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JSS四国第 12回地方会を下記のとおり愛媛県松山市で開催いたします．
今回の地方会では，1日目に初心者を対象としたグループ制の腹部実技セミナーを併催します．2日目は「腹部エコー

を深めよう！」をテーマとし，健診におけるスクリーニングから精査におけるエコーでの質的評価まで，あらゆる場面
で役に立つ講演会を企画いたしました．腹部超音波検査のレベルアップの一助となれば幸いです．多数の皆様にご参加
いただけますようご案内申し上げます．

記

■テーマ：『腹部エコーを深めよう！』
■日　時：併設実技セミナー：2010年2月27日（土），10時00分�17時10分（予定）

地方会：2010年2月28日（日），9時30分�17時00分

■会　場：松山市総合コミュニティセンター　3階大会議室

■参加費：実技セミナー（初心者対象・定員30名）：事前登録（会員）のみ：15,000円（地方会参加費は別途必要）

地方会のみ（定員200名）：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

■事前登録：受付期間：2010年1月13日�2月3日（地方会・実技セミナーともWEB申込のみ）

■ご注意：＊変更など最新情報や申込状況はホームページ（http://www.jss.org/）でご確認ください．

＊事前登録は会員の方のみご利用可能で，非会員の方は利用いただけません．入会手続中の方も会員とは認

められませんので，入会のお手続はお早目（1か月程度）にお願いします．

＊事前登録で定員に達した場合，未登録の方の当日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受け付けますが，受付開始は事前登録の方を優先します．

＊地方会・セミナーご参加の方は，当日は事前登録の有無に関わらず会員証をご持参ください．

＊会場内のビデオ撮影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（実技セミナー除く）．
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JSS四国 第12回地方会のお知らせ

実行委員長　宇都宮　大（済生会西条病院）
主催　JSS四国地方会　日本超音波検査学会

松山市総合コミュニティセンター
〒 790–0012 愛媛県松山市湊町七丁目 5番地

□ JR松山駅より徒歩 10分
□伊予鉄松山市駅より徒歩 10分
□伊予鉄大手町駅より徒歩 7分

駐車場をご使用の場合の各自でご負担ください．
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JSS四国 第12回地方会併設実技セミナー　プログラム

2月27日（土）

9:00�9:10 受　　付

9:10�9:15 オリエンテーション

9:15�10:25 講義：検査前説明．解剖学，断層像，装置の取扱いについて
（70分） 講師：渡邊　亮司（済生会今治病院検査科）

10:25�10:35 休　　憩

10:35�11:25 実技1：胆嚢，胆管；臥位，左側臥位；肋弓下走査，肋間走査にて描出・観察する実習
（50分） 講師のデモンストレーション： 6分

11:25�11:35 休　　憩

11:35�12:25 実技2：膵：臥位，半座位．心窩部，左肋間（経脾）走査にて描出・観察する実習
（50分） 講師のデモンストレーション： 6分

12:25�13:25 昼　　食

13:25�14:55 実技3：肝：臥位，左側臥位．心窩部，右肋弓下，右肋間にて描出・観察する実習
（90分） 講師のデモンストレーション： 12分

15:10�15:20 休　　憩

15:05�15:55 実技4：腎，脾：臥位，側臥位．肋間走査にて描出・観察する実習
（50分） 講師のデモンストレーション： 6分

15:55�16:00 休　　憩

16:00�17:00 自由実習：個人の課題などマスターしたいことを重点的に実習する．
（60分）

17:00� ま　と　め

実技指導講師：（順不同・敬称略）
西森美佐子（だいいちリハビリテーション病院超音波検査室）
岡山　由美（徳島県総合健診センター検査室）
三谷　哲也（高知大学医学部附属病院検査部）
西尾　　進（徳島大学病院超音波センター）
谷本　泰三（香川県立中央病院中央検査部）

装置提供：（五十音順）
アロカ株式会社
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
東芝メディカルシステムズ株式会社

※本セミナーのみ参加の場合は超音波検査士資格更新単位の対象となりません．
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JSS四国　第12回地方会プログラム

2月28日（日）

9:00�9:30 受　　　付

9:30�10:40 第 I部　講演
講　演：「健診領域における腹部エコーの極み」
講　師：村上　和広（エムエスエム代表）
司　会：西森美佐子（だいいちリハビリテーション病院超音波検査室）

10:40�10:50 休　　　憩

10:50�12:00 第 II部　講演
講　演：「超音波検査で腹部領域の腫瘍性病変をどこまで質的評価ができるか？」
講　師：高須賀康宣（独立行政法人国立病院機構四国がんセンター生理機能検査室）
司　会：渡邊　亮司（済生会今治病院検査科）

12:00�13:00 昼　　　食

13:00�14:30 第 III部　一般演題
座　長：西尾　　進（徳島大学病院超音波センター）

宇都宮　大（済生会西条病院臨床検査科）
詳細は決定次第ホームページに掲載いたします．

14:30�14:40 休　　　憩

14:40�17:00 第 IV部　講演
1．基調講演：「慢性肝炎について」
講　師：高口　浩一（香川県立中央病院内科部長）

2．講　演：「腹部超音波検査の常識，非常識（仮題）」
講　師：谷本　泰三（香川県立中央病院中央検査部）

3．講　演：「腹部超音波検査の所見とその考え方」
講　師：高口　浩一（香川県立中央病院内科部長），谷本　泰三（同中央検査部）

連絡先：〒 799–1592 愛媛県今治市喜多村 7-1-6 済生会今治病院検査科　渡邊　亮司
TEL: 0898-47-2500（内線： 3142） E-mail: jss-shikoku@mail.jss.org（できるだけEメールでお願いします）

超音波検査技術 vol. 34 No. 6（2009）
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