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JSS 中部

第 10 回地方会

「超音波講演会・一般演題発表会」のお知らせ
実行委員長 余語 保則（小牧市民病院）
主催 JSS 中部地方会・日本超音波検査学会
機器提供：株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンメディカルシステムズ
今回は「診断・治療・フォローアップ ソノグラファーの果たす役割」をテーマといたしました．講師には心臓・
腹部・表在領域各分野の第一線でご活躍の医師をお招きし，治療における超音波検査の重要性をお話しいただきたいと
思います．また，ソノグラファーの講師の方には疾患における超音波でのフォローアップについてお話しいただきます．
そして，ランチタイムには中部地区における超音波検査の礎を築いていただいた方々に超音波検査の魅力について語っ
ていただきたいと思います．なお，ランチタイムトークは弁当（有料）を食べながらのお話となっておりますのでホー
ムページの要綱にしたがってお申し込みください．

記
テーマ：
「診断・治療・フォローアップ ソノグラファーの果たす役割」
日 時： 2009 年 3 月 8 日（日）9 時 00 分16 時 30 分 受付開始 8 時 30 分
会 場：名古屋国際会議場 2 号館 3F
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
昼食のお弁当を注文される方は，別途 1000 円お支払い願います（WEB でお申し込みください）．
※お弁当の領収書は発行いたしかねます．
昼食を注文されなくてもランチタイムトークには参加できます（別途費用は不要です）．
ただし，会場周辺は昼食を取る場所が少ないことをご了承ください．
ご注意：＊事前登録受付期間： 2009 年 1 月 29 日2 月 12 日（※ 2009 年 1 月 22 日WEB 先行受付）
定員： 400 名
※変更になる場合もあります．詳細は学会ホームページ（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．
非会員や入会手続中の方はご利用いただけません．
＊事前登録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．
＊空席がある場合のみ当日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．
＊地方会の参加には事前登録の有無に関わらず会員証をご持参ください．
＊会場内のビデオカメラおよびデジタルカメラでの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超音波検査士資格更新，5 単位が取得できます．
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名古屋国際会議場
〒 456–0036

名古屋市熱田区熱田西町 1–1

・名古屋駅から JR 線または名鉄線をご利用いただき金山総合駅
へ，地下鉄名城線へ乗り換えてください．
＊名古屋港行き「日比野」①④出口
＊新瑞橋方面「西高蔵」②出口
地図は名古屋国際会議場のホームページでも閲覧可能です．
http://www.ncvb.or.jp/ncc/
連絡先：〒 485–8520 愛知県小牧市常普請 1–20
小牧市民病院臨床検査科 余語 保則
TEL: 0568-76-4131（ PHS 5282） E-mail: yogo@jss.org
（できるだけ E メールでお願いします）
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プログラム

2009 年 3 月 8 日（日）
時間
8:30

第一会場

第二会場
受付開始

9:10

腹部ハンズオン
心臓講演 1
「虫垂の診方 消化管エコーは虫垂に始まり
「僧帽弁逆流の評価 定性評価から定量評価へ」
虫垂に終わる」
講師：杉本 邦彦（藤田保健衛生大学病院
講師：足立 正純（藤田保健衛生大学／
臨床検査部）
メディカルサウンズ）
司会：森田 綾子（岐阜大学医学部付属病院検査部）
司会：元地
進（浅ノ川総合病院中央検査部）

10:15

一般演題 1
心臓講演 2
座長：成瀬
智（真生会富山病院中央検査課） 「僧帽弁の外科治療における心エコー検査の役割」
※演題・演者名は次ページ参照
講師：澤崎
優（小牧市民病院心臓血管外科）
司会：林
重孝（岡崎市民病院医療技術局）

11:20

腹部講演 1
一般演題 3
「肝細胞癌治療への 3D，4D エコーの応用」
座長：内田 文也（三重ハートセンター
講師：堀田 直樹（衆済会増子記念病院
生理検査部）
消化器科）
※演題・演者名は次ページ参照
司会：山本 幸治（済生会松阪総合病院検査課）

12:30

ランチタイムトーク 1
ランチタイムトーク 2
「超音波検査はおもしろい！」
「心エコー検査の魅力」
演者：山崎 良兼（厚生連豊田厚生病院
演者：濱口 一郎（山田赤十字病院臨床検査部）
臨床検査科）
司会：余語 保則（小牧市民病院臨床検査科）
司会：刑部 恵介（藤田保健衛生大学短期大学
衛生技術科）

13:20

血管ハンズオン
「胸部血管の診方 大血管から内胸動脈まで」
講師：久保田義則（国立循環器病センター
生理機能検査部）
司会：石神 弘子（名古屋第二赤十字病院
医療技術部）

表在講演 1
「乳腺非浸潤癌の超音波診断」
講師：井村有希子（静岡がんセンター生理検査科）
司会：梅田江里子（岐阜社会保険病院検査部）

14:25

一般演題 2
座長：中島 晴伸
（偕行会名古屋共立病院循環器 ASO センター）
※演題・演者名は次ページ参照

表在講演 2
「乳房超音波検査による乳癌術前化学療法の
効果判定 その有用性と限界について」
講師：植松 孝悦（静岡がんセンター生理検査科）
司会：佐々
敏（大垣市民病院診療検査科）

15:30

腹部講演 2
「ドプラを活用しよう 泌尿器領域での
ドプラ検査」
講師：秋山 敏一（藤枝市立総合病院放射線科）
司会：荒谷 浩一（聖隷浜松病院臨床検査部）

16:30

一般演題 4
座長：濱口

幸司（厚生連豊田厚生病院
臨床検査科）
※演題・演者名は次ページ参照

散会

＊＊＊御席は来場順とさせていただきます．会場の座席数の関係上，入場を制限させていただく場合がございます
ことをご了承ください．＊＊＊
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【一般演題】
一般演題 1
・「自己免疫性膵炎の超音波像」
内藤 勝彦（静岡がんセンター生理検査科）
・「退形成膵管癌の一例」
森
晴雄（岐阜県立多治見病院臨床検査部）
・「精巣腫瘍の二症例」
大西 紀之（岐阜県総合医療センター臨床検査部）
・「多包性肝エキノコッカス症の一例」
福本 義輝（済生会松阪総合病院超音波検査室）
一般演題 2
・「心エコー中に発見された腎動脈狭窄の一例」
大辻
幹（山田赤十字病院臨床検査部）
・「血流依存性血管拡張反応（FMD）の加齢変化；半自動測定機 UNEXEF-18G の使用経験をふまえて」
杉本 邦彦（藤田保健衛生大学病院臨床検査部）
・「下肢深部静脈血栓症を契機に診断された下大静脈欠損症の一例」
若林 弥生（春日井市民病院臨床検査技術室）
・「頸動脈エコーにおける Syngo Arterial Health Package（AHP）の使用経験」
西川
徹（藤田保健衛生大学病院臨床検査部）
一般演題 3
・「心房内腫瘤と誤認されたバルサルバ洞瘤の一例」
菅谷 直美（社会保険中京病院検査部）
・「effusive constrictive pericarditis の一例」
鈴木久美子（小牧市民病院臨床検査科）
・「心筋浸潤を認めた縦隔腫瘍の一例」
妹尾 有夏（名古屋第二赤十字病院医療技術部）
・「HCM における左前下行枝血流速度の検討」
曽根 利久（市立島田市民病院臨床検査室）
一般演題 4
・「乳腺腺筋上皮腫の二症例」
小笠原律子（愛知厚生連渥美病院生理検査室）
・「乳腺 Invasive micro papillary carcinoma の検討—診断に US 画像はどこまで迫れるか？—」
田島 尚美（市立砺波総合病院臨床検査科）
・「乳腺超音波検査のファントムを用いた精度管理」
服部 照香（名古屋医療センター研究検査科生理検査室）
・「耳下腺腫瘍の超音波像の検討」
川中 幸子（静岡がんセンター生理検査科）
・「超音波を用いた糖尿病性末梢神経障害の評価について」
渡邉 恒夫（岐阜大学医学部付属病院検査部）
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