
時間 内容
11：20～11：50 受付
11：55～12：00 開会の辞、オリエンテーション

12：00～13：20

講義１
「頸動脈を極める」　～後半ライブ・質疑応答あり～
　講師：小谷　敦志（近畿大学医学部奈良病院）
　司会：三木　未佳（東北大学病院）

13：20～13：40 休憩

13：40～15：00

講義２
「腎動脈を極める」　～後半ライブ・質疑応答あり～
　講師：三木　未佳（東北大学病院）
　司会：小谷　敦志（近畿大学医学部奈良病院）

15：00～15：20 休憩

15：20～16：40

講義３
「下肢静脈を極める」　～後半ライブ・質疑応答あり～
　講師：八鍬　恒芳（東邦大学医療センター大森病院）
　司会：三木　俊（東北大学病院）

16：40～17：00 休憩

17：00～18：20

講義４
「下肢動脈を極める」　～後半ライブ・質疑応答あり～
　講師：三木　俊（東北大学病院）
　司会：八鍬　恒芳（東邦大学医療センター大森病院）

時間 内容
11：20～11：50 受付
11：55～12：00 開会の辞、オリエンテーション

12：00～12：50

講義１
「肝領域」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）
　講師：山本　幸治（済生会松阪総合病院）
　司会：川地  俊明（大垣市民病院）

12：50～13：05 休憩

13：05～13：55

講義２
「胆道領域」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）
　講師：井手口　太（福西会病院）
　司会：田村  悦哉（社会福祉法人　北海道社会事業協会　帯広病院）

13：55～14：10 休憩

14：10～15：00

講義３
「膵領域」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）
　講師：大石　武彦（取手北相馬保健医療センター医師会病院）
　司会：井手口　太（福西会病院）

15：00～15：20 休憩

15：20～16：10

講義４
「泌尿器領域（前立腺、精巣含む）」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）
　講師：白石　周一（東海大学医学部付属八王子病院）
　司会：山本　真一（東海大学医学部付属病院）

16：10～16：25 休憩

16：25～17：15

講義５
「消化管領域」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）　～ライブあり～
　講師：山本　真一（東海大学医学部付属病院）
　司会：大石　武彦（取手北相馬保健医療センター医師会病院）

17：15～17：30 休憩

17：30～18：20

講義６
「産科・婦人科領域」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）　～ライブあり～
　講師：木下　博之（紀南病院）
　司会：岩崎　昭宏（明石市立市民病院）

時間 内容
11：20～11：50 受付
11：55～12：00 開会の辞、オリエンテーション

12：00～12：30

講義１
欠かせない超音波診断装置の保守点検
　講師：橋本 修治（国立循環器病研究センター）
　司会：住ノ江　功夫（姫路赤十字病院）

12：30～13：00

講義２
目的に応じて装置の設定を変えよう（断層法・Mモード法）
　講師：萬雲　正清（箕面市立病院）
　司会：住ノ江　功夫（姫路赤十字病院）

13：00～13：15 休憩

13：15～13：55

講義３
目的に応じて装置の設定を変えよう（各種ドプラ法）
　講師：林　愛子（姫路赤十字病院）
　司会：藤田　圭二（国立病院機構　岡山医療センター）

プログラム（１日目）

12月19日（土）血管領域　　10階 1005-7会議室（100名）

テーマ：臨床へ付加価値のある結果を伝えるには？血管エコーを極める

12月19日（土）腹部領域（消化器・泌尿器・産婦人科領域）　　10階 1003会議室（200名）

テーマ：診療情報（症状、問診、ラボデータ）から考える緊急（救急）超音波検査

12月19日（土）心臓領域　　10階 1001-2会議室（200名）

テーマ：基礎を学ぶ

第127回医用超音波講義講習会



13：55～14：35

講義４
計測の基本を学ぼう（断層法・Mモード法）　～ライブあり～
　講師：住ノ江　功夫（姫路赤十字病院）
　司会：藤田　圭二（国立病院機構　岡山医療センター）

14：35～14：50 休憩

14：50～15：30

講義５
計測の基本を学ぼう（各種ドプラ法）　～ライブあり～
　講師：平川　大悟（高知大学医学部附属病院）
　司会：林　愛子（姫路赤十字病院）

15：30～16：30

講義６
定量評価のポイントを理解する（心機能・狭窄病変）
　講師：杉本 邦彦（藤田保健衛生大学病院）
　司会：林　愛子（姫路赤十字病院）

16：30～16：45 休憩

16：45～17：45

講義７
定量評価のポイントを理解する（逆流病変・短絡疾患）
　講師：泉　礼司（倉敷芸術科学大学）
　司会：松谷　勇人（天理よろづ相談所病院）

17：45～18：25

講義８
アーチファクトを理解する
　講師：梅田　ひろみ（小倉記念病院）
　司会：松谷　勇人（天理よろづ相談所病院）



時間 内容
8：20～8：50 受付
8：55～9：00 オリエンテーション

9：00～9：40

講義１
乳がんの診断と治療
　講師：山片　重人（住友病院　外科）
　司会：河合　真由香（加古川東市民病院）

9：40～9：50 休憩

9：50～10：50

講義２
乳腺超音波解剖と検査法～後半20分：装置の設定と注意点～
　講師：尾羽根　範員（住友病院）
　司会：白井　秀明（札幌ことに乳腺クリニック）

10：50～11：00 休憩

11：00～12：00

講義３
乳房超音波画像の読み方と所見の書き方
　講師：白井　秀明（札幌ことに乳腺クリニック）
　司会：尾羽根　範員（住友病院）

12：00～13：00 昼休憩

13：00～13：50

講義４
乳腺疾患と病理
　講師：堀井　理絵（がん研有明病院／がん研究所　病理部）
　司会：喜舎場　智之（阪南中央病院）

13：50～14：00 休憩

14：00～14：50

講義５
甲状腺超音波画像の読み方、所見の書き方
　講師：太田　寿（隈病院）
　司会：藤岡　一也（大阪市立大学医学部附属病院）

14：50～15：00 休憩

15：00～16：00

講義６
甲状腺がんの診断と治療
　講師：小林　薫（隈病院　外科）
　司会：太田　寿（隈病院）

16：00～16：05 閉会の辞

時間 内容
8：20～8：50 受付
8：55～9：00 オリエンテーション

9：00～9：50

講義１
「肝腫瘍」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）　～ライブあり～
　講師：田村　悦哉（社会福祉法人　北海道社会事業協会　帯広病院）
　司会：山下　安夫（東北労災病院）

9：50～10：05 休憩

10：05～10：55

講義２
「胆道腫瘍」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）
　講師：刑部　恵介（藤田保健衛生大学）
　司会：川端　聡（住友病院）

10：55～11：10 休憩

11：10～12：00

講義３
「膵腫瘍」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）
　講師：川端　聡（住友病院）
　司会：刑部　恵介（藤田保健衛生大学）

12：00～13：00 昼休憩

13：00～13：50

講義４
「泌尿器腫瘤（前立腺、精巣含む）」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）
　講師：藤井　滋（北里大学病院）
　司会：倉重　佳子（社会医療法人　天神会　新古賀クリニック）

13：50～14：05 休憩

14：05～14：55

講義５
「消化管腫瘤」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）
　講師：倉重　佳子（社会医療法人　天神会　新古賀クリニック）
　司会：有馬　隆幸（済生会　野江病院）

14：55～15：10 休憩

15：10～16：00

講義６
「産科・婦人科腫瘤」　診断へのアプローチと走査におけるTips（コツ、秘訣、裏技）　～ライブあり～
　講師：岩崎　昭宏（明石市立市民病院）
　司会：木下　博之（紀南病院）

16：00～16：05 閉会の辞

プログラム（２日目）

12月20日（日）体表領域（乳腺・甲状腺）　　10階 1005-7会議室（140名）

テーマ：乳腺・甲状腺領域を徹底的に極める

12月20日（日）腹部領域（消化器・泌尿器・産婦人科領域）　　10階 1003会議室（200名）

テーマ：診療情報（症状、問診、ラボデータ、他画像、ガイドライン）から考える超音波検査（腫瘍性病変）



時間 内容
8：20～8：50 受付
8：55～9：00 オリエンテーション

9：00～9：40

講義１
大動脈弁狭窄の評価
　講師：松谷　勇人（天理よろづ相談所病院）
　司会：平川　大悟（高知大学医学部附属病院）

9：40～10：20

講義２
僧帽弁逆流の評価
　講師：岡庭　裕貴（群馬県立心臓血管センター）
　司会：平川　大悟（高知大学医学部附属病院）

10：20～10：35 休憩

10：35～11：15

講義３
心機能の評価　～収縮能～
　講師：余語　保則（トヨタ記念病院）
　司会：岡庭　裕貴（群馬県立心臓血管センター）

11：15～12：15 昼休憩

12：15～12：55

講義４
心機能の評価　～拡張能～
　講師：牟田　光明（公益財団法人慈愛会　今村病院分院）
　司会：田中　教雄（国立循環器病研究センター）

12：55～13：35

講義５
右心機能の評価
　講師：藤田　圭二（国立病院機構　岡山医療センター）
　司会：田中　教雄（国立循環器病研究センター）

13：35～13：50 休憩

13：50～14：50

講義６
経カテーテル大動脈弁留置術と心エコー図検査の関わり
　講師：丸尾　健（倉敷中央病院　循環器内科）
　司会：牟田　光明（公益財団法人慈愛会　今村病院分院）

14：50～15：00 休憩

15：00～16：00

講義７
心房中隔欠損症に対するカテーテル治療と心エコー図検査の関わり
　講師：矢崎　諭（国立循環器病研究センター　小児循環器科）
　司会：筑地　日出文（倉敷中央病院）

16：00～16：05 閉会の辞

テーマ：ガイドラインに学ぶ

12月20日（日）心臓領域　　10階 1001-2会議室（200名）


