
JSS九州第 10回地方会を下記のとおり熊本県熊本市で開催いたします．今回の地方会では，1日目に初心者対象の心臓
実技セミナーを併催します．2日目に「治療を知って，超音波診断を深める」をテーマとし，腹部・体表， 心臓・血管
と様々な領域を網羅できる集会を企画いたしました．超音波検査のスキルアップや研究発表の場に貢献できれば幸いで
す．多数の皆さまにご参加いただきますようご案内申し上げます．

記
テーマ：『治療を知って，超音波診断を深める』
日　時：併設実技セミナー： 2009年 11月 21日（土）9時 30分�16時 50分　受付開始 9時 10分

地方会： 2009年 11月 22日（日）9時 15分�16時 10分　受付開始 8時 50分
会　場：済生会熊本病院　外来がん治療センター 4F コンベンションホール，コングレスルーム
参加費：■実技セミナー（併設）（定員 30名）：事前登録（WEB/会員のみ）： 15,000円（地方会の参加費は別途必要）

■地方会のみ（定員300名）：正会員・事前登録： 1,000円，当日受付： 1,500円
：非会員（事前登録はありません）： 3,000円

ご注意：＊事前登録受付期間：2009年10月14日�10月28日（※2009年10月7日�WEB先行受付）
※変更と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．非会員の方や入会手続中の方
はご利用いただけません．
＊実技セミナーへのお申し込みはWeb（www.jss.org・地方会のページ）での事前登録のみです．当日参加は
お受けできません．
＊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．
※申込状況は日本超音波検査学会ホームページの地方会のページをご覧ください．
＊参加の際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．
＊昼食を持参された方には，食事可能な場所を準備しております（約 200席）．
＊病院駐車場（有料）が利用可能です．
＊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．ただし，実技セミナーのみ
の参加では付与されません．
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JSS九州 第10回地方会

実行委員長　早川　裕里（済生会熊本病院）
主催　JSS九州地方会・日本超音波検査学会

済生会熊本病院　
外来がん治療センター4F

コンベンションホール，コングレスルーム
熊本市近見 5丁目 3番 1号

□熊本市中心部から
バスで約 30分，タクシーで約 20分

□他県から（自家用車）
福岡方面→熊本 ICから約 40分
宮崎，鹿児島方面→御船 ICから約 20分

□熊本空港から
リムジンバスとバスで約 70分，
タクシーで約 40分

□ JR熊本駅から
バスで約 20分，タクシーで約 15分

※会場の詳細は済生会熊本病院ホームページ
（http://www.sk-kumamoto.jp/）をご覧ください.

連絡先：〒 861–4193 熊本県熊本市近見 5丁目 3–1 済生会熊本病院　中央検査部　早川　裕里
TEL: 096–351–8000 内線 2001 E-mail: hayakawa@mail.jss.org（できるだけEメールでお願いします）
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JSS九州 第10回地方会・併催実技セミナー　プログラム

11月21日（土）

9:10�9:30 受　　　　　　付

9:30�9:35 オリエンテーション

9:35�9:45 講義：検査前の注意点（確認，接遇，検査前説明など）
講師　小郷美紀生（済生会熊本病院中央検査部）

9:45�10:45 講義：心臓超音波検査に必要な解剖と基本的な断層像を学び，検査にあたり必要な
プローブと装置の取り扱いについて理解する

講師　牟田　光明（南風病院医療技術部臨床検査科）

10:45�11:00 休　　　　　　憩

11:00�12:30 実技1：傍胸骨からの描出（講師デモンストレーション 10分）
傍胸骨からの左室長軸像および各短軸断面像の走査方法と観察のポイントに
ついて実習する．

12:30�13:30 昼　　　　　　食

13:30�15:00 実技2：心尖部と心窩部からの描出（講師デモンストレーション 10分）
心尖部四腔像，心尖部長軸像，心尖部二腔像の 3断面と心窩部からの走査方法と
観察のポイントについて実習する．

15:00�15:10 休　　　　　　憩

15:10�16:40 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．

16:40�16:50 ま　　と　　め

心臓コース実技指導講師（順不同，敬称略）
1．崎田　光人（福岡徳州会病院臨床検査科） 4．山崎　　卓（熊本赤十字病院検査部）
2．宮崎　浩美（九州厚生年金病院中央検査室） 5．岩山　義雄（熊本中央病院検査科）
3．田中　直幸（KKR新小倉病院臨床検査科） 6．村上未希子（済生会熊本病院中央検査部）

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，
株式会社日立メディコ，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，
持田シーメンスメディカルシステムズ株式会社

＊昼食のお知らせ

実技セミナー参加の皆様は，セミナー当日院内レストランが利用可能となっております．
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JSS九州 第10回地方会　プログラム　午前の部

11月22日（日）

コンベンションホール コングレスルーム

8:50�9:15 受　　　　　　付

10:05�10:15 休　憩
10:15�10:25 休　憩

11:05�11:15 休　憩
11:15�11:25 休　憩

12:25 昼　食　休　憩
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9:15�10:05 腹部教育講演
「肝腫瘍性病変の超音波診断

��日常遭遇する肝腫瘍の鑑別ポイント��」
講師：崎田　靖人（福岡徳州会病院臨床検査科）
司会：光永　雅美（日赤熊本健康管理センター

健診部）

日常よく遭遇する肝腫瘍について，画像から得られる
情報の捉え方，考え方のポイントを中心に造影エコー
の知見を盛り込んでご講演いただきます．

9:15�10:15 循環器教育講演
「心機能に影響を及ぼす薬剤

��この薬、何の薬？��」
講師：堀端　洋子（熊本大学医学部附属病院

中央検査部）
司会：秋吉　重康（佐賀大学附属病院循環器内科）

薬物治療について，ソノグラファーが知っておくべ
き薬剤の効果や心毒性をはじめ，エコー検査でチェッ
クすべきポイントについてご講演いただきます．

10:15�11:15 腹部教育講演
「肝細胞癌治療とエコーのチェックポイント」
講師：今村　治男

（済生会熊本病院消化器病センター）
司会：谷村　勝宏（中津胃腸病院画像診断部）

現在行われている肝細胞癌の治療法の概説と，その
適応決定に際してエコーおよびその他のモダリティで
どのような点をチェックするか，症例を交えご講演い
ただきます．

10:25�11:05 循環器ミニレクチャー
「こんな撮り方知っていますか？

��被検者の頭を手前にして��」
講師：福光 梓（熊本大学医学部附属病院

中央検査部生理機能検査室）
司会：古藤　文香（福岡市医師会成人病センター　

検査部）

このセクションでは，心エコー検査施行の体位で，
検者にも被検者にも優しい“頭を手前にする”アプ
ローチ法についてご紹介いただきます．

11:15�12:15

一般演題（心臓・血管）
座長：高尾壽美惠（新古賀病院生理機能検査室）

園田　夕子（熊本中央病院生理検査室）

演題名は５ページに掲載していますので，ご覧くだ
さい．

11:25�12:25 腹部特別講演
「こんなに役立つ，びまん性肝疾患の超音波検査」
講師：住野　泰清
（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）

司会：松元香緒里（済生会熊本病院中央検査部）

通常あいまいになりがちな肝実質の評価方法から，
造影剤を利用した血流情報の活用など，一歩進んだ肝
実質の診かた，およびびまん性肝疾患について症例を
交えご講演いただきます．



JSS九州 第10回地方会　プログラム　午後の部

11月22日（日）

コンベンションホール コングレスルーム

15:00�15:10 休　　　　　　憩

＊皆様からの一般演題を募集いたします．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，
JSS九州地方会事務局 jss-kyushu＠mail.jss.orgまでお送りください．折り返し，演題抄録雛形（440字以内）を送り
ます．演題登録締め切りは 9月 11日必着，後日演題の採否等の詳細について連絡いたします．
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13:30�15:00 循環器討論会
『エキスパートが語る！ 治療に即した超音波検査』
「弁膜症の術後評価」
八木登志員（神戸市立医療センター

中央市民病院臨床検査技術部）
「先天性心疾患の超音波診断のポイント」
村田眞知子（九州厚生年金病院中央検査室）
「虚血性心疾患における心エコー評価

��術前から術後まで��」
梅田ひろみ（小倉記念病院検査技師部）
「超音波技師に知っておいてもらいたいこと

��医師の立場から��」
庄野　弘幸（熊本県済生会みすみ病院）
座長：富田　文子（済生会熊本病院中央検査部）

心エコーにおける各分野のエキスパートをお招きし，
術後の経過観察を中心に知っておくべきポイントにつ
いてご講演いただきます．講演後，手術後に経過観察
を行う上で技師の果たす役割について議論を深めたい
と思います．

13:40�15:00 乳腺教育講演
第1部
「乳房超音波のスクリーニングから術後まで」
第2部
「悩まないで，聞いてみよう

乳房超音波の質問コーナー」
講師：尾羽根範員（住友病院超音波検査部）
司会：片山多希子（済生会熊本病院中央検査部）

乳腺症などスクリーニングの際に迷う症例，悪性症
例の拡がり診断，術前化学療法や術後瘢痕・再発など，
それぞれの場面でのポイントを絞ってご講演いただき
ます．

日頃，疑問に思っていることを下記メールにて 11

月 10日まで受付いたします．匿名希望の方はその旨
お伝えください．hayakawa@mail.jss.org

15:10�16:10 血管特別講演
「透析シャントエコーのすすめ」
講師：小林　大樹

（大阪バスキュラーアクセス
天満中村クリニック検査部）

司会：早川　裕里（済生会熊本病院中央検査部）

シャントエコーを理解するため，検査の進め方から
評価ポイントまで，症例を交えながら幅広くご講演い
ただきます．

15:10�16:10

一般演題（腹部・体表）
座長：藤山　澄代（十善会病院検査室）

平尾　真一（日赤熊本健康管理センター健診部）

演題名は５ページに掲載していますので，ご覧くだ
さい．



JSS九州第10回地方会　一般演題

■一般演題（心臓・血管）：11月22日（日）11:15～12:15 コングレスルーム
1．3D経食道心エコー法が大動脈四尖弁の診断に有用であった 2症例

畠　　伸策（国立病院機構鹿児島医療センター）
2．短期間で増大した左室心尖部血栓の一例

扇　　光正（新行橋病院）
3．Tetheringによる僧帽弁逆流症に対する弁輪縫縮術と乳頭筋接合術前後の心エコー図法による評価

椎原　百合香（社会医療法人敬和会大分岡病院）
4．当院でPTAとなったVAのエコーでの評価－上腕動脈血流量とRIでの評価－

大谷　正彦（高橋内科クリニック）
5．腸骨動脈ステント留置による動脈解離の診断と治療方針決定に超音波検査が有用であった１例

古藤　文香（福岡市医師会成人病センター）

■一般演題（腹部・体表）：11月22日（日）15:10～16:10 コングレスルーム
6．乳癌における術前リンパ節転移検出能の検討

宗　　栄治（博愛会病院）
7．膀胱顆粒細胞腫の一例

小野　道広（大分県厚生連鶴見病院）
8．体外式超音波検査で胃がんの深達度評価を行った一例

直　　竜貴（慈愛会今村病院画像診断センター）
9．術前に悪性腫瘍と診断した腸結核症の一例

畠中　尚美（霧島市立医師会医療センター）
10．成人にて診断された腸回転異常症の 2例

寺川　崇子（中部徳洲会病院）
11．腹部超音波検査にて診断し救命し得たSMA血栓症の 1症例

垂水　　綾（国立病院機構熊本医療センター）
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