日本超音波医学会第 31 回九州地方会学術集会
時間

第１会場

日程表

第２会場

8:00
8:30
9:00
9:30

8:15 ～ 8:20 開会式
8:20 ～ 9:00 YIA 腹部（４演題）
座長 : 大堂 雅晴 座長 : 高橋 宏和
審査員 : 黒松 亮子／河上 洋／植木

敏晴

9:05 ～ 9:45 YIA 循環器（４演題）
座長 : 尾辻 豊 座長 : 古川 浩二郎
審査員 : 吉牟田 剛／高梨 秀一郎／湯淺

敏典

8:30 ～ 9:45 （8 演題）
Image of the Year Award for Sonographers
座 長：宇宿 弘輝
座長：梅田 ひろみ
審査員：竹内 正明／松元 淳／堀端 洋子
高尾 壽美恵
9:50 ～ 10:30 産婦人科基調講演・一般演題（2 演題）
「宮崎県の周産期医療の変遷とこれから」
基調講演：池ノ上 克
座長 : 桂木 真司／大場 隆

9:50 ～ 10:20 YIA 体表及び総合（３演題）
座長 : 立花 克郎 座長 : 柊木 剰
10:00
審査員 : 酒井 輝文／木佐貫 彰／吉元 和彦

10:30 10:25 ～ 11:10 循環器領域特別講演
10:35 ～ 11:35 産婦人科トピックス：胎児心エコー
「心臓超音波法の進歩：半世紀を振り返って」
座長：前野 泰樹 座長：佐藤 昌司
司会 : 尾辻 豊
講師：吉田 清
「宮崎県における胎児心エコー外来の現状」演者：藤﨑 碧
11:00
「新しいｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づいた胎児心ｴｺｰｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ」演者：漢 伸彦
11:15 ～ 12:00
「胎児心ｴｺｰの実際：症例から見る現状と今後の展望」演者：新谷光央
消化器領域特別講演
11:30 「超音波を診療に活かす」
11:40 ～ 12:00 宮崎発 産学協同プロジェクト
司会 : 山下 裕一
講師：畠 二郎
座長 : 鮫島 浩
演者：山口 昌俊
12:00
12:10 ～ 13:00 ランチョンセミナー１
12:10 ～ 13:00 ランチョンセミナー２
『ファブリー病の診断と治療～心機能評価を中心に～』 心エコー図検査で AS 患者の未来を変える
～最新ガイドラインに学ぶ術前・術中・術後診断～
座長 : 磯谷 彰宏
座長 : 日浅 謙一
「最新ガイドラインに基づいた
AS 診療のマネジメント」
「シャペロン療法を導入した男性例の治療経験」
12:30
演者：當間 裕一郎
症例報告：西野 峻
コメンテーター：木村 俊之
「心肥大を呈する心筋症の画像診断」特別講演：肥後 太基
コメンテーター：山村 善政
共催 : エドワーズライフサイエンス株式会社
共催 : アミカス・セラピューティクス株式会社
13:00 ～ 13:15 ライブ企業展示
13:00 13:00 ～ 13:15 ライブ企業展示
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

13:30

14:00

13:20 ～ 13:35 ライブ企業展示
シーメンスヘルスケア株式会社

13:20 ～ 13:35 ライブ企業展示
正晃テック株式会社

13:40 ～ 14:00 会長特別企画
「あらゆることに役立つ⁉文学新人賞の獲り方
～戦略・構想・執筆～」
座長：渡邉 望
講演：新川 帆立
14:05 ～ 14:25 Case Archive 循環器 1（5 演題）
座長：兼田 浩平

14:05 ～ 14:25 Case Archive 腹部（5 演題）
座長：岡部 義信

14:30 14:30 ～ 15:50
14:30 ～ 15:05
病診連携セッション九州地区座談会
一般演題 腹部２（４演題）
「マイトラクリップを語る」
座長：小野 尚文
15:00 座長：古川 浩二郎
15:05 ～ 15:55
座長：渡邉 望
一般演題
血管・表在・その他（６演題）
症例提示 : 木村 俊之／磯谷 彰宏／堀端 洋子
15:30
座長：西小野
昭人
ディスカッサント : 田畑 智継／西上 和宏／恒任 章
座長：成吉 昌一
ゲストコメンテーター：小宮 達彦
16:00 16:00 ～ 16:45
第 20 回九州地方会講習会
循環器領域 教育講演
16:30 「考えて撮る心エコー：おもしろ症例集」
座長：有田 武史
講師：泉 知里
16:45 ～ 17:00 閉会式、表彰式、次回大会長挨拶
17:00
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16:00 ～ 16:45
第 20 回九州地方会講習会
消化器領域 教育講演
「これからの肝臓エコー」
座長：植木 敏晴
講師：黒松 亮子

時間

第３会場

第４会場

選考委員会

8:00
8:30 8:30 ～ 9:10 （5 演題）
9:00

一般演題 弁膜症
座長 : 尾長谷 喜久子

座長 : 東上里

8:30 ～ 9:10 （5 演題）

一般演題 感染性心内膜炎・先天性心疾患
康司 座長 : 山村 善政 座長 : 手嶋 敏裕

9:15 ～ 9:50 （4 演題）
一般演題

腹部 1

9:30 座長：重田 浩一朗 座長：倉重 康彦

9:35 ～ 10:10 新人賞（4 演題）
座 長：田代 英樹座長：伊集院 裕康
9:55 ～ 10:15
エキスパートに学ぶ乳腺エコー「乳腺超音波の臨床」 審査員：西小野 昭人／有田 武史
吉村 雄樹
10:00 座長：上田 真 演者：松 敬文

10:20 ～ 10:50 企業共催セミナー
「UGAP が変える NAFLD/NASH 診療の未来」
10:30 演者：黒田 英克
共催：ＧＥヘルスケアジャパン株式会社

12:00

YIA 腹部選考委員会

10:15 ～ 10:35

Image of the Year Award
選考委員会

10:40 ～ 11:00

新人賞選考委員会

10:50 ～ 11:10

11:00 10:55 ～ 11:35（5 演題）
11:30

9:30 ～ 9:50

YIA 体表及び総合選考委員会

一般演題 虚血性心疾患・その他
座長：野間 充
座長：古島 早苗

11:20 ～ 12:00
一般演題 心筋疾患（5 演題）
エキスパートに学ぶ：冠動脈エコー
「当院における冠動脈エコーの取り組みと描出の工夫」 座長：鶴田 敏博
座長：坂本 佳子
座長：皆越 眞一
演者：原田 修
11:40 ～ 12:00

11:30 ～ 11:50

YIA 循環器選考委員会

12:10 ～ 13:00 ランチョンセミナー３
『抗がん剤治療を安全に届ける！
腫瘍センターと超音波センターの新しい形』
座長
: 竹内 正明
12:30
演者：出雲 昌樹
共催 : 株式会社フィリップス・ジャパン
13:00 13:00 ～ 13:15 ライブ企業展示
株式会社フィリップス・ジャパン

13:30

14:00

13:20 ～ 13:35 ライブ企業展示
株式会社ワイディ

14:05 ～ 14:25 Case Archive 循環器 2
座長：澤紙 秀太
（５演題）

14:30 14:30 ～ 15:10
一般演題 心不全・心機能 （５演題）
座長：山近 史郎 座長：富田 文子
15:00
15:15 ～ 15:55
一般演題 心膜炎・心筋炎 （５演題）
15:30 座長：吉牟田 剛
座長：安田 久代

14:05 ～ 14:25 Case Archive 循環器 3
座長：戸井田 玲子
（５演題）

15:35 ～ 15:55 Case Archive 循環器 4
座長：福田 智子
（5 演題）

16:00

日本超音波医学会九州地方会
令和３年度運営委員会
２０２１年１０月１日（金）
１７：００～ WEB 会議

16:30

17:00
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