
第41回関西地方会学術集会　日程表
 （2014.11.08)

 第１会場　　 　第2会場 第3会場 　第4会場 　第5会場 　第6会場
　　　　　　開会挨拶
　9:15-10:18  (63) 　9:15-10:09  (54) 　9:15-10:09  (54) 　9:15-9:55  (40) 　9:15-10:18  (63) 　9：15-10:27  (72)

9:30

　　　　　　　　　　　　 　座長：藤本　泰久

10:00 座長：千原　國宏 　　　　　　　　   座長：南　　康範 　　　　　 　　  座長：真野　敏昭 　　　　　　　　　座長：松原　友紀 　　　　　　　座長：伊藤　吉三
　 　　　　 瀧　　宏文　 　　　　 　　　　 　 　　  松之舎教子　 　　　　　 　　  　　　  勝木　桂子  10:00-10:40  (40) 　　　　　　　　　　　　  廣辻　和子 　　　　　　　　 　   上山　真一

　　  10：09-11:03  (54）  10:09-10:54  (45)
　　 10:18-11:03  (45)  

10:27-11:03  (36)
10:30  10:25-11:45  (80)  

　　　　　　　　　　　　　 座長：平井都始子
　  

 　　　　　　　　  座長：田中　秀和
　　　　　 　　　　　     上田　政一  10:45-11:25  (40) 　　　　　　　　　座長：阪上　順一

　　　　　　　 　 座長：川崎　靖子  　　　　　　　　　　　　  中村真実子 　　　　　　座長：石井　桂介
11:00 　　　　　　　　  　　　  山平　正浩　  10:54-11:39  (45) 　　　　　　　　　  芳野　奈美

  11:03-11:39 (36)  11:03-11:39  (36)

　　　　　　　　　　　　　 座長：山川　　誠
　　 座長：工藤　正俊

11:30 　　　　 　　椎名 　　毅 　　　　　　 　  座長：宮坂　陽子
　　　 　　　　　　　    川崎　俊博 　　　　　　　　　座長：蘆田　玲子 　　　　　　座長：吉松　　淳

　　　　　　　　　　　　  木下　博之 　　　　  　　　　  岩崎　昭宏
 

12:00  

 12:00-13:00  (60)　  12:00-13:00  (60)　  12:00-13:00  (60)　  12:00-13:00  (60)　

12:30 　　　　　　 　座長：山川　　誠 　　　　　　　 座長：野口眞三郎 　　　　　　　 座長：栗林　康造 　　　　　　 　座長：大﨑　往夫
　　　　　　 　共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社 
　　　　　　　　  　　 東芝メディカルシステムズ株式会社 　　　　　　 　共催：中外製薬株式会社 　　　　　　　 共催：ノバルティス ファーマ株式会社 　　　　　　 　共催：バイエル薬品株式会社

 　　　　　　　  　　　 日立アロカメディカル株式会社　　 　 　 　
13:00 　 　 　

  　　　　次回会長挨拶
  13:10-14:00  (50)  13:10-13:50  (40)  13:10-14:40  (90)  13:10-14:58  (108)
　

 13:20-14:14  (54)   13:20-14:05  (45) 
13:30

　　　　　　　　　　　　  座長：中谷　　敏 　　　　

 　  座長：秋山いわき 　　　　　　 座長：西村　　理
14:00 　　　　　　　　 　  加奥　節子  13:55-14:35  (40)

 　　　　　　　  　座長：高嶋　智之
 14:05-15:45  (100) 　　　　　　　  　　　    前野　知子　  14:05-14:41  (36)

  　　　　　　　  　座長：岡　　博子
 14:14-14:50  (36) 　　　　　　　　　 　     平野　　豊

　　座長：西條　芳文
14:30 　　　　　　 座長：高嶋　　勉 　　　　　　　　　　　座長：秋山　隆弘 　　　　　  石原　美弥

　　　　　　　 　　  尾羽根範員

　 　　　　　 　 　 座長：鄭　　浩柄  14:40-15:20  (40) 　　　
　　　　　　 　 　 　　  関　　　康

 14:50-15:40  (50)  14:50-15:40  (50)
15:00 　

 15:00-15:50  (50)
　　　座長：松尾　　汎

　 　　　　　　 佐藤　　洋 　　　　　　　　　　 　座長：赤松　信雄

　　　 座長：位藤　俊一 　　　 座長：椎名　　毅
15:30 　　　 共催：東芝メディカルシステムズ株式会社  15:25-16:05  (40) 　　　 共催：日立アロカメディカル株式会社

　　　 座長：上田　佳秀 　 　
　　　 共催：第一三共株式会社 　 　

　　　　 　
　  15:45-16:39  (54)  15:45-16:39  (54)

　 　
16:00  15:55-17:35  (100) 　15:55-17:25　（90） 　 　　　　　　　　　　　座長：中村　武史 　

 16:10-16:50  (40)

16:30 　　　　 　　　  座長：谷　　知子 　　　　　　　　　座長：小来田幸世
　　　　　 　　　　 　   小谷　敦志 　　　　　　　　　　　　  池田　敦之

 16:39-17:24  (45) 　　　　　　　　　座長：鍋島　紀滋  16:39-17:24  (45)

17:00  16:55-17:35  (40)

　　座長：位藤　俊一 　　座長：藤本　泰久
　　　　　　阪上　順一 　　　　　　今井　康陽 　　　　 　　　  座長：山野　哲弘 　　　  座長：藤井　康友
 　　　　 　　　　 　　   橋本　修治 　　　　  　　  松原　友紀
 

17:30  　　　　　　　座長：本田　伸行

　　　　　　　閉会挨拶

18:00
 

消化器４　(26‐29)
　　　　  （その他）

基礎　(1‐7)
消化器１　(8‐13)

　　　　　 （肝臓①）

消化器２　(14‐19)
　　　　　（肝臓②）

循環器１　(30‐35)
　　　　  （心不全）

　循環器２   (36‐40)
  （心筋症・心筋炎）

　　　 　 （先天性）

消化器５  (66‐72)
　　　　  （消化管）

消化器６  (73‐77)
　　　　  （胆膵①）

消化器７  (78‐81)
　　　　  （胆膵②） 

消化器８　(82‐87)
（エラストグラフィ）

血管異常・その他　(88‐92)

講習会１

「乳腺」

 循環器３   (41‐45)
　　　　  （弁膜症）

乳腺・表在１　(46‐50)

乳腺・表在２　(51‐54)

腎・泌尿器　(93‐100)

産婦人科１　(101‐104)
　　　（出世前診断）

産婦人科２ 　(105‐108)
　　　（管理・治療）

新人賞  (109‐120)

　特別企画  (SP1‐SP4)
　｢Elastography診断のﾃﾞﾌｧｸﾄ

　 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに向けて」

ランチョンセミナー１ ランチョンセミナー２ ランチョンセミナー３ ランチョンセミナー４

　教育講演

　｢超音波による治療・診断用

 　イメージングとの融合」

 「循環器」
消化器３　(20‐25)

　　　　　（肝臓③）

　 シンポジウム  (SY1‐SY5)
｢血管エコーのガイドライン」

　ワークショップ(WS1‐WS6)
　「確実な病理診断のための

　  超音波ガイド下ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ

　　の工夫」

コーヒーブレイクセミナー１

コーヒーブレイクセミナー２ コーヒーブレイクセミナー３

　パネルディスカッション２

　(PB1‐PB5)
　「Comprehensive ultrasound
　  の検討」

「消化器(肝)」

　　　　　講習会８

「消化器（胆膵）」

　　　　  （心内膜炎・その他）

循環器５　(61‐65)

循環器４　(55‐60)

講習会２

「血管」

講習会３

「基礎」

講習会４

　　　　講習会９

「消化器（消化管）」

　パネルディスカッション１

　(PA1‐PA4)
　「光と超音波の融合が拓く

　  次世代イメージング技術」　　　　　　講習会５

「腎・泌尿器」

　　　　　　 講習会６

「産婦人科」

　　　　　　講習会７


