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日程表　2021年7月17日（土）
第1会場

（大ホール）
第2会場

（中ホール）
オンデマンド配信

2021年7月2日（金）〜8月1日（日）

10：05〜 11：05
教育研修講演「Fascia とエコーガイド下
ハイドロリリースの歴史・基礎・臨床」
座長：洞口 敬
演者：木村 裕明

10：05〜 11：05
パネルディスカッション「US を用いたアス
リートサポート② スポーツ現場でのUS 活用」
座長：深谷 泰士、服部 惣一
演者： 池田 樹広、深谷 泰士、面谷 透、 

羽田 晋之介、篠原 靖司

11：10〜 12：10
シンポジウム「US を用いたアスリート 
サポート③ 診断・治療への応用」
座長：後藤 英之、平田 正純
演者： 橋本 健史、中瀬 順介、杉本 勝正、笹原 潤

11：10〜 12：10
教育研修講演

「韓国と米国における超音波診療」
座長：金城 健
演者：Kentaro Onishi、Hak Jun Kim

14：00〜 15：00
教育研修講演「スポーツ障害の肉離れ診断
におけるMRI とUS」
座長：服部 惣一
演者：和田 誠、奥脇 透

14：00〜 15：00
パネルディスカッション 

「超音波を用いた関節周囲脂肪組織の評価」
座長：渡邉 千聡、中島 浩志
演者： 松本 正知、松井 智裕、中瀬 順介、工藤 慎太郎、 

伊藤 創、片山 尚哉、田中 矢、田中 亜吏紗

15：05〜 16：05
特別講演「超音波診断の創始と発展　
―和賀井敏夫というヒト―」
座長：服部 義
演者：金子 和夫

17：15〜 18：15
パネルディスカッション 

「DDH 超音波健診の現状と未来を考える」
座長：藤原 憲太、関原 力
演者： 河村 好香、渡邉 信、星野 弘太郎、 

関原 力、藤原 憲太、青木 清、橘田 綾菜

16：10〜 17：10
パネルディスカッション

「チャレンジ整形内科」
座長：青木 清、永野 龍生
演者：並木 宏文、谷掛 洋平、朴 基彦、宮田 重樹

16：10〜 17：10
パネルディスカッション 

「足の靭帯　外傷・障害に対する超音波診断」
座長：髙橋 周、岡田 洋和
演者： 平野 貴章、寺本 篤史、面谷 透、 

平川 佳祐、松井 智裕、岡田 洋和

15：05〜 16：05
パネルディスカッション 

「超音波による軟部組織動態の定量化」
座長：中原 龍一、宮武 和馬
演者： 中島 祐子、河西 謙吾、福吉 正樹、 

深澤 純、乾 淳幸、内藤 小夏

17：15〜 18：45
特別企画　ライブパフォーマンス

「エコーできれいな絵が出せないあなたに手
とり足とり教えます」
座長：中島 祐子、仲西 康顕
演者： 宮武 和馬、松井 智裕、岩本 航、 

笹原 潤、前田 学

12：25〜 13：25
ランチョンセミナー 1「高精細超音波画像で
攻める深層の運動器診療（脊椎・末梢神経）」
座長：藤原 憲太　共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社
演者：前田 学、仲西 康顕

12：25〜 13：25
ランチョンセミナー 2

「リウマチ疾患に関する関節エコー」
座長：仁木 久照　共催：旭化成ファーマ株式会社
演者：松下 功

13：30〜 14：00　総会
服部 惣一　Fellowship 報告（5 分）

8：55　開会の辞
9：00〜 10：00
教育研修講演「末梢神経で考える新しい運
動器診療 ー理学療法からハイドロリリース、
そして一歩先の治療へー」
座長：皆川 洋至
演者：宮武 和馬

9：00〜 10：00
パネルディスカッション「US を用いたアス
リートサポート① メディカルチェック」
座長：金本 隆司、森本 光俊
演者： 我妻 浩二、江川 琢也、武長 徹也、 

藤高 紘平、武田 純、湯上 正樹

主題
●�足の靭帯　外傷・障害に対す
る超音波診断� p. 120
● �US を用いたアスリートサポート

p. 123
●�外来で行える超音波ガイド下注射

p. 126
●�神経障害に対するハイドロリリース

p. 130
●�超音波を用いた動態解析

p. 134

一般演題
●�足� p. 137
● �US による計測技術①

p. 142
●�エラストグラフィー� p. 146
●�肩� p. 149
● �US による計測技術②

p. 154
●�超音波の新たな臨床応用

p. 158
●�症例に学ぶ①� p. 162
●�症例に学ぶ②� p. 166

p. 35 p. 51

p. 57

p. 43

p. 62

p. 70

p. 76

p. 82

p. 36

p. 38

p. 34

p. 47

p. 95

p. 37

p. 113 p. 115


