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第 43 回日本超音波検査学会学術集会 

開催にあたり 
 

 

謹啓 貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、このたび 2018年（平成 30年）6月 1日（金）～3日（日）、大阪国際会議場におきまして、 

第 43回日本超音波検査学会学術集会を開催させていただくことになりました。 

1974 年に研究会として発足した本学会は丸 40 年を経過しました。これまでに超音波検査が医療

界へ果たしてきた役割や影響は多大なものがあります。装置の進歩も目覚ましく、それに呼応する

ように我々技術者の検査方法も日々順応させ、現在のような検査スタイルや診断から治療分野に

至るまで幅広い活躍が成功されてきました。 

また、最近では一般の方々の医療に対する関心度も高くなってきており、当学会においても超

音波検査における質の担保は重要な課題の一つであります。会員各位が行っている超音波検査

においても日々の努力によるスキルアップが欠かせません。 

このような状況を踏まえて、今回のテーマは「基本は普遍、応用はその上に成り立つ」とさせてい

ただきました。学術集会ではシンポジウム等を通じてこのテーマに迫りたいと考えています。また一

般演題では例年通り研究発表のみならず症例報告も多数受け入れたいと考えています。本会で

は約 3,000名の参加者数を見込んでおり、多くの研究発表と活発な討論が行なわれる予定です。 

学術集会は本来参加費により運営されるべきではありますが、充実した運営をはかるためには

各方面からのご支援を得なければ運営が難しい状況にあります。 

貴社におかれましては、誠に恐縮ではございますが本会開催の趣旨にご理解とご賛同をいただ

き、格別のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

末筆ではございますが、益々のご清栄を祈念申し上げます。 

謹白 

 

 

平成 29年９月吉日 

 

 

 

第 43回日本超音波検査学会学術集会       

大会長 田中 教雄       

国立循環器病研究センター 臨床検査部       
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第 43回日本超音波検査学会学術集会 

開催概要 
 

１．会議名称：第 43回日本超音波検査学会学術集会 

 

２．開催テーマ：基本は普遍、応用はその上に成り立つ 

 

３．大会長：田中 教雄（国立循環器病研究センター 臨床検査部） 

 

４．会 期：2018年（平成 30年）6月１日（金）～3日（日） 

 

５．会 場：大阪国際会議場 

 

６．開催計画 

 (1)参加予定者数：3,000名 

 (2)参加費：会 員：7,000円 (当日受付 8,000円) 

非会員：9,000円 (当日受付 10,000円) 

 (3)懇親会参加費：会員・非会員一律：2,000円 

 (4)参加対象者：超音波診断に携わる技師および医師、各医療関係者 

(5)予定プログラム：特別企画、大会長講演、理事長講演、一般演題、教育セッション、 

パネルディスカッション、ワークショップ、シンポジウム、 

JSS・JAN共同企画、JSS・JCS共同企画、JSS・JSUM共同企画、 

ランチョンセミナー、イブニングセミナー、モーニングセミナー、 

企業セミナー 

(6)企業展示：超音波診断に関連する機器、医薬品、書籍等の展示 

 

７．大会事務局： 

紀南病院 中央臨床検査部 

〒646-8588 和歌山県田辺市新庄町 46-70 

E-mail：jss43-osaka@mail.jss.org 

 

８．運営事務局： 

株式会社プロアクティブ 担当：高部 浩之 

〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町 83 番地 三宮センチュリービル 3F 

TEL: 078-332-2505、FAX:078-332-2506 

E-mail：jss43@pac.ne.jp 
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９．運営体制 

 

大会長  田中 教雄 国立循環器病研究センター 臨床検査部 

実行委員長 小谷 敦志 近畿大学医学部奈良病院 臨床検査部 

副実行委員長 住ノ江 功夫 姫路赤十字病院 検査技術部 

大会事務局長 木下 博之 紀南病院 中央臨床検査部 

実行委員 

  岩永 大  関西労災病院 

  太田 寿  隈病院 臨床検査科 

  川端 聡  住友病院 診療技術部 超音波技術科 

  喜舎場 智之 阪南中央病院 臨床検査科 

  木村 尚貴 大阪労災病院 中央検査部 

  河谷 浩  姫路赤十字病院 検査技術部 

  小林 大樹 関西労災病院 中央検査部 

  佐藤 洋  関西電力病院 臨床検査部 

  津村 京子 住友病院 診療技術部 超音波技術科 

  橋本 修治 国立循環器病研究センター 臨床検査部 

  藤岡 一也 大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部 

  松谷 勇人 天理よろづ相談所病院 臨床検査部 

  萬雲 正清 箕面市立病院 検査部 

  柳 善樹  国立循環器病研究センター 臨床検査部 

  山崎 正之 大阪府済生会中津病院 検査技術部 

  山本 真大 大阪中央病院 中央検査部 

  綿貫 裕  姫路赤十字病院 検査技術部 

財務  大谷 美樹 済生会和歌山病院 診療技術部臨床検査科 

  馬場 萌  天理よろづ相談所病院 臨床検査部 

顧 問  尾羽根 範員 住友病院 診療技術部 超音波技術科 

髙橋 秀一 済生会中和病院 医療技術部 中央検査室 
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一般社団法人日本超音波検査学会 理事一覧（平成 29～30年度） 

理事長  種村 正  公益財団法人 心臓血管研究所付属病院 

 

副理事長 尾羽根 範員 一般財団法人 住友病院 

  髙橋 秀一 社会福祉法人 恩賜財団 済生会中和病院 

 

理事  浅野 幸宏 成田赤十字病院 

  岡庭 裕貴 群馬県立心臓血管センター 

  川地 俊明 大垣市民病院 

  小谷 敦志 近畿大学医学部奈良病院 

  小沼 清治 医療法人鉄蕉会 亀田京橋クリニック 

  白石 周一 東海大学医学部付属八王子病院 

  関根 智紀 総合病院国保旭中央病院 

  高須賀 康宣 愛媛大学医学部附属病院 

  竹内 浩司 群馬県立小児医療センター 

  武山 茂  独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター 

  田中 教雄 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

  戸出 浩之 群馬県立心臓血管センター 

  中島 英樹 筑波大学附属病院 

  中谷 穏  国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 

  南里 和秀 静岡県立静岡がんセンター 

  西田 睦  北海道大学病院 

  長谷川 雄一 成田赤十字病院 

  水上 尚子 鹿児島大学病院 

  村上 和広 小豆嶋胃腸科内科クリニック 

  山口 秀樹 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院 

  余語 保則 トヨタ記念病院 

  米山 昌司 静岡県立静岡がんセンター 

 

監事  土居 忠文 高知医療支援研究所 

  林  重孝 岡崎市民病院 
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１１．会場概要 
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収支予算書 

●収入の部   項目 単価[円] 数 金額[円] 小計[円] 

参加費（会員（事前）） 7,000 2,325 16,275,000 参加費 

参加費（非会員（事前）） 9,000 123 1,107,000 

22,558,000 
参加費（会員（当日）） 8,000 372 2,976,000 

参加費（非会員（当日）） 10,000 180 1,800,000 

懇親会参加費 2,000 200 400,000 

ランチョンセミナー（500 席規模） 972,000 2 1,944,000 セミナー共催費 

ランチョンセミナー（300 席規模） 756,000 4 3,024,000 

10,584,000 

ランチョンセミナー（150 席規模） 540,000 6 3,240,000 

イブニングセミナー（150～200席規模） 324,000 2 648,000 

モーニングセミナー（150～200 席規模） 324,000 2 648,000 

企業セミナー（200 席規模） 540,000 2 1,080,000 

基礎小間（180×90cm） 216,000 10 2,160,000 付設展示代 

スペース小間Ａ（5m×5m スペース） 864,000 2 1,728,000 

6,688,000 スペース小間Ｂ（3m×4m スペース） 540,000 5 2,700,000 

書籍展示代 50,000 2 100,000 

  表２（表紙の裏）（モノクロ 1 頁） 86,400 1 86,400 広告掲載料 

  表３（裏表紙裏）（モノクロ 1 頁） 86,400 1 86,400 

723,600 

  表４（裏表紙）（カラー1 頁） 108,000 1 108,000 

  後付（モノクロ 1 頁） 32,400 5 162,000 

  後付（モノクロ 1/2頁） 21,600 10 216,000 

  ホームページバナー広告 32,400 2 64,800 

寄付金   400,000 400,000 

学術集会準備金   7,000,000 7,000,000 

合計     消費税 8%込  47,953,600 

 

●支出の部   項目 単価[円] 数 金額[円] 小計[円] 

開催準備業務費 2,120,000 1 式 2,120,000 
 

印刷費 2,717,000 1 式 2,717,000 
 

会場借上費（大阪国際会議場） 21,944,167 1 式 21,944,167 
 

会場設営費 2,520,000 1 式 2,520,000  

教育セミナー動画収録費用 220,000 1 式 220,000  

JSSヘルプディスク経費 2,500,000 1 式 2,500,000  

人件費 4,050,000 1 式 4,050,000  

業務委託費 7,060,000 1 式 7,060,000 
 

諸謝金 500,000 1 式 500,000 
 

託児所 160,000 1 式 160,000  

通信・事務費 300,000 1 式 300,000 
 

旅費交通費 400,000 1 式 400,000 
 

予備費 152,433 1 式 152,433 
 

関連行事費 3,260,000 1 式 3,260,000 
 

払込手数料 50,000 1 式 50,000 
 

合計      消費税 8%込 47,953,600 

 


