Echo Awaji 2013はCVT更新用講習会（単位数5単位）に認定されています。
「エコー淡路」は、心・血管エコーの未経験者、初〜中級者を対象にしたレクチャー＆ハンズオン形式のセミナーです。
心・血管エコー分野で名だたる医師と臨床の第一線で活躍している検査技師を講師に迎え、
参加者が自由に選択できるプログラムで、エコー三昧の２日間をお過ごしください。

心エコーと血管エコーのイ
管
イニシエーション＆コラボレーション

〜症状を解き明かす心・血管エコー法の活用法〜
・是非知っておきたいエコーの知識！そして技術を臨床に活かそう！
・心エコー・血管エコーの初歩から手ほどきします。さらにスキルアップも支援します。
Echo Awajiは心エコー検査と血管エコー検査のコラボレーションをテーマとして
企画された超音波検査セミナーであり、今回で３回目を迎えました。レクチャー、ライ
ブデモンストレーションに加え、少人数制のハンズオンセミナーを設けており、実践的
な知識と技術を習得できるセミナーとして好評を得ています。
今回は、
「症状を解き明かす心・血管エコー法の活用法」をメインテーマとしました。
胸痛、息切れ、むくみ、
しびれは、日常臨床でありふれた患者さんの症状です。超音波
検査はそれら症状の原因を究明し、疾患を診断するツールとして重要な役割を果たし
ます。
しかしながら、そのツールを活用するには疾患、解剖、超音波の知識とプローブ
操作等の技術を備えていることが必要です。本セミナーでは、臨床現場でエコー検査
をフル活用している医師と技師を講師として招聘し、ぜひ知っておきたい知識と身に
つけておくべき技術を伝授してもらえるようなプログラムとしました。
また、新しい企画として、超初心者向けにエレメンタリースクールを開講します。こ
れまでエコー検査にあまり携わっていないけれどちょっと気になっているという医師
や技師の方に、エコー検査の楽しさ、面白さをまず実感してもらいたいと思っていま
す。さらに、血管内皮機能（FMD）検査、心筋ストレイン解析など他ではないちょっと
マニアックなハンズオンセミナー
（実技実習）
も行います。
雛祭りの週末、ぜひとも淡路島でエコー三昧の2日間をお過ごしください。皆様の
ご参加をお待ちしています。

代表

松尾 汎 （松尾クリニック・松尾血管超音波研究室）
佐田 政隆（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部循環器内科学）

日時

2013年

会場

3月2日(土)〜3日(日)

兵庫県立淡路夢舞台国際会議場
兵庫県淡路市夢舞台1番地

TEL : 0799−74−1020

■ 参加費（テキスト代・消費税込）
医 師・一 般

￥26,000（両日） ￥16,000（1日）
学 生・研修医 コメディカル

￥16,000（両日） ￥11,000（1日）
実技ハンズオン

￥6,000(1セッション）

※実技ハンズオンは定員に達し次第締め切らせていただきます。

招聘講師（予定）
浅岡 伸光
阿部 幸雄
天野 幾司
有吉 亨
安藤 太三
石崎 一穂
泉 礼司
今西 孝充
岩倉 克臣
上松 正朗
大西 哲存
大西 俊成
大場 教子
小川 佳宏
尾崎 俊也
小田代 敬太
勝木 桂子
川合 宏哉
久保田 義則
小谷 敦志
小林 大樹
佐田 政隆
佐藤 洋
杉本 貴樹
田中 秀和
長束 一行
西尾 進
西上 和宏
濱口 浩敏
林田 晃寛
平井 都始子
平野 豊
松尾 汎
三木 俊
山田 博胤
山本 哲也
吉川 純一
吉牟田 剛
和田 靖明

※五十音順

宝塚市立病院
大阪市立大学総合医療センター
市立川西病院
山口大学医学部附属病院
藤田保健衛生大学病院
東京厚生年金病院
川崎医科大学附属病院
神戸大学医学部附属病院
桜橋渡辺病院
関西労災病院
神戸大学大学院
桜橋渡辺病院
珠洲市総合病院
リムズ徳島クリニック
幸循会OBPクリニック
九州大学
大阪大学医学部附属病院
神戸大学大学院
国立循環器病研究センター
近畿大学医学部附属病院
公立学校共済組合 近畿中央病院
徳島大学大学院HBS研究部
関西電力病院
兵庫県立淡路病院
神戸大学大学院
国立循環器病研究センター
徳島大学病院
済生会熊本病院
神戸大学医学部附属病院
川崎医科大学
奈良県立医科大学附属病院
近畿大学医学部
医療法人松尾クリニック・松尾血管超音波研究室

東北大学病院
徳島大学病院
埼玉医科大学国際医療センター
西宮渡辺心臓・血管センター
金沢大学附属病院
山口大学医学部附属病院
他多数

＊ お申込み＆詳細情報は、下記URLより

http://us-lead.com/
echo-awaji

【主催】エコー淡路 Echo Awaji 【後援】公益財団法人 循環器病研究振興財団・兵庫県医師会 生涯教育指定申請中
【事務局】徳島大学病院超音波センター（徳島県徳島市蔵本町2丁目50-1）
事務局代表：山田博胤 TEL：088-633-9311 FAX：088-633-7798 E-mail : echoawaji@gmail.com
【運営事務局】お問い合わせ先：アスリード株式会社 TEL：042-711-6872 FAX：03-5204-9721

ECHO AWAJI
WEB SITE

3月2日(土）

3月3日(日）
血管エコーLecture
（第2会場）

心エコーLecture
(第1会場）

心/血管エコーエレメンタリー
（第3会場）

Symposium
症状を解き明かす心血管エコー法の活用法

12：00

レクチャー受付

8：30

Symposium受付

12：30

開会挨拶

第1会場・第2会場
9：00

心エコーのコントラバーシー

血管エコーレクチャー

心・血管エコー

The debate in echocardiography

臨床での活かし方をエキスパートに学ぶ！

エレメンタリースクール

（司会）山田博胤
12：30

Mモード法は必要である

（司会）松尾 汎

(校長）和田靖明

頚動脈エコー検査の
臨床での活かし方

知っておきたい超音波の知識
超音波で絵ができる仕組み

頚動脈エコー検査の
精度向上のコツは？

知っておきたい超音波の知識
アーチファクト

Symposium①『胸痛の心・血管エコー検査』
●キーノートレクチャー「胸痛の鑑別診断」
●心エコーライブレクチャー「心筋梗塞の診断」
●血管エコーライブレクチャー「大動脈解離の診断」
10：30

休憩15分

10：45

Symposium②『息切れの心・血管エコー検査』

13:30

動脈疾患診療にエコーは必要？

弁逆流は定量的に
評価すべきである

膝下の病変もエコーでバッチリ

心エコー検査スクリーニング法
断層法
心エコー検査スクリーニング法
ドプラ法＋
（ライブ）

●キーノートレクチャー「息切れの鑑別診断」
●心エコーライブレクチャー「左心不全の診断」
●血管エコーライブレクチャー「VTEの診断」

12：15

14:30

休憩15分

Coﬀee Break
14:50

E/e'は臨床に使える

これだけは知っておきたい
静脈の治療

頸動脈エコー断層法による
スクリーニングのコツ

伝授します！
静脈エコー検査の奥義

頸動脈エコースクリーニングに
ドプラ法は必要？

浮腫はエコーで鑑別できる？

静脈血栓スクリーニング法を
伝授します！

12：30

第1会場
第2会場
（B1F イベントホール） （2F レセプションホール）
Luncheon
Heart Lecture
（軽食あり）

13：30

15:50

壁運動異常から
冠動脈病変が分かる

静脈瘤･リンパ浮腫診療に
エコーを役立てる！

16:50

休憩15分

13：45

Symposium③『むくみとしびれ心・血管エコー検査』

バスキュラーアクセスの評価は
これでOK！

●キーノートレクチャー「むくみとしびれの鑑別診断」
●心エコーライブレクチャー「右心不全」

休憩10分

17：00

Evening Heart Lecture

Luncheon
Vascular Lecture
（軽食あり）

●血管エコーライブレクチャー「リンパ浮腫、表在静脈瘤」
●血管エコーライブレクチャー「末梢動脈疾患」

15:40

Evening Vascular Lecture

休憩20分

16:00

18:00

Special Lecture
『心・血管エコーが楽しくなるPhysical examination』

Symposium④『脳卒中の心・血管エコー検査』

（座長）
松尾美由起 （演者）吉川純一

●キーノートレクチャー「脳卒中の症状と診断」
●心エコーライブレクチャー「心原性脳塞栓症の原因探し」

19：00

自由時間（温室観覧等をお楽しみください）

●血管エコーライブレクチャー「頸動脈、大動脈の評価」

20:00

17:30

情報交換会

【心・血管エコー実技ハンズオン講習のご案内】
両日ともに、
心・血管エコー実技ハンズオン講習を開催いたします。
参加者のレベルに応じた少人数制のハンズオンセミナーです。
日本超音波医
学会認定超音波検査士および血管診療技師
（ＣＶＴ）
による、
心・血管エコー検
査のライブデモンストレーションと、
参加者にプローブを持っていただいて実際
に検査を施行します。
レクチャー
（講義）
とハンズオン
（実技指導）
の両者を受講
することで臨床知識の向上を図っていただくとともに、
エコー検査手技やコツに
ついても習得していただきます。
2013年3月2日(土)
■ハンズオン１ 10:00〜12:00
■ハンズオン３ 14:50〜16:50
2013年3月3日(日)
■ハンズオン４ 10:00〜12:00

■ハンズオン２ 12:30〜14:30

【情報交換会のご案内】※一般参加可能です
参加者の皆様との交流を深めるため、
3月2日(土)20:00〜ウェスティンホテル内
会場にて情報交換会を開催します。心・血管エコー法のエキスパートの先生
方と気楽に話せるまたとない機会ですのでぜひご参加下さい。
※参加費別途必要
■情報交換会参加費 ￥5,000

【宿泊のご案内】
会場隣接の「ウェスティンホテル淡路」宿泊でのご参加の場合、下記の料金
が適用になります。 ※詳細はエコー淡路WEBサイトにてご確認ください。

●ウェスティンホテル淡路（エコー淡路 3月1日、2日 宿泊料金）

心・血管エコーハンズオンセミナー
■スタートアップ心臓(基本断面描出コース)
■スタートアップ下肢静脈(深部静脈･静脈瘤）
■スタートアップ末梢血管･大血管コース
■スキルアップ頸動脈(ドプラ法コース)
■スキルアップ腎動脈･大血管コース

閉会の挨拶

■スタートアップ頸動脈(基本断面描出コース)
■スタートアップ腎動脈･大血管コース
■スキルアップ心臓(血行動態評価コース)
■スキルアップ下肢静脈（深部静脈・静脈瘤）
■スキルアップ末梢血管･大血管コース

マニアックハンズオン
■経食道心エコー基本断面描出コース（シミュレーター） ■心エコー組織ドプラ･ストレイン評価コース
■レベルアップ心臓（弁疾患を評価する為の解剖コース） ■バスキュラーアクセス超音波検査
■神経･筋エコーの基本
■冠動脈エコー
■血管機能評価検査 UNEX-EFを用いたFMDの撮り方
■血管機能評価検査 汎用エコーを用いたFMDの撮り方

※講習内容の詳細はエコー淡路WEBサイトにてご確認ください。

ツイン
（シングルユース）
ツイン
（2名1室）
トリプル（3名1室）

¥15,000
¥10,000
¥8,000

・お部屋は全てダブル・ツイン・
トリプルになります。
・上記金額は1名様当りの金額です。(税・サービス料込）

上記以外にも、
宿泊ホテルのご案内をいたしております。
詳細はエコー淡路WEBサイトにてご確認ください。
ECHO AWAJI
WEB SITE

＊ お申込み＆詳細情報は、
下記URLより

http://us-lead.com/echo-awaji

【事務局】徳島大学病院超音波センター（徳島県徳島市蔵本町2丁目50-1）
事務局代表：山田博胤
TEL：088-633-9311 FAX：088-633-7798
E-mail : echoawaji@gmail.com
【運営事務局】お問い合わせ先：アスリード株式会社 TEL：042-711-6872 FAX：03-5204-9721

