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鹿児島超音波医学研究会

今回 JSS 九州第 7 回地方会は，下記のとおり鹿児島県鹿児島市で開催いたします．今回は「マルチソノグラファーを目
指して〜基礎から最新技術を取得する〜」をテーマに，地方会を企画いたしました．会員の皆様からの一般演題ならび
最新の技術を駆使したライブレクチャーや教育講演を盛り込み腹部，循環器の両領域を網羅できる会とさせていただき
ました．多数の皆様のご参加お待ちしております．

記
テーマ：『マルチソノグラファーを目指して〜基礎から最新技術を取得する〜』
日 時： 2007 年 9 月 23 日（日）秋分の日 9 時 00 分〜 17 時 00 分
会 場：鹿児島大学医学部 鶴陵会館
参加費：正会員・事前登録： 1,000 円，正会員・当日受付： 1,500 円
非会員（事前登録なし）
： 3,000 円
ご注意：＊今年度から地方会に事前登録制を導入しています．確実なご参加には事前登録をおすすめします．
詳細は機関誌とホームページ (http: //www.jss.org/) をご参照ください．
＊事前登録は登録時点で入会が承認されている会員の方のみご利用が可能です．
非会員の方や入会手続中の方はご利用いただけません．
＊事前登録の方のみで定員に達した場合は，未登録の方の当日ご参加はお受けできません．
申込状況はホームページの地方会のページをご覧ください．
＊事前登録で空席がある場合にのみ当日のご参加をお受けいたしますが，受付開始は事前登録の方を優先させ
ていただきます．
＊地方会ご参加の方は事前登録の有無に関わらず，今年度発行の会員証をご持参ください．
＊会場内でのビデオ撮影は禁止といたします．
＊本会は，日本超音波医学会認定の検査士資格更新，5 単位が取得できます．
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 市電（路面電車）を利用される方
谷山電停方面行き「脇田電停」下車
約 1.5 Km
※「脇田電停前バス停」から，下記鹿児島市営バ
スのシャトル便があります．
 鹿児島市営バスを利用される方
大学病院線（18 番線）
鹿児島市役所前・鹿児島中央駅から
「大学病院前」下車，徒歩約 1 分
脇田電停からシャトル便「大学病院前」
下車，徒歩約 1 分
 高速を利用される場合
九州自動車道から指宿スカイラインへ
「山田 IC」で降りて，桜ヶ丘団地方面へ
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午前の部

9 月 23 日（日）秋分の日
A 会場
8:30
9:00

B 会場
受付

腹部教育講演
9:0010:30 循環器症例検討会
（消化管エコーライブセミナー）
コメンテーター：
「消化管エコー検査の進め方」
木佐貫 彰（鹿児島大学医学部保健学科）
講師：長谷川雄一
盛本 真司（鹿児島市医師会病院生理検査室）
（成田赤十字病院超音波画像診断検査室）
司会：田中 直幸
座長：野中 利勝
（KKR 新小倉病院臨床検査科）
（福岡県済生会大牟田病院生理機能検
症例提示者：
査室）
上國料章展（鹿児島市医師会病院生理検査室）
奥野 真生（鹿児島医療センター臨床検査部）
消化管での血流評価を含めた日常検査にすぐに役
冨吉 祐児（今給黎総合病院臨床検査部）
立つ消化管エコー検査を実際の機器を使ってご講
演頂きます．

10:00
10:10

腹部特別講演
「新超音波造影剤の臨床への応用」
講師：小野 尚文（ロコメディカル江口病
院内科）
座長：平賀 真雄（霧島市立医療センター放
射線室）

10:4011:10 循環器ミニレクチャー
「私はこうしています．臨床医に伝わる心エ
コーレポートの書き方」
講師：高尾寿美恵（福岡赤十字病院検査部）

本年 1 月に認可された次世代超音波造影剤（ソナ
ゾイド）は，リアルタイムで血管イメージとクッ
パーイメージが観察可能になりました．そこで，
司会：中尾 博子（南風病院臨床検査科）
ソナゾイド造影エコーの有用性について実際の画 エキスパートの方から臨床へ的確に伝わる報告書の
像を提示しながら解りやすくご講演頂きます．
作成の仕方をミニ講演頂きます．
11:10
11:20

12:30

A 会場 腹部一般演題

座長：松元香緒里（済生会熊本病院中央検査センター）
西
憲文（鹿児島厚生連病院中央検査室）
1．「当院における大腸癌の超音波描出率の検討」 渕脇 崇史（南風病院放射線部）
「他疾患の術前 US で指摘した小腸腫瘍の 2 例」 山
貴史（中津胃腸病院画像診断部）
2．
3．「虫垂憩室炎の 3 例」
武原 真一（有田胃腸病院）
4．「超音波診断装置 FAZONE M を用いた，音速補正についての検討」
佐々木 崇（霧島市立医師会医療センター）
昼食休憩
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午後の部

9 月 23 日（日）秋分の日
A 会場
13:30

B 会場

A 会場 循環器一般演題

座長：崎田 光人（福岡徳洲会病院臨床検査科）
森尾のぞみ（鹿児島徳洲会病院生理検査室）
1．「経過中に心房中隔内に血栓様腫瘤形成を認めた感染症心内膜炎の 1 例」
藤丸 澄子（九州中央病院臨床検査科）
2．「心房細動症例における各種心エコーパラメーター算出の検討R–R 間隔による補正の検討」
澤田 七瀬（鹿児島大学病院検査部）
3．「深部静脈血栓症を防ぐ効果的な下肢運動は？」
甲
都美（天神会新古賀病院臨床検査部）
4．「左総頸動脈に認めた Penetrating Atherosclerotic Ulcer の一例」
濱田 助貴（宮崎社会保険病院検査部）

14:40
14:50

循環器教育講演
14:5016:20 腹部症例検討会
（dyssynchrony 評価法ライブセミナー）
コメンテーター：
「Dyssynchrony とその評価法」
伊集院裕康（天陽会中央病院肝臓内科）
講師：酒巻 文子（筑波大学附属病院検査部）
石山 重行（鹿児島厚生連病院中央検査室）
座長：水上 尚子
司会：谷村 勝宏（中津胃腸病院画像診断部）
（鹿児島大学病院臨床技術部検査部門）
症例提示者：
下園 大介（ヲサメ内科クリニック）
近年，心臓再同期療法（CRT）が薬剤抵抗性の重
山下信一郎（南風病院臨床検査科）
症心不全症例に対する新たな治療法として注目を
長峰 海緒（天陽会中央病院検査部）
浴びています．そこで必要となってきている dyssynchrony（同期不全）の評価について，実際の超
音波検査機器を用いた検査の進め方，測定法を症
例も盛り込みながらご講演頂きます．

15:50
16:00

17:00

循環器特別講演
「21 世紀の超診器：心エコー画像の向こう側」
講師：皆越 眞一
16:3017:00 腹部ミニレクチャー
（鹿児島医療センター第一循環器）
「私はこうしています．臨床医に伝わる腹部エ
座長：牟田 光明（南風病院臨床検査科）
コーレポートの書き方」
講師：田中 勝徳（済生会日向病院中央検査室）
臨床経験の豊富な循環器超音波専門医の立場から
多くの心エコー画像を基にご講演頂きます．
司会：下園 大介（ヲサメ内科クリニック）
エキスパートの方から臨床へ的確に伝わる報告
書の作成の仕方をミニ講演頂きます．
閉会の辞

連絡先：〒 892-8512 鹿児島市長田町 14-3 南風病院心血管エコー室 牟田 光明
TEL: 099-226-9111 内線 1217（平日 16:3017:30）E-mail: muta@jss.org
（できるだけ E メールでお願いします）

