第１９回 三重県超音波研究会
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、標記研究会を下記の通り開催致しますので
ご案内申し上げます。 プログラムを同封させていただきますので、万障お繰り合わせの上、多数ご出席
賜りますようにお願い申し上げます。
第19回 大会長 松阪中央総合病院 消化器センター
直田 浩明

７月９日（日） 9:50 開始 (9:30 受付)
三重県総合文化センター 多目的ホール
津市一身田1234

【特別講演】

TEL 059-231-5015

座長 松阪中央総合病院 心臓血管センター 谷川 高士 先生

「 TAVI 時代における大動脈弁の心エコー図法」
三重大学病院 循環器内科
【教育講演】

土肥 薫 先生

座長 松阪中央総合病院 中央検査科 中西 繁夫 先生

「 血管エコー ～波形が読めると楽しくなる…かも～」
三重大学病院 血管ハートセンター 松田 真珠美 先生
「 乳房超音波と病理 ～はじめの一歩！ ～」
三重大学病院 乳腺センター
【ランチョンセミナー】

北山 美佳 先生

座長 松阪中央総合病院 消化器センター 直田 浩明

「 膵疾患に対する超音波診療 ～拾い上げから確定診断まで～」
和歌山県立医科大学病院 消化器内科 北野 雅之 先生
一般演題（口演） および 超音波メーカーによる企業プレゼン 予定

日本医師会 生涯教育講座 カリキュラムコード(単位) 25(0.5), 27(1), 42(1), 73(0.5)
三重県臨床検査技師会 生涯教育（臨床専門教科：20点) として認定いたします
運営事務局 ： 松阪中央総合病院 生理検査室 （担当上阪） E-mail: 19mieus.hu@gmail.com
〒515-8566 松阪市川井町字小望１０２ Tel: 0598-21-5252
【後援】 三重県医師会、三重県臨床検査技師会、三重県診療放射線技師会、鈴鹿医療科学大学、MMC卒後臨床研修センター
【主催】 三重県超音波研究会

第 19 回三重県超音波研究会プログラム
平成 29 年 7 月 9 日（日）

9:50
10:00

【開会の辞】

大会長

三重県総合文化センター

松阪中央総合病院

【一般演題①】

多目的ホール

消化器センター

座長：伊勢赤十字病院

医療技術部

会費：1,000 円

直田

浩明

臨床検査課

別當

勝紀

先生

１）心臓の 4 弁に感染性心内膜炎を認めた１症例
厚生連鈴鹿中央総合病院 中央検査科
薮田憲一、丸山元美、信太俊範、武野潔
２）心エコーにて検出しえた肺動脈四尖弁の一例
三重ハートセンター

臨床検査科 1)、同放射線科 2)、同循環器内科３）

松林正人、内田文也、辻井正人 1)、小坂祐紀、平本裕也、水崎繁 2)、宮原眞敏、西川英郎３）
３）右房内巨大血栓による急性肺動脈塞栓症の１例
厚生連松阪中央総合病院 中央検査科 1)、病理診断科 2)、心臓血管センター３）
林美和、山中良之、中西繁夫 1)、杉本寛子、石原明徳 2)、松岡宏治３）
４）心エコー図検査が診断の一助となった冠動脈肺動脈瘻の 1 例
松阪市民病院

中央検査室

豊﨑光代、天野友紀、前田奈津江、小阪絵美、宇城研悟、長島光治
５）化学療法が著効した心臓悪性リンパ腫の一例
伊勢赤十字病院

医療技術部 臨床検査課

谷佳織、別當勝紀、中村まりの、青山明穂、浅沼里依子、北村智子

10:50 【一般演題②】

座長：医療法人尚豊会みたき総合病院

放射線室

村田

浩毅

６）下肢静脈瘤に対する高周波焼灼術後における EHIT の検討
医療法人尚豊会みたき総合病院

放射線室 1)、外科 2)

渡邊真衣、水谷隆文、村田浩毅、佐々木文昭、森本恵里佳、川村あずさ 1)、宮内正之 2)
７）外頚動脈との連続性を SMI 法で描出できた浅側頭動脈瘤の１症例
三重県立総合医療センター

中央放射線部 1)、放射線科 2)、消化器内科３）

安本浩二 1)、瀬田秀俊 2)、奥村尚人 1)、白木克哉３）
８）当院で頚動脈超音波検査法にて硬膜動静脈瘻を指摘し得た 4 例
三重大学医学部附属病院 中央検査部 1）、 血管ハートセンター2）
三重大学大学院 検査医学分野３）、神経感覚講座脳神経外科学 4）
別所由梨 1)、松田真珠美 2)、楠木理香、杉浦早希、大浦貴子、福田はるみ、櫻井裕子、
大沼秀知、森本誠 1)、藤本直紀３）、当麻直樹 4）、中谷中 1)、鈴木秀謙 4）
９）Shear Wave Elastography の筋・腱組織への応用と可能性
岡波総合病院

放射線部

界外忠之、上田健司、吉川晴樹、世古充
10）充実性腫瘤像を呈した乳腺腺筋上皮腫（紡錘細胞型）の一例
厚生連松阪中央総合病院

中央検査科1)、外科2)、病理診断科３）

小瀬古真也子、河合美穂、大野小枝、高倉絵里子、上阪浩矛、中西繁夫1）、岩田真2)、
杉本寛子、石原明徳３）

先生

11:40 【一般演題③】

座長：三重大学病院

消化器・肝臓内科

山田

玲子 先生

11）膵頭部癌と術前診断した十二指腸癌の一切除例
厚生連鈴鹿中央病院

中央検査科 1)、消化器内科 2)、病理診断科 3）

市川佳奈、高士裕美、堀切頼子、武野潔 1)、松崎晋平 2)、馬場洋一郎、村田哲也３）
12）上部消化管超音波検査における胃壁層構造の検討
浜田内科胃腸科

放射線技師 1)、消化器内科 2)

加藤明徳 1)、浜田実 2)
13）腹部超音波健診における判定基準の導入について
済生会松阪総合病院

超音波検査室

福本義輝、仙波薫、世古利奈、牛塲博子、蟹井藍、中川真理子、脇田絵理香、林豊、山本幸治
14）超音波ガイド頸椎神経根ブロック

–新しい治療適応とその有用性‐

厚生連松阪中央総合病院

麻酔科

網谷謙、石山実花、川喜田美穂子、太田志摩、北川愛子、西村佳津

12:30

【ランチョンセミナー】第一三共株式会社 共催

『膵疾患に対する超音波診療』

座長：松阪中央総合病院

【特別講演】

直田 浩明

～拾い上げから確定診断まで～

和歌山県立医科大学病院

13:30

消化器センター

北野

消化器内科

座長：松阪中央総合病院

心臓血管センター

雅之 先生

谷川

高士

先生

『 TAVI 時代における大動脈弁の心エコー図法』
三重大学病院

14:30

【メーカープレゼンテーション】

循環器内科

座長：岡波総合病院 放射線部

土肥

薫 先生

界外

忠之 先生

中西

繁夫 先生

『超音波装置メーカーによる最新技術の紹介』
15:30

【教育講演】

座長：松阪中央総合病院 中央検査科

『血管エコー』

～波形が読めると楽しくなる…かも～
三重大学病院

『乳房超音波と病理』

血管ハートセンター

【閉会の辞】

真珠美 先生

～はじめの一歩！ ～
三重大学病院

16:30

松田

三重県超音波研究会会長

三重大学病院

乳腺センター

がんセンター

北山
中瀬

美佳 先生

一則

＊本研究会は、
日本医師会 生涯教育講座 3 単位 と、
三重県臨床検査技師会 生涯教育専門教科 20 点として認定されております。
【主催】三重県超音波研究会
【後援】三重県医師会 三重県臨床検査技師会

三重県放射線技師会

鈴鹿医療科学大学

MMC 卒後臨床研修センター

