員

紹介「技師会に輝く新星」に掲載する原稿を募集中です。 

氏名・生年月日・出身校・所属支部・勤務先・抱負・趣味と

写真を下記アドレスまで送信して下さい。 

  MAIL： hyogoradiotech@gmail.com 
 

 

 

 

浅春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶

び申し上げます。 

平成３０年度阪神支部の総会・第４回学術勉強会を下記

の通り開催いたします。 

お誘い合わせの上、ご参加くださいます様、お願いいたし

ます。 

平成３０年度 阪神支部総会 

日 時： 平成３１年３月７日(木)１８：４５～１９：００ 

場 所： 西宮市勤労会館 ４F 大会議室 

 ・ＪＲ西宮駅より徒歩５分 ・阪神電車西宮駅より徒歩６分 

       〒６６２-０９１２ 西宮市松原町２-３７ 

TEL ０７９８-３４-１６６２ 

https://www.nishi.or.jp/access/hall/kinrokaikan.html 

第４回阪神支部学術勉強会 

日 時： 平成３１年３月７日(木)１９：００～２１：００ 

場 所： 西宮市勤労会館 ４F 大会議室 

会 費： 診療放射線技師（会員）診療放射線技師以外の方５００円 

診療放射線技師（非会員）１，０００円 

プログラム：  

１．支部長挨拶      兵庫医科大学病院 前田 勝彦 

２．情報提供 「私のディシービーズの使用法  

～奈良県立医科大学～」 

 エーザイ株式会社 森本 正治 

３．発表    座長 尼崎総合医療センタ― 阿部 大佑 

1)演 題 「変形性膝関節における画像診断の役割」 

             尼崎総合医療センタ― 葦田 真之 

2)演 題 「MRI検査による膝関節撮影」 

              尼崎総合医療センタ― 小林 新 

４．特別講演         座長 明和病院 尾崎 佳弘 

演 題 「膝関節のスポーツ障害における画像診断」 

明和病院 整形外科 スポーツ整形担当部長 山口 基 

問い合わせ先： 明和病院 TEL ０７９８-４７-１７６７ 

放射線部 杉本 敦洋（内線＃２１３） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆様方には益々御清祥のことと御慶び申し上げ

ます。 

下記の通り、第５４回兵庫県放射線技師会 西播支部学

術講演会を開催いたします。 

皆様お誘い合わせの上、多数の御出席を賜りますようお

願い申し上げます。 

日 時： 平成３１年３月９日（土）１３：３０～１８：００ 

場 所： 姫路商工会議所 本館６Ｆ ６０５会議室 

姫路市下寺町４３  TEL ０７９-２２２-６００１ 

会 費： 会員５００円 会員以外１，０００円 

講演Ⅰ 『CT画像を診る！Vol.１７ 

～Display Consoleで読影補助!! MPR処理編～』 

    県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師 

講演Ⅱ 『放射線部門のデータ活用 

～線量分析と業務分析～』 

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 大越 厚 氏 

講演Ⅲ 『最新の一般撮影装置・マンモグラフィ装置のご紹介』  

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 上安 悠太 氏 

発表Ⅰ 『当院におけるマンモグラフィ機器管理の現状と

将来展望』 

姫路聖マリア病院 放射線技術課 髙城 さつき 技師 

発表Ⅱ 『頭部単純X線撮影に関する検討 

～VPシャントバルブ確認の至適撮影条件～』  

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
 

平成３０年度 阪神支部総会 

第４回阪神支部学術勉強会のお知らせ 

 
 

第５４回西播支部 

学術講演会・総会のご案内 
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県立こども病院 検査・放射線部 佐藤 衣莉 技師 

特別講演 

『検査業務に役立つ知識、および臨床画像についての読

影補助の手法 ー肝臓の検査と治療についてー』 

大阪市立大学医学部附属病院 中央放射線部 

保健主幹・技師長職兼務 市田 隆雄 先生 

※学術講演会終了後、支部総会を行います。 

【認定ポイント】日本救急撮影技師認定機構 ２ポイント、 

日本X線CT専門技師認定機構 ３ポイント 

肺がんＣＴ検診認定機構 ５ポイント 

日本診療放射線技師会  ポイント付与 

問合せ： 県立こども病院 前田 啓明まで  

TEL ０７８-９４５-７３００ 
 

 

 

 

勉強会と平成３０年度但馬支部総会を下記の日程にて開

催します。勉強会は、アンギオ装置を更新された、公立豊

岡病院の話をお聞きします。装置の特徴や使用経験を話

していただきます。最新のアンギオ装置を知るよい機会と

思いますので、興味のある方は是非お越しください。 

日 時： 平成３１年３月１３日（水）１８：１５（受付） 

１８：４５（開始） 

場 所： 公立豊岡病院互助会館 ２階大会議室 

参加費： 非会員５００円 

勉強会 

内 容： 「新アンギオ装置の使用経験」 

- フィリップス社製Ａｚｕｒｉｏｎ７シリーズＢ12/12 - 

公立豊岡病院 小牧 史典技師 

その後、平成３０年度但馬支部総会を開催します。 

問い合わせ：公立豊岡病院 放射線技術科 澤田 尚之まで 

TEL ０７９６-２２-６１１１（内線１５０２番） 
 

 

 

 

こうべ胃検診の会の開催をお知らせいたします。皆様のご

参加をお待ちしております。  

日 時： 平成３１年３月１５日（金）１８：００～ 

（健康財団へのすべての通用口は、１７時３０分以降入場

できなくなります。初めて参加される方は、必ず前もって下

記までご連絡ください。） 

場 所： 公益財団法人 兵庫県健康財団（荒田町）３階 

特別会議室 

内 容： ①高濃度製剤の適正な使い方を求めて 

（伏見製薬株式会社 片岡 洋）

②症例検討 

参加費： 会員無料・非会員１００円 

問合せ： 兵庫県健康財団 惠美 省吾 

         放射線課直通 ＴＥＬ ０７８-５７９-１４２０ 
 

 

 

 

 皆様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。日頃は支部活動にご理解ご協力を賜り誠に有難

うございます。 

 さて『東播支部定期総会＆第１６６回東播支部勉強会』

を開催します。 

 御多忙とは存じますが、是非ご出席頂いて支部会員相

互の親睦を深めるとともに知力と感性を深めてください。宜

しくお願いします。 

日 時： 平成３１年３月２８日（木） 

１９：００～２１：００ (１８：３０受付) 

場 所： 明石医療センター 南館６階会議室A・B 

               明石市大久保町八木７４３-３３ 

内 容： 

１．平成３０年度支部総会 

２．Philips社のCT画像再構成技術 ～当院での使い方～ 

明石医療センター 放射線科 杉本 優那 技師 

３．Philips社製MR装置 Ingenia1.5Tの使用経験 

明石医療センター 放射線科 片山 貴博 技師 

参加費： 会員・非会員無料 

※日本診療放射線技師会生涯教育２カウント申請中 

会員カードをご持参ください。 

問い合わせ： 明石医療センター 放射線科 久森 克利 

               TEL ０７８-９３６-１１０１（代） 
 

 

 

 

早春の候、皆様におかれましてはますますご健勝のことと

但馬支部 

勉強会と総会のお知らせ 

 
 

神戸西支部 

第１３２回こうべ胃検診の会 

 
 

東播支部定期総会 

第１６６回東播支部勉強会のお知らせ 

 
 

神戸西支部 

酒蔵にて新酒を楽しむ会 
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お喜び申し上げます。 

神戸西支部恒例の「酒蔵にて新酒を楽しむ会」を下記のと

おり開催いたします。 

皆様お誘い合わせの上、多数ご参加ください！！ 

日 時： 平成３１年３月３０日(土）１３：００～ 

場 所： 茨木酒造（手造りの酒 来楽） 

集合場所： 山陽魚住駅（１２：３０頃集合予定、詳細はご

連絡ください） 

予 算： 要相談（人数による）、２，０００円程度（新酒・お

つまみ・手打ち蕎麦など付き） 

尚、蕎麦師匠の手打ち蕎麦を用意する都合上、人数把握

が必要です。 

参加される方は、下記まで必ずご連絡下さいますようよろ

しくお願い致します。 

問合せ： 兵庫県健康財団 惠美 省吾 

      放射線課直通 ＴＥＬ ０７８-５７９-１４２０ 
 

 

 

 

皆様方におかれましては、ますます御健勝のこととお慶

び申し上げます。さて、前回の銀杏会特別塾、東京都が

ん検診センターに勤務されております消化器内科、山里 

哲郎先生講義『内視鏡検査とＸ線検査の対比』双方の検

査に携わっておられる先生ならではの、それぞれの優位

性、盲点となる部位など、実際の症例を対比しながら解説

して頂きました。また、読影の手ほどき（銀杏会症例）では、

多彩な組織形態を呈する胃底腺領域内に発生した胃型

の癌を丹念に読影して頂きをました。今回も特別塾で学ん

だ事がらを念頭に、読影精度が高まりますよう“撮影と読

影”学んで行くことにします。どうぞ、皆様のご参加お待ちし

ております。 

代表世話人 ＮＰＯ精管構胃がんＸ線検診指導講師 

大阪府信用金庫健康保険組合健康管理センター 中園 直幸                

日 時： 平成３１年３月９日（土）１４：３０～１７：３０ 

新大阪丸ビル本館 ５１１号室 

＊ＪＲ新大阪駅東口から歩いて２分ほどです。 

参加費： １，０００円  

講座Ⅰ 『読影のいろは』－ 胃と腸（症例を題材に）－ 

     講師：合志病院 中川 好久 

講座Ⅱ 『撮影法』－ 読影精度を高めるために－ 

     講師：恵生会病院 芳野 克洋 

症例検討 許諾頂いた馬場塾症例を使用しています 

お問い合わせ：合志病院 放射線科内 担当 中川 好久 

TEL ０６-６４８８-１６２９ (放射線科直通) 

＊お電話での、お問い合わせは１６：００～１７：００にお願

い致します。 

 H P： http://www.osaka-ichokai.com  

 MAIL: info@osaka-ichokai.com 
 

 

 

 

日ごとに暖かさを感じられる季節となりました。そろそろ桜

のシーズンですね。前回の定例会では本年シリーズ企画

「基礎疾患から考える〜」とし脳疾患との深い関わりを成り

立ちから勉強してゆきました。第一弾は「高血圧」を行いま

した。まずは基本となるその概念からを第１題で大手薬剤

メーカー薬剤師さんよりお話いただきました。疫学、成因・

病態生理、そして治療法と広い範囲でしたが、易しい内容

で大変良く理解出来ました。続けて第２題で脳疾患へ至る

機序を多くの図譜を用い高血圧と動脈硬化の関係をお話

いただきました。ここでは高血圧性脳内出血のメカニズム

が理解出来ました。そして、第３題では症例編で出血と共

同偏視を行いました。実例を元に眼球運動を司る組織や

出血部位別にみられる偏視の状態を簡潔にまとめていた

だきました。まさに覚えておきたいサインでしたね。 

さて、今月の定例会は下記の要項で進めてゆきます。基

礎疾患･･･脳疾患をみてゆく上で理解しておきたいですね。

多数のご参加をお待ちしております。(田上修二） 

題 目：seri.「基礎疾患から考える～不整脈と脳疾患」 

   1．仮題：「知っておきたい不整脈の基本」 

   2．仮題：基礎編「不整脈が及ぼす脳疾患」  

   3．仮題：症例編「不整脈と脳疾患」 

         こやまクリニック 画像技術科 田上 修二 

日 時： 平成３１年３月１３日（水）１９：００～２１：００ 

会 場： 神戸市立兵庫勤労市民センター 第３会議室 

（JR 兵庫駅北） TEL ０７８-５７６-０９８１ 

会 費： 会員・会員以外 ５００円  

連絡先： 吉田病院 放射線科 森 勇樹 

TEL ０７８-５７６-２７７３ 
 

第１４９回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 

 

第３０７回神戸頭部研究会のお知らせ 
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テーマ： 知る！読む！循環器科  

～心臓検査を理解するために～ 

日 時： 平成３１年３月１４日（木）１９：００～ 

場 所： 明舞中央病院 西館１階 会議室 （駐車場有）  

会 費： 会員・会員以外 ５００円 

今や疾患の診断や治療には必須である「画像診断」の中

で、CT・MRI は主力ともいえるモダリティです。以前は心臓

の検査は困難とされていましたが、現在の装置や撮影技

術の急速な進歩によって、心臓の画像診断法としてもそ

の力を発揮しています。まずは循環器疾患には欠かせな

い心電図の基礎を学び、各モダリティの役割を理解するこ

とで、精度の高い検査を提供できるようになりましょう。 

今回は第３木曜日が祝日のため日程を変更しています。

お間違いのないよう、よろしくお願いします。 

内容・講師 

「心電図 読み方・波形を拾うコツ」 

西江井島病院 智口 知美 技師 

「冠動脈CTの基礎」 

           明石市立市民病院 山内 友輔 技師 

「心臓MRI 最新技術紹介～症例を交えて～」 

北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 技師 

日本救急撮影技師認定機構 認定研究会 

日本Ｘ線ＣＴ専門技師認定機構 申請中 

日本診療放射線技師会生涯学習カウント付与 申請中 

皆さん、お誘いあわせの上ご参加ください (*^^)v 

新人の方もベテランさんも、また他職種の方々もお待ちし

ております。 

はりまCT研究会 

H P： http://harimact.wixsite.com/harima-ct 

問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科 

TEL ０７８-９１７-２０２０  内線１２６ 

羽田 安孝  須賀 俊夫 
 

 

 

早春の候、皆様におかれましてはますますご活躍のこ

ととお慶び申し上げます。 

３月度定例会を下記の内容にて開催いたします。ご多忙

中とは存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

日 時： 平成３１年３月１４日（第２木曜日） 

１８：３０～２０：３０ 

場 所： 三宮研修センター 

内 容： Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～胃下部（L領域）撮影～ 

      Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～陥凹性病変～ 

Ⅲ．｢症例検討｣ ～精密検査例・検診指摘例～ 

参加費： １，０００円/１回 

連絡先： 恵生会アプローズタワークリニック 

TEL ０６-６３７７-５６２０ 担当/中川 

MAIL: ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆 

http://ichokai.kenkyuukai.jp/ 
 

 

 

 

 

日 時： 平成３１年３月１６日（土）１４：００～１７：３０  

場 所： 神戸大学医学部附属病院 ６階 大講義室 

           （南側 学生ホールより入場） 

会 費： ５００円 （事前登録不要） 

【基礎セミナー】 １４：００～ 

① 『新人スタッフにも役立つ 心電図の見方』 

日本光電工業（株） 中村 勝暁氏 

② 『カテ室スタッフのための IABP・PCPSの基礎』 

三田市民病院 臨床工学科 深田 陽平氏 

【教育講演】 １６：００～ 

『PCIの工夫 ～知らないと損なテクニック～」  

兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科医長 

澤田 隆弘先生 

放射線技師以外のコ・メディカルの方の参加も可能ですの

で、カテ室勤務のスタッフを誘って参加していただければ

幸いです。 

お問い合わせ： 兵庫県立姫路循環器病センター 

検査・放射線部 北野 一良 

TEL ０７９-２９３-３１３１ 内線１３１４ 
 

 

 

日 時： 平成３１年３月２６日(火)１９：００～２１：００ 

会 場： 神戸市立兵庫勤労市民センター 第３会議室 

住 所： 神戸市兵庫区羽坂通４丁目１−１(JR兵庫駅前) 

CoCIT2019春 

Co-medical Conference for Interventional Therapy 

インターベンション治療コ・メディカル会議 

 

 
 

第３１７回はりまＣＴ研究会のご案内 

 

神戸MRの会 定例会案内 
第１５０回いちょう会（斎暢会）開催のご案内 
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会 費： ５００円  

３月の神戸MRの会定例会は「MRA(頭部、下肢、腎動脈)」

をテーマに取り上げます。 

各施設からルーチン紹介と症例提示を行います。病変

部位と鑑別ポイントを考えながら見ることでとても勉強にな

ると思います。また撮影時の工夫に役立つMR原理のポイ

ントも合わせて講演頂く事になっています。お誘い合わせ

の上、多数のご参加お待ちしております。今回は、開催場

所が通常定例会と異なりますのでご注意下さい。 

＊５月定例会は MRV(下肢、門脈、頭部)を予定していま

す。 

◆症例施設 

「症例からみた当院頭部MRAの経験」  

恒生病院 富永 亮一 

「下肢血管描出に対する当院の試み」  

               兵庫医科大学病院 藤井 亮輔 

「腎動脈MRA；当院での撮影方法について(GE社、フィリッ

プス社)」           神戸赤十字病院 小川 宗久 

問い合わせ先： 

王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科 大西 宏之 

                MAIL: h0801ohnishi@gmail.com 
 

 

 

 

日 時： 平成３１年３月２８日（木）１９：００～２０：４５ 

                毎月第４木曜日開催予定 

場 所： 兵庫県立リハビリテーション中央病院 

                   ２F 第２・第３研修室 

会 費： １００円 

内 容： 「MRIの基本パワーテキスト」監訳 荒木力 

   第９８回は、「PartⅡ 高速撮像法」 

   第３版 第３０章 高性能傾斜磁場 

第３１章 MRI におけるパルスシーケンスの

多様な組み合わせ 

＊第３版以外の方、テキストをお持ちでない方の参加もお

待ちしています。 

「MRIの基本」読書会もいよいよ大詰めです。 

高性能傾斜磁場はMRIを飛躍的に進歩させた技術です。 

各高速スキャンや時間分解能、空間分解能様々な部分

を向上させました。 

そして、これまで見てきたパルスシーケンス、このそれぞ

れは多様に組み合わせることが可能である。この章で、ス

ピンエコー法、グラジエントエコー法等の理解が深まり MRI

のさらなる理解につながります。 

当会は４月、第９９回では「MRI の基本」の総まとめを企画

しています。 

みなさまの参加をお待ちしています。 

＊悪天候などで開催中止になる場合がありますので、そ

のようなときは下記までお問い合わせください。 

お問い合わせ先： 兵庫県立リハビリテーション中央病院 

TEL ０７８-９２７-２７２７ 放射線科 鳥居 
 

≪ 求 人 情 報 ≫ 
詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで 

○あんしん病院 

所在地 神戸市中央区港島南町１丁目４-１２ 

求人内容  正規職員 

○こだま病院 

所在地 宝塚市御殿山１丁目３-２ 

求人内容  正規職員  

○神戸掖済会病院 

所在地 神戸市垂水区学が丘１丁目２１番１号 

求人内容  正規職員・嘱託職員・パート職員  

○あさひ病院 

所在地 明石市林崎町２丁目１-３１ 

求人内容  正規職員 

○西宮渡辺病院 

所在地 西宮市室川町１０-２２ 

求人内容  正規職員 

○西宮渡辺心臓脳・血管センター 

所在地 西宮市池田町３-２５ 

求人内容  正規職員 

○三菱神戸病院 

所在地 兵庫区和田宮通６丁目１-３４ 

求人内容  嘱託職員（正社員への登用あり）  

○こやまクリニック 

所在地 神戸市北区山田町下谷上字梅木谷４２-４ 

求人内容  正規職員 

○たつの市民病院 

所在地 たつの市御津町中島１６６６-１ 

第９８回「MRIの基本」～パワーテキスト～ 

読書会のご案内 
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求人内容  嘱託職員・パート職員  

○大山記念病院 

所在地 西脇市黒田庄町田高３１３ 

求人内容  正規職員 

○姫路駅前しらさぎ健診クリニック 

所在地 姫路市西駅前町７３ 

求人内容  正規職員 

○河合医院 

所在地 神戸市兵庫区下沢通７丁目２-１８ 

求人内容  正規職員 

○兵庫県立こども病院 

所在地 神戸市中央区港島南町１丁目６-７ 

求人内容  嘱託職員  

 


