JSS 関西 第 11 回地方会
「ハンズオン・超音波講演会・一般演題発表会」のお知らせ
実行委員長

松井 隆（姫路赤十字病院検査部生体検査課）
主催 JSS 関西地方会・日本超音波検査学会

装置提供：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社，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
JSS 関西第 11 回地方会を下記の通り,大阪市にて開催いたします.テーマは「You can change！！」です．
今回はニーズの高い循環器と消化器の 2 会場同時開催を企画いたしました．
ハンズオンでは,手元カメラに加え,健常者のエコー像と異常エコー像を 3 面投影し，シームレスな進行に
より講演内容を理解するお手伝いをいたします．また，昼食後の休憩時間にはスライド提示による自由参加
型プチセミナーをご用意しております．短い時間ですが提示された内容から病態を考えてみてください．
さらに一般演題では,日頃の研究成果をご発表いただき,フロアの皆様方と十分なディスカッションを行
っていただきたいと思っております．
ぜひ，多数の皆様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： 「You can change!!」
日 時： 2009 年 8 月 23 日（日）
10 時 00 分～16 時 00 分 受付開始 9 時 30 分
会 場： 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）10 階会議室
参加費： 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
ご注意：＊事前登録受付期間：2009 年 7 月 16 日～30 日（※7 月 9 日～WEB 先行受付）定員：260 名
※変更になる場合もあります．詳細は学会ホームページ(ttp://www.jss.org)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．
非会員や入会手続中の方はご利用いただけません．
＊事前登録のみで定員に達しましたので，未登録の方の当日ご参加はお受けできません．
＊地方会の参加には必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．
昼 食：大阪国際会議場内のレストラン（2 階，5 階，12 階）はご利用可能です．
≪一般演題公募のご案内≫
●領
域：循環器，消化器（発表 7 分，質疑 13 分の予定です）
●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 関西地方会事務局 jss-kansai@jss.org
一般演題公募は締め切りました
●演題締切：2009 年 7 月 10 日（金）
●抄録締切：2009 年 7 月 27 日（月）
ご応募ありがとうございました
・申込受付後，事務局より演題抄録雛形（全文 440 字以内）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．
（参加登録は必須です）
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プログラム

8 月 23 日（日）
循環器（1004・1005 号室）

消化器（1006・1007 号室）
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開会挨拶・オリエンテーション
第Ⅰ部 循環器ハンズオン講義
「心エコー描出＆計測

～get back to the basics !～」
講師：三木 俊
（八尾市立病院検査部超音波検査室）
講師：林 愛子
（姫路赤十字病院検査部生体検査課）
司会：渡辺 浩志
（市立加西病院中央検査課）
初級者を対象とし,検査をする上で押さえ
ておきたいポイントを中心に解説していた
だきます
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自由参加型プチセミナー(食後休憩時 12:35～12：50)
「痛み･問診･他の検査結果などの情報からエコー所見を考えてみよう」
循環器編・消化器編（各会場にて開催いたします）
第Ⅱ部 一般演題（循環器）
座長：高嶋 学志
（社会保険神戸中央病院生理検査室）
座長：萬雲 正清
（箕面市立病院中央検査部）
※演題名は次ページに掲載．

13:00
～
14:20

14:20
14:40

第Ⅰ部 消化管ハンズオン講義１
｢下部消化管の判読と描出法
Echo Wars EpisodeⅠ
～Attack the colon～｣
講師：岩崎 信広
（神戸市立医療センター
中央市民病院臨床検査技術部）
司会：喜舎場智之
（阪南中央病院臨床検査科）
正常像と異常像を対比し,その違いにつ
いて解説していただきます

休
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第Ⅲ部 講演
｢報告書から見る臨床に伝える技術
～For progress of the report making～｣
講師：住田 善之
（国立循環器病センター生理機能検査部）
司会：河谷 浩
（公立宍粟総合病院検査科）
実際の報告書を提示し,臨床へ伝えるため
の記載内容のポイントと，エコー画像につい
て講義していただきます
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第Ⅱ部 一般演題（消化器）
座長：田村 周二
（神戸市立医療センター
西市民病院臨床検査技術部）
座長：川端 聡
（住友病院超音波検査部）
※演題名は次ページに掲載．
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第Ⅲ部 消化管ハンズオン講義２
｢上部消化管の判読と描出法
Echo Wars EpisodeⅡ
～The stomach strikes back～｣
講師：綿貫 裕
（姫路赤十字病院検査部生体検査課）
司会：辻 真一朗
（京都桂病院検査科）
上部消化管検査の走査や飲水法による評
価を解説していただきます

※会場間の移動は自由ですが,座席数の関係で立ち見もしくは入場を制限する場合があります.
ご了承ください.

第Ⅱ部 一般演題・循環器（13:00～14:40）
・｢糖尿病教育入院患者に偶然発見された乳頭状弾性繊維腫の 1 症例｣
熊谷 祐二（金沢循環器病院検査部）
・｢甲状腺機能亢進症に合併した左室内血栓の一例｣
城 好人（国立循環器病センター生理機能検査部）
・｢自由壁破裂を救命しえた陳旧性前壁中隔梗塞の一例｣
宮花 礼子（大阪掖済会病院生理機能検査室）
・｢大動脈弁置換後の stuck valve による急性心不全の一例｣
松井 深香（大阪市立大学附属病院中央臨床検査部）
・｢経胸壁心エコードプラ法による冠血流予備能と MDCT の組み合わせによる冠動脈狭窄検出の有効性｣
吉川 淳一（東住吉森本病院）
・｢筋ジストロフィーの左房径について｣
上場 將生（国立病院機構宇多野病院臨床検査科）
・｢夜間勤務による血管内皮機能障害におけるアロマセラピーの有用性｣
藤本 宏美（大阪掖済会病院生理機能検査室）
第Ⅱ部 一般演題・消化器（13:00～14:20）
・｢Sonazoid を用いた慢性肝疾患の肝実質と脾実質の輝度比（LS 比）の検討｣
橋本 眞里子（兵庫医科大学病院超音波センター）
・｢非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)の造影超音波診断｣
柴田 陽子（兵庫医科大学病院超音波センター）
・｢経皮的ラジオ波焼灼術における Sonazoid 造影超音波の有用性｣
脇 英彦（明和病院臨床検査部）
・｢肝動脈塞栓術（TACE）後の経皮的ラジオ波焼灼術における Sonazoid 造影超音波の意義｣
伊東 宏祐（明和病院臨床検査部）
・｢慢性膵炎の急性憎悪の一例｣
広田 めぐみ（神鋼病院生理検査室）
・｢胃形質細胞腫の一例｣
三羽 えり子（神戸市立医療センター中央市民病院臨床検査技術部）
・｢超音波検査で術前診断しえた大腸癌穿孔の一例｣
木下 博之（社会保険紀南病院中央臨床検査部）
・｢腸重積を契機に発見された悪性リンパ腫の 1 例｣
河部 麻美（阪南中央病院臨床検査科）
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会場案内

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
大阪府大阪市北区中之島 5-3-51
TEL:06-4803-5555 HP:http://www.gco.co.jp
□
●
●
●
●
●

アクセス
京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」すぐ
JR環状線「福島駅」，JR東西線「新福島」から徒歩約10分
阪神本線「福島駅」から徒歩約10分
大阪市営地下鉄「阿波座駅」から徒歩約10分
シャトルバス「リーガロイヤルホテル」とJR「大阪駅」桜
橋口間で運行しており，ご利用いただけます(定員28名)

連絡先：〒640-8555 和歌山市湊 1850 番地 和歌山健康センター 臨床検査科 渡邊 豊
TEL：073-451-3398 E-mail：watanabe-ytk@jss.org（できるだけ E メールでお願いします）
～本地方会のねらい～
講演会やハンズオンでの知識や技術の習得で,新たな視点を見つけて検査の質を変えることができます.
加えて,今回は学会という場の大切な役割を益々発展させるべく,一般演題において従来より一演題の時間を
長く設定しました.演者はフロアの方々と討論することにより,一方フロアの方も疑問に“思う”だけでなく,
発表者に“聞く”ことにより,それぞれに新しい change（変化）が生まれるような会場一体型の発表会をめ
ざします．
自信を持つことで,もっとエコーを好きになる自分に変化すること・・・Yes,We can.
一般演題へのご応募および活発なディスカッションにご協力くださいますようお願いするとともに,2010
年の学術集会が開催される大阪国際会議場にて皆様のご参加をスタッフ一同，心よりお待ちしております.

