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もう、ダウンロードしました
か？  １万部突破の「超⾳音波
でわかる運動器疾患」[メジ
カルビュー社]が、ついに英
語版[オーム社]として登場！
ダウンロード価格：1,201円
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１．プログラム

            演題発表プログラム（PDF:280KB）

2015年年7⽉月4⽇日（⼟土）

午前

【主題：動きで考える】

【教育研修講演1】 「運動器超⾳音波の可能性と未来」
      ⽯石⽥田  秀明  先⽣生（秋⽥田⾚赤⼗十字病院消化器内科） 演者紹介

【⼀一般演題】   

【ランチョンセミナー】「離離島発！THE整形内科」
      ⽩白⽯石  吉彦  先⽣生（隠岐島前病院院⻑⾧長） 演者紹介

午後

【教育研修講演2】 「Applications  of  Ultrasound  in  Orthopedic  Medicine:
Diagnosis  and  Intervention」
    王  亭貴  先⽣生（台湾⼤大学  リハビリテーション科教授） 演者紹介

【パネルディスカッション（英語）】
世界の運動器エコー事情〜～⽇日本の⽴立立ち位置を探る〜～
Current  Situation  of  the  MSKUS  in  the  World
座⻑⾧長：後藤  英之  先⽣生（名古屋市⽴立立⼤大学整形外科 　講師）、

中島  祐⼦子  先⽣生（広島⼤大学整形外科 　講師）
・井上  健  ⽒氏（コニカミノルタ）：アメリカ   パネラー紹介
・鈴鈴⽊木  陽⼀一  ⽒氏（シーメンス）：ヨーロッパ   パネラー紹介
・Ms.  Cindy  Cha-‐‑‒Young  Kim：韓国   パネラー紹介
・Dr.  Kevin  KH  Wong：⾹香港   パネラー紹介
・Dr.  Chueh-‐‑‒Hung  WU：台湾   パネラー紹介

【⼀一般演題】   

【イブニングセミナー】『肩の痛みは⾒見見て、治す！ガチバトルMRI  vs  US  2015』
      佐志  隆⼠士  先⽣生（⼋八重洲クリニック放射線科） 演者紹介

      皆川  洋⾄至（城東整形外科診療療部⻑⾧長）

【ファイヤーサイドトーク】 　エコーの最新技術と整形外科の融合
『医療療現場と開発現場の接点を探る』 　
座⻑⾧長：⾼高橋  周  先⽣生（東あおば整形外科院⻑⾧長）、松崎  正史  ⽒氏（ソニックジャパン社⻑⾧長）
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1.   スマホ時代への挑戦〜～ポータブル装置の最先端：Vscan  Dual  Probe  vs  ACUSON
Freestyle〜～
演者1：神⼭山  直久  ⽒氏（GEヘルスケア・ジャパン)   演者紹介
演者2：鈴鈴⽊木  陽⼀一  ⽒氏（シーメンスジャパン） 演者紹介

2.   プローブ新技術が実現させた究極の空間分解能：SONIMAGE  HS1
演者：⼩小笠笠原  正⽂文  ⽒氏（コニカミノルタ） 演者紹介

3.   新世界の扉を開ける微⼩小⾎血流流の可視化とは？：SMI
演者：佐藤  武史  ⽒氏（東芝メディカルシステムズ） 演者紹介

4.   軟部組織の硬さを定量量化する：Elastography  vs  Tissue  Strain  Analytics
演者1：松村  剛  ⽒氏（⽇日⽴立立アロカ）   演者紹介
演者2：鈴鈴⽊木  陽⼀一  ⽒氏（シーメンスジャパン） 上記参照

5.   使いやすさを極める最新ユーザーインターフェース：Xario  &  SONIMAGE  HS1
演者1：堀江  康徳  ⽒氏（東芝メディカルシステムズ） 演者紹介

演者2：井上  健  ⽒氏（コニカミノルタ） 演者紹介

6.   不不可能を可能にする驚愕の新技術
演者：⼊入江  喬介  ⽒氏（マイクロソニック代表取締役社⻑⾧長、⾸首都⼤大学東京客員教授）
演者紹介

  

2015年年7⽉月5⽇日（⽇日）

午前

【モーニングセミナー】「⾻骨盤周囲の痛みに対するリハビリテーション」
      林林  典雄  先⽣生（中部学院⼤大学  理理学療療法学科教授） 演者紹介

【主題：⼀一歩進んだ超⾳音波ガイド下治療療】

【英語⼀一般演題】   

            総会

午後

【ランチョンセミナー】「⿇麻酔薬を使わないエコーガイド下筋膜リリース注射」
      ⼩小林林  只  先⽣生（弘前⼤大学総合診療療部） 演者紹介

【パネルディスカッション】
『運動器エコーの縄張り争い〜～最⼤大のライバルは誰？〜～』
座⻑⾧長：未定
・朴  基彦  先⽣生（ぱくペインクリニック） パネラー紹介

・笹原  潤  先⽣生（帝京⼤大学整形外科） パネラー紹介

・服部  惣⼀一  先⽣生（⻲亀⽥田メディカルセンタースポーツ医学科  医⻑⾧長） パネラー紹介

・⼩小林林  只  先⽣生（弘前⼤大学総合診療療部） パネラー紹介

・⾼高橋  周  先⽣生（東あおば整形外科  院⻑⾧長） パネラー紹介

【会⻑⾧長講演】       皆川  洋⾄至（医療療法⼈人  城東整形外科診療療部⻑⾧長）

ハンズオンセミナー

ハンズオンセミナーの情報は、こちらをご覧ください。
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２．タイムスケジュール

            会場別タイムスケジュール（PDF:105KB）
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