
11th 
これからはじめる 

心血管エコーライブ 
ハンズオンセッション 

主催：心血管エコーライブハンズオンセッション　　  



概要 
目的：心臓および血管超音波検査の撮像・読影に関する知識・技術の普及・発展 

日時：2019年3月3日（日）9:50～17:00 

会場：大阪府医師協同会館本部　大阪市中央区上本町西3丁目1番5号  

主催：心血管エコーライブハンズオンセッション  

予定展示協賛（順不同） 

キャ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 
日立製作所 
株式会社フィリップス･ジャパン 
シーメンスジャパン株式会社  
コニカミノルタジャパン株式会社 
タカラベルモント株式会社 
ランダルコーポレーション株式会社 
募集予定人数：ハンズオン午前60名 / 午後60名　エコーレクチャーライブ 午前120名 / 午後120名　　 
　　　 
対象：医療従事者 

CVT認定単位 

・ハンズオン1領域　4単位　・ハンズオン2領域　5単位　 

　（いずれも血管領域のみ単位取得可，心臓領域は不可） 
・レクチャー午前半日，終日とも4単位　・レクチャー午後半日　単位なし 

予定参加講師　(順不同) 
浅岡 伸光     （八尾市立病院） 
天野 幾司　　(市立川西病院) 
井上 太　　　(明和病院) 
山本 真大　　(健康保険組合連合会 大阪中央病院)  
椿森 省二　　(ハイメディッククリニックWEST) 
北出 和史　　(大阪警察病院) 
山本 将司　　(NTT西日本大阪病院)  
小谷 敦志　　(近畿大学医学部奈良病院) 
谷口 京子　　(近畿大学医学部附属病院) 
川崎 俊博　　(西宮渡辺心臓血管センター) 
寺西 ふみ子　(八尾市立病院) 
細井 亮二　　(八尾市立病院)  
沖 都麦　　　(神戸大学医学部附属病院) 
福住 典子　　(神戸大学医学部附属病院) 
藤田 晋一　　(山陰労災病院) 
山岡 誠　　　(桜橋渡辺病院) 
橋口 遼　　　(桜橋渡辺病院)  
森 亘平　　　(近江八幡市立総合医療センター) 
木村 尚貴　　(大阪労災病院) 
鮎川 宏之　　(滋賀県立総合病院） 
金子 裕　　　(大津市民病院) 
大塚 淳平　　(東宝塚さとう病院) 
柳 善樹　　　(国立循環器病研究センター) 
玉井 佑里恵　(国立循環器病研究センター) 
出村 豊　　　(国立循環器病研究センター) 

松尾 汎　   　 (松尾クリニック） 
山田 博胤　 （徳島大学病院） 
和田 靖明　 （山口大学附属病院） 

事務局　小谷 敦志　　Email: office@osakacvecho.com　(OSAKA心血管エコー研究会内) 

mailto:office@osakacvecho.com


 

 

 

 

血管エコーレクチャーライブ（AM）8F会場 

「下肢深部静脈・表在静脈エコー　ガイドライン レクチャーライブ」　9：50～10：35 

座長：浅岡 伸光（八尾市立病院）　　演者：天野 幾司（市立川西病院） 

「グレーゾーンに迫る！　血管エコー症例カンファレンス＆エコー要点ライブ！」　10：45～12：30 

座長：小谷 敦志（近畿大学医学部奈良病院） 

　　⑴ 「深部静脈血栓症. 可動性と輝度のグレーゾーン」　演者：出村  豊 （国立循環器病研究センター） 

　　⑵ 「ABIやや低下，acceleration time計測のグレーゾーン」　演者：寺西 ふみ子（八尾市立病院） 

　　⑶ 「頸動脈ステント留置術後評価のグレーゾーン」　演者：沖 都麦（神戸大学医学部附属病院） 

コメンテーター　 
松尾 汎（松尾クリニック）　　浅岡 伸光（八尾市立病院）    天野幾司（市立川西病院）　 

北出 和史（大阪警察病院）       鮎川　宏之（滋賀県立総合病院）

ハンズオン 
（午前9:50 ~ 12:30  /  午後14:00 ~16:40）　7F会場 ①～⑫  / 8F会場 ⑬～⑮（ロビー） 

　 

　予定コース 

　心臓初級・心臓中級・頸動脈初級・頸動脈中級・下肢動脈・下肢静脈・腎動脈/大血管 

　エコー予定台数  15台　　1台/4名~5名

ランチョンセミナー　12:50 ~ 13:40　8F会場 

血管エコー ＋ 心エコー ＝ 私たち　～Echo Awaji座談会～ 

松尾 汎（松尾クリニック）　　山田 博胤（徳島大学病院）　　和田 靖明（山口大学附属病院） 

　阪急デリカアイ 1500円相当の弁当を予定

心エコーレクチャーライブ（PM）8F会場 

「心エコールーチンライブ」　14：00～14：45 

座長：川崎 俊博 （西宮渡辺心臓脳・血管センター ）    演者：柳 善樹（国立循環器病研究センター） 

「グレーゾーンに迫る！心エコー症例カンファレンス＆エコー要点ライブ！」14：55～16：40 

座長：小谷 敦志（近畿大学医学部奈良病院） 

　　⑴ 「心筋症と拡張不全のグレーゾーン」　演者：橋口 遼（桜橋渡辺病院） 

　　⑵ 「心拍出量を考慮したAS重症度のグレーゾーン」　演者：玉井 佑里恵（国立循環器病研究センター） 

　　⑶ 「右室拡大の原因．容量負荷と圧負荷のグレーゾーン」　演者：谷口 京子（近畿大学医学部附属病院） 

コメンテーター 
松尾 汎（松尾クリニック）　山田 博胤（徳島大学病院）　和田 靖明（山口大学附属病院） 
川崎 俊博 （西宮渡辺心臓脳・血管センター ）　椿森 省二（ハイメディッククリニックWEST）



午前・終日 
受付開始　9:15 

ハンズオン 心血管エコーレクチャー

7F会場  / 8F会場 8F会場（会議室）

開会挨拶（9:45）

ハンズオン 

心臓初級・心臓中級 
頸動脈初級・頸動脈中級 
下肢動脈・下肢静脈 
腎動脈/大血管 

「下肢深部静脈・表在静脈エコー 
ガイドライン レクチャーライブ」 

座長：浅岡 伸光（八尾市立病院） 
演者：天野 幾司（市立川西病院）

「グレーゾーンに迫る！ 
血管エコー症例カンファレンス＆エコー要点ライブ！」 

座長：小谷 敦志（近畿大学医学部奈良病院） 

⑴ 「深部静脈血栓症. 可動性と輝度のグレーゾーン」 
演者：出村  豊 （国立循環器病研究センター） 

⑵ 「ABIやや低下，acceleration time計測のグレーゾーン」　 
演者：寺西 ふみ子（八尾市立病院） 

⑶ 「頸動脈ステント留置術後評価のグレーゾーン」 
演者：沖 都麦（神戸大学医学部附属病院） 

コメンテーター　 
松尾 汎（松尾クリニック） 
浅岡 伸光（八尾市立病院） 
天野幾司（市立川西病院） 
北出 和史（大阪警察病院） 
鮎川 宏之（滋賀県立総合病院）

午後 
受付開始　12:15

ランチョンセミナー 
血管エコー ＋ 心エコー ＝ 私たち　～Echo Awaji座談会～ 

松尾 汎（松尾クリニック）　　山田 博胤（徳島大学病院）　　和田 靖明（山口大学附属病院） 

　阪急デリカアイ 1500円相当の弁当を予定

ハンズオン 

心臓初級・心臓中級 
頸動脈初級・頸動脈中級 
下肢動脈・下肢静脈 
腎動脈/大血管 

「心エコールーチンライブ」 

座長：川崎 俊博 （西宮渡辺心臓脳・血管センター ）    
演者：柳 善樹（国立循環器病研究センター）

「グレーゾーンに迫る！ 
心エコー症例カンファレンス＆エコー要点ライブ！」 

座長：小谷 敦志（近畿大学医学部奈良病院） 

⑴ 「心筋症と拡張不全のグレーゾーン」
演者：橋口 遼（桜橋渡辺病院） 

⑵ 「心拍出量を考慮したAS重症度のグレーゾーン」
演者：玉井 佑里恵（国立循環器病研究センター） 

⑶ 「右室拡大の原因．容量負荷と圧負荷のグレーゾーン」　
演者：谷口 京子（近畿大学医学部附属病院） 

コメンテーター 
松尾 汎（松尾クリニック） 
山田 博胤（徳島大学病院） 
和田 靖明（山口大学附属病院） 

川崎 俊博 （西宮渡辺心臓脳・血管センター ） 
椿森 省二（ハイメディッククリニックWEST）

閉会挨拶



症例ライブ

《申込み方法》 
①空メールを送信（handsonsession@osakacvecho.com）→　事前アンケートのリターンメールが送信されます 

②リターンメールに必要事項を記入 
③申込専用アドレスmousikomi@osakacvecho.comに送信先を変更,件名欄にご自身のお名前を記入し返信 

④申込確認のリターンメールが送信されます 
⑤事務局より2月18日（月）までに、申込領域やブース割り、開始時間などの受付確認のメールがくれば受付完了 

⑥当日⑤でお知らせしました受付時間にお越し下さい 
※handsonsession@osakacvecho.com に返信すると申込メールが再度届き申込完了にはなりません 

　必ず申し込み専用アドレスにご返信下さい 

《受講料》　＊午前の部・午後の部のみでもランチョンセミナー込み 
ハンズオン 午前 or 午後のみ（年会員5,500円・非会員7,500円）　終日（年会員11,000円・非会員15,000円） 

心血管エコーレクチャー 午前 or 午後のみ（年会員4,000円・非会員5,000円）　終日（年会員8,000円・非会員10,000円） 

午前と午後でハンズオンと心血管エコーレクチャーを受講の場合、終日（年会員9,500円、非会員12,500円） 

＊年会員とは、OSAKA心血管エコー研究会又は大阪血管エコー研究会の平成30年度年会員です。 
《参加規程》 
申込期間：2019年1月4日(金)～2月8日(金) 

定員になり次第締切りとさせて頂きます。メール受信設定のエラーも含め2月18日（月）までに 

事務局から受付完了のメール連絡がない場合は、参加資格が得られてないとご理解願います。 
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