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セミナーのご案内
◆ランチョンセミナー
※事前登録による予約制としますが，定員になりしだい締め切らせていただきます．
Ⅰ．6 月 15 日（土）12:30 〜 13:30 第 1 会場（500 名）
『乳腺 Real-time Tissue Elastography の当てかた，撮りかた，読みかた』
〜今，ここで基本を知ろう〜
座長 尾羽根範員（住友病院 診療技術部超音波技術科）
演者 梅本
剛（筑波メディカルセンター病院 乳腺科）
共催 日立アロカメディカル株式会社
Ⅱ．6 月 15 日（土）12:30 〜 13:30 第 2 会場（300 名）
座長 高須賀康宣（愛媛大学医学部附属病院 検査部）
演題 ―XDcear トランスデューサーの開発経緯と特徴について―
演者 臼井 洋史（GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 プローブ技術部）
演題 『新しい XDclear トランスデューサーは腹部超音波検査にどのよう
なインパクトをもたらすか？』
演者 水口 安則（国立がん研究センター中央病院 放射線診断科）
共催 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
Ⅲ．6 月 15 日（土）12:30 〜 13:30 第 3 会場（280 名）
『3DTEE がもたらす○○○』
座長 西尾
進（徳島大学病院 超音波センター）
演者 竹内 正明（産業医科大学医学部 第 2 内科学）
共催 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
Ⅳ．6 月 16 日（日）12:30 〜 13:30 第 1 会場（500 名）
『US で診る頭頚部から足指まで』
〜体表，消化器領域における Aplio の innovation 〜
座長 関根 智紀（総合病院国保旭中央病院 中央検査科）
演者 西田
睦（北海道大学病院 検査・輸血部 / 超音波センター）
共催 東芝メディカルシステムズ株式会社
Ⅴ．6 月 16 日（日）12:30 〜 13:30 第 2 会場（300 名）
『明日から使えるスペックルトラッキング』
座長 戸出 浩之（群馬県立心臓血管センター 技術部）
演者
―AFI と PSS の有用性について―
西尾
進（徳島大学病院 超音波センター）
―AFI と PSS の臨床応用―
中島 英樹（筑波大学附属病院 検査部）
共催 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
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Ⅵ．6 月 16 日（日）12:30 〜 13:30 第 3 会場（280 名）
『日常診療における乳腺造影超音波検査の役割』
座長 亀井 義明（愛媛大学医学部附属病院 乳腺センター）
演者 位藤 俊一（りんくう総合医療センター がん治療薬センター / 外科）
共催 第一三共株式会社

◆モーニングセミナー
Ⅰ．6 月 16 日（日）8:00 〜 8:50 第 2 会場（300 名）
『リウマチにおける関節超音波検査の展望』
座長 西森美佐子（だいいちリハビリテーション病院）
演者 大西 郁子（協志会 宇多津浜クリニック）
共催 アッヴィ合同会社
Ⅱ．6 月 16 日（日）8:00 〜 8:50 第 3 会場（280 名）
『下肢動脈エコー検査と評価法』
座長 八鍬 恒芳（東邦大学医療センター大森病院）
演者 橘内 秀雄（菊名記念病院）
共催 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

◆プレイブニングセミナー
Ⅰ．6 月 14 日（金）18:00 〜 20:00 第 2 会場（270 名）
『甲状腺疾患―エコーからの重要な情報を Get―』
座長

谷本
宮尾

泰三（香川県立中央病院）
恵示（高知大学医学部附属病院）

演者
―びまん性甲状腺疾患―
太田
寿（隈病院）
―甲状腺結節性病変の超音波像―
〜緊急性を有するエコー所見と濾胞性腫瘍の考え方〜
佐々木栄司（伊藤病院）
共催 コニカミノルタヘルスケア株式会社
Ⅱ．6 月 14 日（金）18:00 〜 19:30 第 3 会場（270 名）
『ドプラの基礎を理解して肝胆膵領域へ有効利用』
座長 井手口 太（福西会福西会病院）
演者 刑部 恵介（藤田保健衛生大学医療科学部）
Ⅲ．6 月 14 日（金）18:00 〜 20:00 第 4 会場（400 名）
『診断の決め手となったこの 1 枚』
座長 平川 大悟（高知大学医学部附属病院）
宮崎 真紀（愛媛大学医学部附属病院）
演者
―診断の決め手となったこの 1 枚「この所見が重要です !!」―
岡庭 裕貴（群馬県立心臓血管センター）
―血管疾患の診断の決め手となったこの 1 枚―
船水 康陽（東北大学病院）
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◆企業セッション
Ⅰ．6 月 15 日（土）11:20 〜 12:20 展示会場
日本光電中四国株式会社
「生理検査部門システムの活用（エコー検査を中心に）」
演者 稲見 芳之（日本光電工業株式会社 営業本部 検査ソリューション部）
Ⅱ．6 月 16 日（日）11:10 〜 12:10 展示会場
東芝メディカルシステムズ株式会社
「ここまで使える関節エコー！！」
演者 三崎 健太（倉敷中央病院 内分泌代謝・リウマチ内科）

◆エデュケーショナルセミナー
ES-1．（腹部）6 月 15 日（土）9:15 〜 11:15 第 2 会場（300 名）
『診断の根拠となる画像を撮るために必要なこと』
座長 倉重 康彦（天神会 古賀病院 21）
山口 秀樹（独立行政法人 国立病院機構 相模原病院）
演者
―消化管領域の基礎講座―
浅野 幸宏（成田赤十字病院）
―泌尿器領域の基礎講座―
丸山 憲一（東邦大学医療センター大森病院）
―婦人科領域の基礎講座―
岩崎 昭宏（明石市立市民病院）
ES-2．（血管）6 月 15 日（土）13:40 〜 15:40 第 2 会場（300 名）
『血管疾患を見極めるには…！』
座長 山本 哲也（埼玉医科大学国際医療センター）
久保田義則（独立行政法人 国立循環器病研究センター）
演者
―大血管疾患の評価―
寺澤 史明（製鉄記念室蘭病院）
―下肢静脈瘤の評価―
松原
進（広島逓信病院）
―バスキュラーアクセスの評価―
菊地
実（萬田記念病院）
ES-3．（整形）6 月 15 日（土）15:50 〜 17:20 第 2 会場（300 名）
『運動器・関節エコーで得る新たな情報』
座長 石崎 一穂（東京厚生年金病院）
演者
―運動器・検診―
山口 睦弘（独立行政法人 労働者健康福祉機構 北海道中央労災病院）
―関節―
西森美佐子（だいいちリハビリテーション病院）

