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JSS中国第 10回地方会を岡山県岡山市にて開催いたします．今回の中国地方会のテーマは「生命の鼓動を知ろう，診
よう，撮ろう　�胎児から小児，成人まで�」としました．第 I部では胎児エコーについて，第 II部では小児エコーにつ
いて，第 III部では成人について，第 IV部では臨床医からの提言をしていただきます．それぞれ経験豊富な循環器内科
の先生と超音波検査士の先生方をお招きし，超音波検査，診断をするにあたり，押さえておきたい基本知識，技術を解説
していただくのみならず，陥りやすいピットフォールなどの注意点について，わかりやすく解説していただきます．
また前日に心臓エコー実技セミナーを岡山県倉敷市にて併設開催いたします．今回の実技セミナーの対象は研修開始
から 1年未満の初心者の方といたします．内容としてはプローブの持ち方から始め，傍胸骨長軸断面・短軸断面，心尖
部断面と断層法を徹底的に習得していただくこととしました．
中国地方のみならず，近隣地区はじめ，全国の皆様に多数ご参加くださいますようご案内申し上げます．

記

7月9日（土）JSS中国 第10回地方会併設「心臓エコー実技セミナー」

日　　時： 2011年 7月 9日（土）9時 25分�17時 00分（受付開始 9時 00分）
会　　場：川崎医科大学　現代医学教育博物館
参 加 費：15,000円（WEBでの事前登録のみ．地方会への申し込みおよび参加費は別途必要）

定　　員：30名

事前登録：受付期間（WEBのみ）2011年5月26日��6月16日

ご 注 意：＊地方会と実技セミナーの会場が異なります．ご注意ください.

＊対面式走査法は対応しかねますのでご了承ください．

＊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．

＊実技セミナーのご参加のみでは単位は付与されません．地方会へのご参加（別途申込必要）が必須となります．

＊会場内の飲食は可能ですが，ゴミは各自でお持ち帰りください．
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JSS中国 第10回地方会のお知らせ
（7/9 心臓エコー実技セミナー，7/10 地方会）

主催　JSS中国地方会・一般社団法人 日本超音波検査学会
実行委員長　泉　　礼司（川崎医科大学附属病院）

川崎医科大学　現代医学教育博物館
〒 701-0192 岡山県倉敷市松島 577

http://www.kawasaki-m.ac.jp/

□ JR山陽本線・伯備線中庄駅下車
（岡山駅から 12分，倉敷駅から 5分）徒歩：約 10分
□ JR

JRバス，両備バスで川崎医大前下車
□新幹線
岡山駅下車，JR山陽本線乗り換え
□山陽自動車道
倉敷 ICを降りて 8分．料金所を出てすぐの信号（倉敷
方面）を右折，突き当たりを左折

□瀬戸中央自動車道
早島 ICを降りて 8分岡山方面から国道 2号線に合流し，
約 1 km先の早島中交差点を左折

■駐車場：有料　1時間 100円
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連絡先：〒 701-0192 岡山県倉敷市松島 577 川崎医科大学附属病院　中央検査部　泉　　礼司
TEL: 086-463-0936 FAX: 086-463-0967

E-mail: jss-chugoku@mail.jss.org（できるだけEメールでお願いします）
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JSS中国 第10回地方会併設実技セミナー　プログラム

7月9日（土）川崎医科大学　現代医学教育博物館

9:00�9:25 受　　　付

9:25�9:30 開会挨拶・オリエンテーション

9:30�10:00 講義1：基本断面の描出と基本計測��その1
講　師：正木　修一（山口宇部医療センター臨床検査科）
心臓の解剖と長軸描出法，基本計測について解説

10:00�12:00 実技1：傍胸骨からの長軸断面描出　講師（デモンストレーション）
長軸断面での描出，基本計測，観察のポイントについて実習

12:00�13:00 昼　　　食

13:00�13:30 講義2：基本断面の描出と基本計測��その2
講　師：飯伏　義弘（広島市立広島市民病院臨床検査部）
心臓の解剖と短軸描出法，基本計測について解説

13:30�15:00 実技2：短軸断面の描出　講師（デモンストレーション）
短軸断面での描出，基本計測，観察のポイントについて実習

15:00�15:10 休　　　憩

15:10�15:40 講義3：基本断面の描出と基本計測��その3
講　師：筑地日出文（倉敷中央病院臨床検査科）
心臓の解剖と心尖部，心窩部からの描出法，基本計測について解説

15:40�16:55 実技3：復習その他，皆さんのリクエストにお応えします．
ドプラご希望も可能ですが，その場合は断層像が適切に描出できることを前提とし
ます．正確な検査を習得いただくため，ご理解ください．

16:55�17:00 閉会挨拶

心臓実技セミナー指導講師（順不同，敬称略）
1．正木　修一（山口宇部医療センター臨床検査科）
2．飯伏　義弘（広島市立広島市民病院臨床検査部）
3．泉　　礼司（川崎医科大学附属病院中央検査部）
4．黒田　　誠（鳥取県立中央病院中央検査室）
5．筑地日出文（倉敷中央病院臨床検査科）
6．新田　江里（島根大学医学部附属病院検査部）

装置提供：（五十音順）
東芝メディカルシステムズ株式会社，日立アロカメディカル株式会社，株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

超音波検査技術 vol. 36 No. 2（2011）



207

7月10日（日）JSS中国 第10回地方会

テーマ：「生命の鼓動を知ろう，診よう，撮ろう　��胎児から小児，成人まで��」
日　時： 2011年 7月 10日（日）9時 55分�15時 45分（受付開始 9時 30分）
会　場：岡山ママカリフォーラム（レセプションホール）
参加費：正会員（Webでの事前登録）：1,000円，（当日受付）：1,500円

非会員（事前登録なし）：3,000円

定　員：250名

事前登録：受付期間（WEBのみ）2011年5月26日�6月16日

ご注意：＊地方会と実技セミナーの会場が異なります．ご注意ください.

＊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，非会員の方はご利用できません．入会手続中の方も会員とは認めら

れませんので，入会の手続は余裕をもって（1か月程度）お願いいたします．

＊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．

＊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．

＊会場内のビデオおよび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．
実技セミナーのご参加のみでは単位は付与されません．地方会へのご参加（別途申込必要）が必須となりま
す．
＊会場内の飲食は可能ですが，ゴミは各自でお持ち帰りください．

※第10回地方会では一般演題を募集しております．プログラム末尾の募集要項をご覧ください．
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岡山ママカリフォーラム（レセプションホール）
〒 700-0024 岡山市北区駅元町 14番 1号

http://www.mamakari.net/index.html

□ JR

JR岡山駅中央改札口から徒歩約 3分
□山陽自動車道
岡山 ICを降りて 30分
駐車場：有料　30分 150円
（割引券等はございません）
なるべく公共機関をご利用ください．

連絡先：〒 701-0192 岡山県倉敷市松島 577 川崎医科大学附属病院　泉　　礼司
TEL: 086-463-0936 FAX: 086-463-0967

E-mail: jss-chugoku@mail.jss.org（できるだけE-mailでお願いします）
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JSS中国 第10回地方会　プログラム

7月10日（日）ママカリフォーラム　レセプションホール

9:30�9:55 受　　　付

9:55�10:00 開会挨拶・オリエンテーション

10:00�11:00 第 I部　教育講演：胎児領域
講　演：「当院における胎児心エコースクリーニングの現状」
講　師：小 彩（三宅医院）
司　会：正木　修一（山口宇部医療センター臨床検査科）

胎児エコー診断の有用性は知られていますが，実際にスクリーニング検査することは容
易ではありません．今回はSTICを用いた胎児心スクリーニングの手技，評価方法の現
状，ポイントについてわかりやすく，解説していただきます．

11:00�12:00 第 II部　教育講演：小児領域
講　演：「先天性心疾患…小児から大人まで」
講　師：鎌田　政博（広島市立広島市民病院）
司　会：黒田　　誠（鳥取県立中央病院中央検査室）

先天性心疾患は，小児領域の疾患と考えられていましたが，今では成人領域でも多くみ
られるようになってきました．短絡による循環不全を中心に病態の考え方や評価方法な
どについてわかりやすく，解説していただきます．

12:00�13:00 昼　　　　食

13:00�14:00 一般演題
座　長：泉　　礼司（川崎医科大学附属病院中央検査部）

一般演題を4�5題，予定しています．

14:00�14:10 休　　　　憩

14:10�14:50 第Ⅲ部　教育講演：成人領域
講　演：「Bモード画像のみで勝負！」
講　師：高橋　秀一（天理よろづ相談所病院臨床病理部）
司　会：飯伏　義弘（広島市立広島市民病院臨床検査部）

超音波診断を行う上で今やドップラー法は不可欠ですが，それもBモード画像の良好な
描出ができてこそと考えます．Bモード画像のみでどこまでfull studyに近づけるか，
改めてBモード画像の価値，考え方などを解説していただきます．

14:50�15:00 休　　　　憩

15:00�15:40 第Ⅳ部　特別講演
講　演：「臨床医からの贈り物」
講　師：伊藤　　浩（岡山大学大学院医歯薬学綜合研究科）
司　会：筑地日出文（倉敷中央病院臨床検査科）

臨床医から我々，超音波検査を行うコ・メディカルに対してのご要望やご指導をいただ
きます．症例を通じ，病態を考えながらの検査方法，評価方法，レポートの書き方など，
幅広い領域からわかりやすく解説していただきます．

15:40�15:45 閉会挨拶
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≪一般演題募集のご案内≫

●領　　域：循環器関係（心臓，血管）
●発表時間：発表時間7分　質疑3分
●申込要領：演題名，氏名，会員番号，施設名，連絡先（メールアドレス）を明記したメールを下記

宛先にお送りください．
●宛　　先：JSS中国地方会事務局　jss-chugoku@mail.jss.org
●演題締切：2011年5月31日（火）
●抄録締切：2011年6月17日（金）

・申込受付後，中国地方会事務局より演題抄録雛形をお送りします．
・演題採否およびプログラム編成はご一任ください．
・一般演題発表者は参加5単位に加え，発表5単位の取得が可能です．


