
中部超音波検査フォーラム in 沖縄 

初心者実技講習会のご案内 
 

 標記講習会を下記内容にて開催しますので，是非ご参加下さい。 

 

日 時：平成 29 年 2 月 24 日（金）～ 26 日（日） 

会 場：豊見城中央病院 5F 講義室 

    （沖縄県豊見城市字上田 25 番地） 

対象者：超音波検査初心者､これから始める方，超音波に興味のある方 

受講料：ナイトセッション，イブニングセッション       500 円 

    半日実技講習会（血管エコー，整形領域エコー） 1500 円 

    一日実技講習会（腹部エコー）         3000 円 

 

              日程 

 

  24 日（金）19:00～21:00 ナイトセッション 

       知っておきたい新情報と見ておきたい症例 

                             50 名まで 

 

  25 日（土）14:00～17:30（半日実技講習会） 

       血管エコー実技講習会    18 名まで 

       整形領域エコー実技講習会  12 名まで 

 

  25 日（土）18:00～20:00 イブニングセッション 

       乳腺エコー（講義）         50 名まで 

  

  26 日（日）9:00～16:30（一日実技講習） 

       腹部エコー実技講習会    30 名まで 

       

  

 ＊実技講習は１グループ 6 名予定  

  

 



中部超音波検査フォーラム in 沖縄 

ナイトセッション 

知っておきたい新情報と見ておきたい症例 

 

日時 ：平成 29 年 2 月 24 日（金曜日）19：00 ～ 21：00 

会場 ：豊見城中央病院 5F 講義室  

 

対象者：超音波検査初心者､これから始める方，超音波に興味のある方 

受講者：50 名（定員に達したら受付を終了します）  

受講料：500 円 

受講申込先：kct-otobe@octn.jp  乙部 宛 
   

申込時には受講希望領域を「ナイトセッション」と明記してください 

経験年数・施設名・連絡先アドレスを必ず記載してください 

 

18:45～       開場・受付開始 

19:00～19:05 開会の挨拶 

19:05～19:25  自己免疫性膵炎 

                           大垣市民病院         乙部 克彦 先生                

19:25～20:45 イレウスを極める 

                           藤枝市立総合病院      秋山 敏一 先生 

19:45～20:00 マンモグラフィーから US のイメージを考えてみよう 

          （株）メディカルエンタープライズ  長尾 康則 先生 

          （休憩 10 分） 

20:10～20:20 新しい膵癌取扱い規約について 

三重県立総合医療センター 安本 浩二 先生 

19:20～21:50 頸動脈エコー新評価基準について 

            藤田保健衛生大学           高井 洋次 先生 

20:50～21:00  海外超音波技術指導経験 バングラディシュ編 

                           大垣市民病院        川地 俊明 先生 

21:00～      閉会の挨拶 



中部超音波検査フォーラム in 沖縄 

＜初心者実技講習会・血管領域＞ 
 

日時 ：平成 29 年 2 月 25 日（土曜日）14：00 ～ 17：30 

会場 ：豊見城中央病院 5F 講義室  

 

対象者：超音波検査初心者､これから始める方，超音波に興味のある方 

受講者：18 名（１グループ；6 名予定・定員に達したら受付を終了します）  

受講料：1,500 円 

受講申込先：kct-otobe@octn.jp  乙部 宛 
   

申込時には受講希望領域を「血管領域」と明記してください 

経験年数・施設名・連絡先アドレスを必ず記載してください 

 

  13:45～        開場・受付開始 

 

 14:00～14:05 開会の挨拶・オリエンテーション 

 

14:05～14:25 講義：下肢静脈の解剖・生理、深部静脈血栓症について 

  金沢医科大学病院        山村  博 先生 

 

14:25～14:45  講義：下肢静脈(深部静脈血栓症)の評価法 

                             藤田保健衛生大学病院     高井 洋次 先生 

          （休憩 10 分） 

14:55～17:15  実技指導(140min) (7 分×3 回（講師デモ 7 分×2 回）) 

 

17:15～17:30 質疑応答・閉会の挨拶 



中部超音波検査フォーラム in 沖縄 

＜初心者実技講習会・整形領域＞ 
 

日時 ：平成 29 年 2 月 25 日（土曜日）14：00 ～ 17:30 

会場 ：豊見城中央病院 5F 講義室  

 

対象者：超音波検査初心者､これから始める方，超音波に興味のある方 

受講者：12 名（１グループ；6 名予定・定員に達したら受付を終了します）  

受講料： 1,500 円 

受講申込先：kct-otobe@octn.jp  乙部 宛 
   

申込時には受講希望領域を「整形領域」と明記してください 

経験年数・施設名・連絡先アドレスを必ず記載してください 
 

 

 13:45～        開場・受付開始 

 

 14:00～14:05 開会の挨拶・オリエンテーション 

 

 14:05～14:30 講義：肩関節の解剖とチェックポイント 

                           石川城北病院        坂倉 正樹 先生 

 

 14:30～14:55 講義：肩関節疾患の概要 ～腱板損傷を中心に～ 

刈谷豊田総合病院         今田 秀尚 先生 

          （休憩 10 分） 

 

 15:05～15:50  実技指導 1：肩関節 （7 分×1 回) 

        （質疑＆休憩 10 分） 

 

 16:00～16:42 実技指導 2：肩関節  (7 分×1 回) 

        （質疑＆休憩 10 分） 

 

 16:52～17:28 実技指導 3：その他要望部位対応 (6 分×1 回) 

 

 17:30～       閉会の挨拶 



中部超音波検査フォーラム in 沖縄 

＜イブニングセミナー・乳腺領域＞ 
 

日時 ：平成 29 年 2 月 25 日（土曜日）18：00 ～ 20：00 

会場 ：豊見城中央病院 5F 講義室  

 

対象者：超音波検査初心者､これから始める方，超音波に興味のある方 

受講者：50 名（定員に達したら受付を終了します）  

受講料：500 円 

受講申込先：kct-otobe@octn.jp  乙部 宛 
   

申込時には受講希望領域を「乳腺領域」と明記してください 

経験年数・施設名・連絡先アドレスを必ず記載してください 

 

 

17:45～        開場・受付開始 

 

18:00～18:50 マンモグラフィの読影の基礎 

 ㈱メディカルエンタープライズ  長尾康則 先生 

 
    （休憩 10 分） 

19:00～19:50 (仮)乳腺エコーの基礎と MMG 後セカンドルックエコー 

市立敦賀病院  河野晃代 先生 
 

19:50～20:00 質疑応答 

 

20:00～    閉会の挨拶 

 



中部超音波検査フォーラム in 沖縄 

＜初心者実技講習会・腹部領域＞ 

日時 ：平成 29 年 2 月 26 日（日曜日）9：00 ～ 16:30 

会場 ：豊見城中央病院 別棟会議室・5F 講義室  

対象者：超音波検査初心者､これから始める方，超音波に興味のある方 

受講者：30 名（１グループ；6 名予定・定員に達したら受付を終了します）  

受講料：3,000 円 

腹部超音波ポケットマニュアル：講習会特別価格 2,050 円（税込） 

受講申込先：kct-otobe@octn.jp  乙部 宛 
   

 申込時には受講希望領域を「腹部領域」と明記してください 

経験年数・施設名・連絡先アドレスを必ず記載してください 

また、講習内容テキスト「腹部超音波ポケットマニュアル」購入希望 

の方はテキスト購入希望と記載してください 
 

当日は「腹部超音波ポケットマニュアル」を講義内容テキストとし、配付資料はございません 

 

  （別棟会議室） 

 8:45～       開場・受付開始 

 9:00～ 9:05 開会の挨拶・オリエンテーション 

 9:05～ 9:30 講義：肝臓の解剖とチェックポイント 

                           福井大学           江端 清和 先生 

 9:30～ 9:55 講義：胆道の解剖とチェックポイント 

三重県立総合医療センター 安本 浩二 先生 

 9:55～10:20  講義：尿路の解剖とチェックポイント 

                           大垣市民病院         乙部 克彦 先生 

          （休憩 10 分） 

10:30～11:00  講義：膵臓・脾臓の解剖とチェックポイント 

                           大垣市民病院         川地 俊明 先生 

11:00～11:30 講義：腹部大動脈・消化管の解剖とチェックポイント 

藤枝市立総合病院      秋山 敏一 先生 

        （昼食／休憩 60 分）食事は各自ご用意ください 

（5F 講義室） 

12:30～13:55  実技指導 1：肝臓・胆嚢・胆管・右腎臓 (6 分 X２回) 

        （休憩 10 分） 

14:05～15:30 実技指導 2：膵臓・脾臓・左腎臓・腹部大動脈・消化管 

                           (6 分 X2 回) 

        （休憩 10 分） 

15:40～16:20 実技指導 3：復習           (6 分 X1 回) 

16:20～16:30 質疑応答・閉会の挨拶 


