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第 11 回 Point-of-Care 超音波研究会
Theme
With/After コロナ時代を生き抜く POCUS
会

期：2021 年 7 月 10 日（土）～11 日（日）

当番世話人：古川まどか 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
会

場：WEB 開催

参 加 費：WEB 研究会参加費
5,000 円（2 日間＊別途年会費 3,000 円）
WEB 研究会へのご参加は当研究会員となります。

企画のご案内（日程順）
第 1 日：7 月 10 日(土）
・特別企画「WEB で診る、WEB で学ぶ POCUS の極意」
・一般演題
・小児【POCUS 小児領域の研修プログラムを考える】
・腹部【この症例、あなたはＰＯＣＵＳで救えるか？】
・血管【PE-DVT における US の位置づけ CT 検査との役割分担】
・領域横断シンポジウム【心不全の領域横断 POCUS】

第 2 日：7 月 11 日(日）
・総合的に POCUS を学びたい方へ学生・研修医・看護師大歓迎
・身体所見＋POCUS による診断アプローチ：実例集
・頸部【他科領域の先生の疑問に答える頸部 POCUS】
・【パネルディスカッション：遠隔運動器診療の現状と課題】
・運動器【ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：エコーで見た三角筋筋肉注射の安全性と危険性】（ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓ有り）
・【パネルディスカッション

POCUS におけるオンライン教育の現在とこれから】

＊多くの皆様のご参加をお待ちしています。
(2021 年 6 月)
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第 11 回 POCUS 研究会事前登録申し込みについて

【参加費】5,000 円
・当研究会への参加は会員に限ります。未入会の方はご入会下さい(入会費無)。年会費は 3,000
円となります。お申し込みの際に、第 11 回研究会への参加費 5,000 円と合わせて請求させて頂
きますのでお支払いください。また、会員で年会費未納の方も合わせてお納めください。

【事前参加申し込み・振り込みの方法】
・今回は事前登録のみとなります。＜申し込み期限：2021 年 6 月 25 日(金)13 時まで延長＞

1）お申し込みは、HP 掲載申し込みフォーム（別 word 文書ダウンロード可）の内容を記入し、
メール本文に貼り付けてお送りください。
すべて WEB 開催となります。
＊メール宛先：pocus2015@jichi.ac.jp
＊メール件名：第 11 回 POCUS 研究会参加申し込み

2）「申し込みメール受理と受講料と振込方法について」
お申し込みメール受領後、第 11 回研究会への受付番号のお知らせと共に、参加費と年会費 (未
納分)を合わせてご請求させていただきます。参加費等は通知受理後 7 日以内に指定の口座に氏
名の前に受付番号を明記してお振込みください。お振込みいただいた参加費・年会費の返金には
応じられませんのでご容赦ください。
なお、参加申込メール送付後 7 日以内に連絡のない際には事務局宛てご連絡をお願いします。

3）ご登録の完了と接続 URL 通知について
事務局で参加費等の納入を確認後、登録完了通知をメールでご連絡いたします。
また、第 11 回では ZOOM ウェビナーを使い開催いたします。
参加には、POCUS11 ZOOM ウェビナー参加 URL (ZOOM ウェビナー個別 ID)取得手続きが必
要になりますので、参加ご登録の方は、必ず運営事務局からのメールに従ってお手続きをお願い
します。万一手続き用のメールが来ない場合は、7 月 8 日（木）17 時までに事務局宛てご連絡
をお願いします。関係者・発表者を含みます。どうぞよろしくお願いします。」

4）研究会終了後参加証をお送りする予定です。

【問い合わせ先】POCUS 研究会事務局 〒329-0498 栃木県下野市薬師寺 3311-1
自治医科大学臨床検査医学講座内

b
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＊ご発表の皆様へ
１．開催形態について
すべてを WEB 開催に変更します。会場開催はありません。
２．発表方法
ご講演のパワーポイント動画ビデオファイルをアップロードのお願いします。
送りした添付ファイルに、動画ビデオファイル作成に関する説明がありますので、
何卒よろしくお願いいたします。
データ登録 URL https://www.dropbox.com/request/crQveyO3Lyae3aOVcCnY
締め切り 2021 年 7 月 2 日金曜日 17 時でアップロードができなくなります。
締切厳守でお願いします。
発表時間について
一般演題では発表 7 分、質疑 3 分といたします。
各企画の発表時間や総合討論の有無等は、各企画担当座長に一任しております。
ご不明の場合は直接お問い合わせください。
座長、演者の先生方へのお願い
今回、各セッションの間に調整の時間を設けておりません。
申し訳ございませんが時間が来ましたら、討論の途中でも STOP をかけさせていただき、
次のセッションに移っていくことになります。何とか予定通りに「襷（たすき）」が、
次のセッションに渡せるよう、できれば１～2 分早めで終了していただけるようお願い
いたします。また、早めのスタンバイをお願いいたします。
POC 超音波研究会取得クレジットについて
＃日本救急医学会 救急科専門医更新時クレジット（WEB 受講可）
Point-of- Care 超音波研究会が、日本救急医学会「救急科専門医更新に必要な、学術業績・診療以外
の活動」として、学術集会の該当研究会として認められております。
POCUS 研究会での発表・司会・座長・参加（要件有）で、それぞれ 1 単位が認められます。
＃日本超音波医学会の専門医更新時クレジット（WEB 受講可）
公社）日本超音波医学会専門医更新時の単位として Point-of-Care 超音波研究会参加・発表（参加 5
単位、発表 5 単位）が、2019 年 3 月認められました。第 7 回 POC 超音波研究会（2019 年 7 月開
催）から適用となります。
＃日本超音波医学会の専門医受験時のクレジット（WEB 受講可）
公社）日本超音波医学会専門医受験時の業績として当研究会での発表が認められます。（第 7 回
POC 超音波研究会：2019 年 7 月開催から適用。）
また、本研究会の会員歴 3 年以上で、日本超音波医学会認定超音波専門医認定試験受験時の会員歴と
して認められます。
（2020 年 10 月現在）
＊申請の際は各学会にご確認ください。
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第11回POCUS研究会日程表
第1日：7月10日 (土)

第2日：7月11日 (日)

7:55-開会挨拶
8:00 8:00-10:00
(120分)

8:00 8:00-10:00

(120分)

1,特別企画「WEBで診る、WEBで学ぶPOCUSの極意」
9,総合的にPOCUSを学びたい方へ学生・研修医・看護師大歓迎

座長：畠 二郎 (川崎医大)、鈴木昭広 (自治医大)

座長：西田 睦 (北海道大学医療技術部 超音波センター)

演者1、わかりやすいプレゼン作り-スライドデザイン・切り替え演題1、エコーで見て触って学ぶ。そして実践する！～学生と研修医にウケたい身体診察～

橘田綾菜 (東京女子医科大学八千代医療センター)

植村和平

演者2、わかりやすいプレゼン作り-音響効果- 都竹伸哉 (新百合ヶ丘総合病院)
9:00 演者3、ハートをつかむプレゼンの小技-写真・静止画-

9:00

酒井瑛平 (新潟大学医歯学総合病院)
演者4、ハートをつかむプレゼンの-動画演者5、「ことば」

畠山 誠

小林明裕 (長津田厚生総合病院)

小川将也、他1名 (隠岐広域連合立隠岐病院)
演題4、在宅エコーの次の担い手～となりの看護師さんにPOCUSをすすめてみた～

演者6、知っておきたい法律の話-著作権と個人情報保護法-

多田明良

橋口直史 他1名 (広島大学大学院医系科学研究科)
10:00 10:00-11:00

座長 古川まどか（神奈川県立がんセンター）

(紀美野町立国保国吉・長谷毛原診療所)

(60分)

1，都竹伸哉 (新百合ヶ丘総合病院)

10,身体所見＋POCUSによる診断アプローチ：実例集

2，橋本香里（神奈川県立がんセンター）

座長：山田 聡 (東京医大)、石井浩統 (日本医大)

10:30-12:00

演題1、身体所見＋心臓POCUSが役立った症例 阿部幸雄 (大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ)

(90分)

演題2、身体所見＋腹部POCUSが役立った症例 豊田英樹 (ハッピー胃腸ｸﾘﾆｯｸ)
演題3、頸部視触診に続いて施行した頭頸部POCUSが診断に有用であった症例

3,小児【POCUS 小児領域の研修プログラムを考える】

古川まどか、他1名 (神奈川県立がんセンター)

座長 市橋 光 (自治医大さいたま医療ｾﾝﾀｰ)、森 崇晃 (都立小児総合医療ｾﾝﾀｰ)

11:00

(医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック)

演題3、エコーを使用した血管確保～挿入困難例、デバイス選定、合併症フォローについて～

面谷 透 (船橋整形外科病院)

10:00 10:00-10:30 2,一般演題

(北海道家庭医療学センター 栄町ファミリークリニック)

演題2、先生!!患者さんの排泄の悩みは、看護師と (ポケット)エコーに任せてみませんか？

1、POCUSの研修プログラムを考える 森 崇晃

谷口隼人 (横浜市立大学附属市民総合医療センター)

(都立小児総合医療センター)

2、心臓領域

市橋 光 (自治医大附属さいたま医療センター）

3、肺・気道領域

福原信一 (兵庫県立淡路医療センター)

4、小児の腹部POCUS

竹井寛和 (兵庫県立こども病院)

5、ショックとその他

森 崇晃 (都立小児総合医療センター)

演題4、身体所見＋肺POCUSが役立った症例
11:00 11:00-12:00

(60分)

11,頸部【他科領域の先生の疑問に答える頸部POCUS】
座長：古川まどか (神奈川県立がんセンター)
演題1、偶発的に見つかる甲状腺およびその周辺疾患とその鑑別法について
下出祐造 他6名

(金沢医科大学)

演題2、偶発的に見つかる頸部疾患(甲状腺以外)とその鑑別法について
福原隆宏 (鳥取大学耳鼻咽喉・頭頸部外科)
対 談：久光 愛 (那須あいクリニック)

12:00 12:00-12:40

12:00 12:00-12:40

(40分)

4,ランチョンセミナー

提供：富士フイルム株式会社

「超音波の基礎とアーチファクト」

演者 古川まどか

富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 超音波イノベーション部

13:00 13:00-14:30

提供：ブリストル・マイヤーズ スクイブ 株式会社

「頭頸部POCUSを身近に感じよう」

演者：山崎 延夫

12:40-12:50 5,展示

(40分)

12,ランチョンセミナー

神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
12:40-13:00 13,展示

(10分) 富士フイルムメディカル株式会社

(各10分)

(90分)

13:00 13:00-14:30

GEヘルスケア・ジャパン株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社

(90分)

6,腹部【この症例、あなたはＰＯＣＵＳで救えるか？】
座長：杉本博行 (小牧市民病院)、畠 二郎 (川崎医大)

14,【パネルディスカッション：遠隔運動器診療の現状と課題】
座長：白石吉彦 (隠岐島前病院 しまね総合診療ｾﾝﾀｰ)、皆川洋至 (城東整形外科)

演題１、右上腹部を訴えた1例

今村祐志 (川崎医大)

演者1、遠隔で運動器診療どこまでできる？！ 白石吉彦 (隠岐島前病院)

演題２、右側腹部痛を訴えた1例

今村祐志 (川崎医大)

演者2、遠隔超音波診断

都竹伸哉 (新百合ヶ丘総合病院)、他1名

演題３、右下腹部痛を訴えた1例

今村祐志 (川崎医大)

演者3、遠隔超音波ガイド下治療

面谷 透 (船橋整形外科病院)

14:00 演題４、改善しない上腹部痛で来院した1例
演題５、血便を伴う右下腹部痛を訴えた1例

小川眞広 (日本大学)

14:00 演者4、距離に負けない遠隔超音波教育 久光 愛 (那須あいクリニック)

杉本博行 (小牧市民病院)

演者5、遠隔超音波検診

皆川洋至 (城東整形外科)、他1名

演題６、急性の下腹部痛を訴えた思春期女児 竹井寛和 (兵庫県立こども病院)
14:30-15:30

15:00

(60分)

14:30-16:00

(90分)

15,運動器【ワークショップ：エコーで見た三角筋筋肉注射の安全性と危険性】

座長：太田智行 (国際医療福祉大学病院)、入江 仁 (弘前大 高度救命救急センター)

座長：小淵岳恒 (福井大学)、皆川洋至 (城東整形外科)

演者1、救命救急センターにおけるPE-DVT 診断の実際

15:00

入江 仁 (弘前大学医学部附属病院高度救命救急センター)
演者2、PE-DVTにおけるUSとCTの役割分担

演者1、ワクチン接種後の肩痛症候群：SIRVA 宮武和馬 他1名 (横浜市立大)
演者2、ワクチン接種による腋窩神経損傷の発生リスク

太田智行 (国際医療福祉大学病院)
15:30-17:00

16:00

(ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓ有)

7,血管【PE-DVTにおけるUSの位置づけ CT検査との役割分担】

笹原 潤 他1名 (帝京大学スポーツ医科学センター)

(90分)

演者3、ワクチン接種は橈骨神経にとって危険な手技か？岩倉菜穂子 (東京女子医大)

8,領域横断シンポジウム【心不全の領域横断POCUS】

演者4、迷走神経反射

小淵岳恒 (福井大学医学部附属病院)

座長：山田 徹 (東京医科歯科大)、山田博胤 (徳島大学大学院)

演者5、多様な症状

皆川洋至 (城東整形外科) 他1名

16:00 16:00-17:00

演題1、心不全のトピックスと心エコーによるうっ血・低拍出評価の基本
演題2、心臓POCUS(FoCUS)による心不全の診断

座長：山田博胤、山田 聡

原田顕治 (自治医科大学)

亀田 徹 (自治医科大学)

演題5、腹部POCUSで心不全を疑う所見

畠 二郎、他1名 (川崎医大)

17:00 17:10~

山田博胤 (徳島大学大学院医歯薬学研究部)

(前橋赤十字病院)

演題4、肺POCUSでも判る心不全

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：谷口信行(自治医大）、古川まどか、鈴木昭広

演題1、既存のビデオ会議システムを使ったWEBｾﾐﾅｰ，エコーカンファレンスの運用

演題3、心不全の診断におけるFoCUSの限界：HFpEFはどうする？
黒沢幸嗣

(60分)

16,【パネルディスカッション POCUSにおけるオンライン教育の現在とこれから】

山田 聡 (東京医大八王子医療センター)

演題2、オンラインコミュニケーションシステムを用いた多施設協働教育システムの構想
山田 聡（東京医科大学八王子医療センター）他1名
演題3、KizunaWebを用いたPOCUS教育法の提案

佐々木春光 (ﾎﾞｰﾀﾞﾚｽ･ﾋﾞｼﾞｮﾝ株)

演題4、e-Casebookを用いたPOCUS教育法の提案

畑中佑介 ((株)ﾊｰﾄ･ｵｰｶﾞﾅｲｾﾞｰｼｮﾝ)

演題5、超音波検査の遠隔ハンズオン教育の試み

瀬良 誠

17:00 総会
閉会挨拶

世話人会

2021/7/8

＊講演タイトル・演者等に変更のある場合がございます。

d

(福井県立病院)
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＜プログラム＞
2021 年 7 月 10 日（土）
【開会の辞】当番世話人

古川まどか

神奈川県立がんセンター 頭頸部外科

特別企画 7 月 10 日(土）8:00-10:00
(120 分)
特別企画「WEB で診る、WEB で学ぶ POCUS の極意」
座長： 畠 二郎 川崎医科大学 検査診断学
座長： 鈴木昭広 自治医科大学附属病院 麻酔科
1. わかりやすいプレゼン作り-スライドデザイン・切り替え橘田彩菜 東京女子医科大学八千代医療センター 整形外科
2. わかりやすいプレゼン作り-音響効果都竹伸哉 新百合ヶ丘総合病院 整形外科
3. ハートをつかむプレゼンの小技-写真・静止画酒井瑛平 新潟大学医歯学総合病院 整形外科
4. ハートをつかむプレゼンの-動画小林明裕 長津田厚生総合病院 整形外科
5. 「ことば」
面谷 透 船橋整形外科病院 スポーツ医学・関節センター
6. 知っておきたい法律の話-著作権と個人情報保護法橋口直史 広島大学大学院医系科学研究科 整形外科学
安達伸生 広島大学大学院医系科学研究科 整形外科学
【一般演題】7 月 10 日（土）10:00-10:30
(30 分)
座長：古川 まどか 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
【演題 1】
運動器診療の落とし穴～診断できない時こそ、忘れてはいけないこと～
都竹伸哉 新百合ヶ丘総合病院 整形外科
【演題 2】
喉頭癌との鑑別を要した甲状腺癌喉頭浸潤の一例
橋本香里 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
領域別企画（小児）
7 月 10 日(土）10:30-12:00
(90 分)
小児【POCUS 小児領域の研修プログラムを考える】
座長 ：市橋 光 自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科
座長 ：森 崇晃 東京都立小児総合医療センター 救急救命科
1，POCUS の研修プログラムを考える
森 崇晃 東京都立小児総合医療センター 救急救命科
2，心臓領域
市橋 光 自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科
3，肺・気道領域
福原信一 兵庫県立淡路医療センター 小児科
4，小児の腹部 POCUS
竹井寛和 兵庫県立こども病院 救急科
5，ショックとその他
森 崇晃 東京都立小児総合医療センター 救急救命科
ランチョンセミナー 7 月 10 日(土） 12:00-12:40 (40 分)
富士フイルムメディカル株式会社 提供
「 超音波の基礎とアーチファクト 」
演者： 山崎 延夫
富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部超音波イノベーション部

e

-第 11 回 POCUS 研究会-

Web 器機展示

7 月 10 日(土）

12:40-12:50

(10 分)

富士フイルムメディカル株式会社
領域別企画（腹部）7 月 10 日（土）13:00-14:30
(90 分)
腹部【この症例、あなたはＰＯＣＵＳで救えるか？】
座長 ：杉本博行 小牧市民病院 外科
座長： 畠 二郎 川崎医科大学 検査診断学
この企画では、いろいろな症例の画像を呈示しながら、視聴者のみなさんと一緒に推論を楽しみな
がら、疾患の疑似体験ができればと考えています。症例呈示の中で、いくつかの質問を用意していま
すので、ウェブを通して回答して頂き、最も多い回答は何か、また正解は何だったのかを確認しなが
ら次のステップに進んで行きます。是非積極的に回答をお寄せください。正解すればささやかな喜び
が待っていますし、間違えても気にすることはありません。むしろ間違えた方が強く記憶に残るとい
うものです。ご自分が実際に POCUS を行っているつもりでご参加下さい。症例は以下の 6 例です。
演題１．右上腹部を訴えた 1 例
演題２．右側腹部痛を訴えた 1 例
演題３．右下腹部痛を訴えた 1 例
演題４．改善しない上腹部痛で来院した１例
演題５．血便を伴う右下腹部痛を訴えた 1 例
演題６．急性の下腹部痛を訴えた思春期女児

今村祐志
今村祐志
今村祐志
小川眞広
杉本博行
竹井寛和

川崎医科大学 検査診断学
川崎医科大学 検査診断学
川崎医科大学 検査診断学
日本大学医学部 消化器内科
小牧市民病院 外科
兵庫県立こども病院 救急科

領域別企画（血管） 7 月 10 日（土）14:30-15:30
(60 分)
血管【PE-DVT における US の位置づけ CT 検査との役割分担】
座長 ：太田智行 国際医療福祉大学病院 放射線医学講座
座長 ：入江 仁 弘前大学医学部附属病院 高度救命救急センター
1
2

救命救急センターにおける PE-DVT 診断の実際
入江 仁 弘前大学医学部附属病院 高度救命救急センター
PE-DVT における US と CT の役割分担
太田智行 国際医療福祉大学病院 放射線医学講座

領域横断シンポジウム 7 月 10 日（土） 15:30-17:00
(90 分)
領域横断シンポジウム【心不全の領域横断 POCUS】
座長： 山田 徹 東京医科歯科大学 総合診療医学
座長： 山田博胤 徳島大学大学院医歯薬学研究部 地域循環器内科学
演題１ 心不全のトピックスと心エコーによるうっ血・低拍出評価の基本
山田 聡 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科
演題２ 心臓 POCUS(FoCUS)による心不全の診断
原田顕治 自治医科大学 循環器内科学講座
演題３ 心不全の診断における FoCUS の限界：HFpEF はどうする？
黒沢幸嗣 前橋赤十字病院 臨床検査科
演題４ 肺 POCUS でも判る心不全
亀田 徹 自治医科大学 臨床検査医学
演題５ 腹部 POCUS で心不全を疑う所見
畠 二郎 川崎医科大学 検査診断学
今村祐志 川崎医科大学 検査診断学

f
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2021 年 7 月 11 日（日）
【演題 3】
【特別企画】 7 月 11 日（日） 8:00-10:00 (120 分)
総合的に POCUS を学びたい方へ学生・研修医・看護師大歓迎
座長： 西田 睦 北海道大学 医療技術部長、超音波センター長
演題 1，
「エコーで見て触って学ぶ。そして実践する！~学生と研修医にウケたい身体診察~ 」
植村和平 北海道家庭医療学センター、栄町ファミリークリニック
演題 2，
「先生!! 患者さんの排泄の悩みは、看護師と(ポケット)エコーに任せてみませんか？
畠山 誠 医療法人札幌ハートセンター、札幌心臓血管クリニック
演題 3，
「エコーを使用した血管確保～挿入困難例,デバイス選定,合併症フォローについて～」
小川将也、芹田晃道 隠岐広域連合立隠岐病院
演題 4，
「在宅エコーの次の担い手 ～となりの看護師さんに POCUS をすすめてみた～ 」
多田明良 紀美野町立国保国吉・長谷毛原診療所
【特別企画】 7 月 11 日（日） 10:00-11:00 (60 分)
身体所見＋POCUS による診断アプローチ：実例集
座長： 山田 聡 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科
座長 ：石井浩統 日本医科大学 救急医学
演題１：身体所見＋心臓 POCUS が役立った症例
阿部幸雄 大阪市立総合医療センター 循環器内科
演題２：身体所見＋腹部 POCUS が役立った症例
豊田英樹 ハッピー胃腸クリニック
演題３：頸部視触診に続いて施行した頭頸部 POCUS が診断に有用であった症例
古川まどか 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
橋本香里 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
演題４：身体所見＋肺 POCUS が役立った症例
谷口 隼人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 高度救命救急センター
領域企画 (頸部) 7 月 11 日（日）11:00-12:00
(60 分)
頸部【他科領域の先生の疑問に答える頸部 POCUS】
座長：古川まどか 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
1.

偶発的に見つかる甲状腺およびその周辺疾患とその鑑別法について
下出祐造 金沢医科大学 頭頸部外科
橋本泰士郎、石坂 智、川上 理、岸本和大、北村守正、辻
金沢医科大学 頭頸部外科
２．偶発的に見つかる頸部疾患（甲状腺以外）とその鑑別法について
福原隆宏 鳥取大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
3．対 談
久光 愛 医療法人さつき会 那須あいクリニック
ランチョンセミナー
ランチョンセミナー

7 月 11 日(日）12:00-12:40

(40 分)

ブリストル・マイヤーズ スクイブ 株式会社

「 頭頸部 POCUS を身近に感じよう 」
古川まどか 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
Web 器機展示

7 月 11 日(日）12:40-13:00

(20 分、各 10 分)

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
キヤノンメディカルシステムスﾞ株式会社

g
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【パネルディスカッション】
7 月 11 日(日）13:00～14:30 （90 分）
運動器【パネルディスカッション：遠隔運動器診療の現状と課題】
座長 ：白石吉彦 隠岐広域連合立隠岐島前病院 内科・外科、しまね総合診療センター
座長 ：皆川洋至 医療法人城東整形外科
1)
2)
3)
4)
5)

遠隔で運動器診療どこまでできる？！
白石吉彦 隠岐広域連合立隠岐島前病院 内科・外科、しまね総合診療センター
遠隔超音波診断
都竹伸哉 新百合ヶ丘総合病院 整形外科
皆川洋至 医療法人城東整形外科
遠隔超音波ガイド下治療
面谷 透 船橋整形外科病院 スポーツ医学・関節センター
距離に負けない遠隔超音波教育
久光 愛 医療法人さつき会 那須あいクリニック
遠隔超音波検診
皆川洋至 医療法人城東整形外科
都竹伸哉 新百合ヶ丘総合病院 整形外科

【ワークショップ】 (運動器) 7 月 11 日（日） 14:30-16:00 90 分）
運動器【ワークショップ：エコーで見た三角筋筋肉注射の安全性と危険性】（ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓ）
新型コロナワクチン接種によって生じる副反応とその発生メカニズム、エコーを用いた対応法・予防
法について討議します。
座長 ：小淵岳恒
座長 ：皆川洋至
1)
2)
3)
4)
5)

福井大学 地域医療高度化教育研究センター
医療法人城東整形外科

「ワクチン接種後の肩痛症候群：SIRVA」
宮武和馬 横浜市立大学附属病院 整形外科
稲葉 裕 横浜市立大学附属病院 整形外科
「ワクチン接種による腋窩神経損傷の発生リスク」
笹原 潤 帝京大学スポーツ医科学センター 整形外科
平畑佑輔 帝京大学スポーツ医科学センター 整形外科
「ワクチン接種は橈骨神経にとって危険な手技か？」
岩倉菜穂子 東京女子医科大学 整形外科
「迷走神経反射」
小淵岳恒 福井大学医学部附属病院 救急部・総合診療部
「多様な症状」
皆川洋至 医療法人城東整形外科
都竹伸哉 新百合ヶ丘総合病院 整形外科

【パネルディスカッション】7 月 11 日（日）16:00-17:00 （60 分）
パネルディスカッション【POCUS におけるオンライン教育の現在とこれから】
座長： 山田博胤 徳島大学大学院医歯薬学研究部 地域循環器内科学
座長 ：山田 聡 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科
コメンテーター 谷口 信行 自治医科大学 臨床検査医学
コメンテーター 古川まどか 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
コメンテーター 鈴木 昭広 自治医科大学附属病院 麻酔科
演題１、既存のビデオ会議システムを使った WEＢセミナー，エコーカンファレンスの運用
～ＰＯＣＵＳ（ポーカス）入門ＷＥＢセミナーを開催して～
山田博胤 徳島大学大学院医歯薬学研究部 地域循環器内科学
演題２、オンラインコミュニケーションシステムを用いた多施設協働教育システムの構想
山田 聡 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科
佐々木春光 ボーダレス・ビジョン株式会社
演題３、ＫｉｚｕｎａＷｅｂを用いたＰＯＣＵＳ教育法の提案
佐々木春光 ボーダレス・ビジョン株式会社
演題４、e-casebook を用いたＰＯＣＵＳ教育法の提案
畑中 佑介 株式会社ハート・オーガナイゼーション 営業部
演題５、超音波検査の遠隔ハンズオン教育の試み
瀬良 誠 福井県立病院 救命救急センター
【総 会】
【閉会の辞】当番世話人

神奈川県立がんセンター 頭頸部外科

h
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2021 年 7 月 10 日（土）
特別企画 7 月 10 日(土）8:00-10:00 (120 分)
特別企画「WEB で診る、WEB で学ぶ POCUS の極意」
わかりやすいプレゼン作り-スライドデザイン・切り替え橘田彩菜 東京女子医科大学八千代医療センター 整形外科

“恋文”を書くとき、どのような便箋に、どのような文章で愛の言葉を綴るだろうか。プレゼ
ンテーションの語源は“present – 贈り物”といわれている。相手の心に届くプレゼンの作り方に
ついて考えてみたい。
特別企画「WEB で診る、WEB で学ぶ POCUS の極意」
わかりやすいプレゼン作り-音響効果都竹伸哉 新百合ヶ丘総合病院 整形外科
新型コロナウイルス感染拡大により、多くの学会や研究会などがオンライン形式で開催される
ようになった。移動距離・時間がなくなることで参加の手軽さが認識されるようになった一方で、
会場特有の緊張感・空気感が伝わりづらく、聴衆の反応も確認できないことからオンライン発表
は一方通行となりやすい。しかし、そこで「音響」を活用することで、シーンを盛り上げたり、情
報を増幅させる効果を生みだすことができるため、聴衆により多くのメッセージを伝えることが
できる。本発表では、演者が実際に用いている例に挙げながら、音響の活用方法について説明し
ていく。

特別企画「WEB で診る、WEB で学ぶ POCUS の極意」
ハートをつかむプレゼンの小技-写真・静止画酒井瑛平 新潟大学医歯学総合病院 整形外科
相手に思いを伝え、理解を得て、納得を得て、行動を促す。相手に思いが伝わらなければ何も
始まらない。自分は何のためにプレゼンをするのか。まずプレゼンする目標をはっきりさせよう。
時間泥棒になってはいけない。ターゲット、聴衆は誰か。自分のプレゼンを聴いた人々にどう思
ってもらいたいのか、行動してもらいたいのか、何を持って帰ってもらいたいのか。それらを明
確にする。そしてその情熱を伝えるためには、見やすいこと、わかりやすいこと、直接イメージ
に訴えることが効果的である。プレゼンはあくまで目的ではなく手段である。自分の情熱が空回
りしないように、そのために技術がある。すべては聴衆のために、思いやりのあるスライドを作
ろう。デザインとは思いやりである。

特別企画「WEB で診る、WEB で学ぶ POCUS の極意」
ハートをつかむプレゼンの-動画小林明裕 長津田厚生総合病院 整形外科
テレビのバラエティ番組や CM、人気 YouTuber の動画は何故人々を魅了するのか。私の動画
編集の原点はそこだ。
超音波の最大の魅力は、静止画だけでなく動画が保存できることだが、その動画の内容をプレゼ
ンで伝えるのは容易ではない。伝えるには、ただ動画を流すだけでなく、所見の箇所に文字や矢
印を入れる・テロップを入れるなどの工夫が必要であり、そうすることによって初めて、聴衆は
何を伝えたいのかを感じ取ることができる。
昨今、超音波所見だけでなく、診察風景などの動画を流すことも増えているが、このような動画
を魅力的なものにするためには、冒頭に述べたテレビ等で使われるテクニックが参考になる。カ
メラワーク、動画のカットや繋ぎ、テロップのタイミング、文字の色やフォント、バックに流す
音楽など、様々な工夫を凝らすことで魅力的な動画を作ることができる。
プレゼンが単調になることがお悩みであれば、魅力的な動画を作ることをオススメする。
1
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特別企画「WEB で診る、WEB で学ぶ POCUS の極意」
「ことば」
面谷 透 船橋整形外科病院 スポーツ医学・関節センター
プレゼンテーションの目的は、自分の考えや想いを他者に伝えることである。自分のプレゼン
テーションを他者が目にする時間や環境は限られており、その制限のもとでいかに効果的に内容
を伝えられるかが勝負である。ヒトが外界から取り入れる情報の中で最も大きなウェイトを占め
るものは視覚情報である。視覚を介して情報を伝達するための手段の一つが、単語や文章といっ
た「ことば」である。効率的・効果的に情報を伝えられる可能性がある一方で、ことばの扱い方
は簡単ではない。情報過多のことばは受け手の処理能力を超え、最も伝えたい点がぼやける。ま
た、相手の情動に訴えかける熱量を欠いたことばは、脳に残らない。本演題では、プレゼンテー
ションにおける効果的なことばの選び方・使い方について考える。

特別企画「WEB で診る、WEB で学ぶ POCUS の極意」
知っておきたい法律の話-著作権と個人情報保護法橋口直史 広島大学大学院医系科学研究科 整形外科学
安達伸生 広島大学大学院医系科学研究科 整形外科学
【はじめに】
コロナ禍の緊急事態宣言の影響によって，オンラインセミナーが爆発的に増加した．自宅で簡
便にセミナーに参加できるようになったが，顔の見えないオンラインでは映像が記録として残っ
てしまう可能性があり，それはすなわち法律に抵触する危険性が潜んでいる．
【内容】
ある若手医師 H は，所属している研究会でオンラインによる発表を任されることになった．
今まで対面での発表は何度も経験しているが，オンラインでの発表は初めてであり，非常に意気
込んでスライドを作成した．しかしふとネットニュースで著作権侵害の記事を読んだ H は，自
分のスライドが法律に抵触していないか不安になった．
著作権とは？著作物との違いは？何が個人情報であるのか？法における個人情報とは？著作権と
個人情報保護法について，医療関係者が知っておくべき最低限の知識と自身の守り方について，
若手医師 H の失敗例に基づいて紹介する．

【一般演題】7 月 10 日（土）10:00-10:30 (30 分)
【演題 1】
運動器診療の落とし穴～診断できない時こそ、忘れてはいけないこと～
都竹伸哉 新百合ヶ丘総合病院
工事現場でスコップによる重労働を繰り返すうちに右側腹部が出現、徐々に増悪し整形外科を
受診した 60 歳男性。来院時は自発痛、動作時痛なし、右側腹部に圧痛がみられたがエコーで明
らかな筋損傷は見られず安静を指示。2 週後の再来時では疼痛変化なく、再度エコー検査を施行
すると疼痛部位に一致し腹腔内腫瘤が確認され、単純 CT 検査で右側結腸に腫瘤を認めたため外
科を紹介受診。下部消化管内視鏡検査で盲腸を主体とした 2 型腫瘤を認め、病理結果から盲腸癌
の診断となった。エコーの画質が向上したことにより運動器疾患の診療の幅が広がった。しかし
エコーに慣れてしまったがために陥る落とし穴、加えて専門という無意識の壁が作る落とし穴に
気づかなければならない。整形外科を受診した腹部痛に対してエコー検査を行う際、診断がつか
なければエコーの深度を深く設定し、可能な限り深部まで観察することも必要であると考えられ
た。
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【演題 2】
喉頭癌との鑑別を要した甲状腺癌喉頭浸潤の一例
橋本香里 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
甲状腺分化癌は比較的予後良好な疾患であるが約 6－15％に被膜外浸潤をきたし、隣接臓器へ
進展することがある。喉頭内方進展が中心の場合には、初診時に喉頭癌と診断される可能性があ
る。今回我々は、喉頭癌が疑われるも超音波検査にて甲状腺癌の診断に至った症例を経験したた
め報告する。
症例は 72 歳女性。嗄声を主訴に前医受診、左声帯不全麻痺を指摘されたが、CT にて甲状軟骨
や披裂軟骨浸潤伴う右喉頭癌 cT4aN2bMX と診断された。ファイバー所見と合致せず、精査目
的に当科紹介となった。当科受診までに嗄声は改善し左声帯麻痺は認めなかったが、右仮声帯粘
膜下腫瘍と右声帯開大制限認めた。頸部超音波検査では、微細石灰化伴う不整腫瘍が甲状腺右葉
上極から喉頭へと浸潤し、同様のエコー像を示すリンパ節腫大を複数認め、その後の細胞診にて
甲状腺乳頭癌と診断された。以上、本症例の経過を供覧するとともに考察を加えて報告する。

領域別企画（小児）

7 月 10 日(土）10:30-12:00 (90 分)

【POCUS 小児領域の研修プログラムを考える】
1，POCUS の研修プログラムを考える
森 崇晃 東京都立小児総合医療センター 救急救命科
近年、ベットサイド超音波検査（Point of Care Ultrasound: POCUS）が注目を集めている。
これは患者診療に当たっている医師が自ら、診療に必要な部位に絞り、短時間で検査を実施する
ものである。小児領域では診断や、侵襲的な手技の補助などに広く用いられている.小児 POCUS
の普及につれ、北米やカナダでは教育ガイドラインが発表され、これらのガイドラインをもと
に、小児 POCUS のトレーニングが小児救急フェローに対して行われている。一方、本邦では、
いくつかのグループにより小児 POCUS のトレーニングコースが行われてはいるものの、系統だ
ったカリキュラムや教育コースは少ない。本企画では、本邦における小児 POCUS 教育のあり方
について、欧米の事例と比較しながら論じ、どのような小児 POCUS 教育が行われるべきかを議
論したい。

【POCUS 小児領域の研修プログラムを考える】
2，心臓領域
市橋 光 自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科
咳嗽・呼吸困難は呼吸器疾患、腹痛・嘔吐は消化器疾患であることが圧倒的に多いが、これら
が心不全症状の場合もあることを忘れてはならない。鑑別点として、頸静脈の怒張、肝腫大の有
無などがあるが、状態が悪く不機嫌で啼泣する小児の診察でこれらを評価することは容易ではな
い。このような身体診察を補完し、診断や病態の把握に有用なのが POCUS における心エコーで
ある。そのため、小児循環器専門医が行う先天性心疾患の確定診断や心機能の詳細な評価ではな
く、循環不全の原因検索が主な目的となる。
過去の本研究会でも、小児 POCUS のハンズオンセミナーは複数回行われている。今後はオン
ライン教材作成に取り組む予定であったが、今回の研究会が奇しくもオンライン開催となり、そ
の内容を提示することとなった。内容は小児科医だけでなく、総合医、救急医などを含め、小児
を診る機会のあるすべての医師や技師にも有用なものであると考えている。
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【POCUS 小児領域の研修プログラムを考える】
3，肺・気道領域
福原信一 兵庫県立淡路医療センター 小児科
成人領域では、気道・肺の POCUS の有用性が証明され、遅れて小児領域での有用性も認識さ
れるに至り、小児医療に関わる医師にも習熟が望まれる。
気道 POCUS では、気管挿管・食道挿管の検出は必須である。正常では、食道は気管より虚脱
しており、サイズが小さい。食道挿管では、食道に気管チューブが挿入されることにより、気管
が 2 つ並んでいるように見える。これはダブル・トラケア・サインと呼ばれている。感度・特異
度はほぼ 100％、走査時間は 10 秒未満であり、蘇生ガイドラインにも取り上げられている。
肺 POCUS では、胸水以外に、気胸、肺水腫・肺炎の検出が可能である。他臓器の POCUS と
比較すると、部位による差異は少なく、習熟は容易であるが、A ライン、B ラインと命名された
アーチファクトを捉える必要があること、バット・サイン、 ラングスライディングなど聞き慣
れない用語があり、最低限のトレーニングは必要である。

【POCUS 小児領域の研修プログラムを考える】
4，小児の腹部 POCUS
竹井寛和 兵庫県立こども病院 救急科
画像検査の侵襲度、モバイル性、画質精度、また小児の解剖学的特徴を鑑みると、超音波検査
は小児の急性腹症診断のための第一選択の画像検査であることは言うまでもない。急性腹症を診
断するための POCUS への現場のニーズは高く、実際に入院加療・手術加療を要する急性腹症の
多くは急性虫垂炎や腸重積症である。今回は、FAST から派生した小児の腹部スクリーニングの一
例を提示し、さらに腸重積症、急性虫垂炎、肥厚性幽門狭窄症、腸閉塞など小児に代表的な腹部
救急疾患の各論を網羅した上で、各種の POCUS を誰にどこまで求めるかを議論したい。

【POCUS 小児領域の研修プログラムを考える】
5，ショックとその他
森 崇晃 東京都立小児総合医療センター 救急救命科
小児 POCUS の普及につれ、北米やカナダでは小児 POCUS の教育ガイドラインが発表されて
おり、これらのガイドラインが小児救急フェローの教育カリキュラムに組み入れられている。一
方、本邦では小児 POCUS に関する系統だった教育プログラムは発表されていない。本講演で
は、小児 POCUS 教育の中で循環不全（ショック）の評価とその他（超音波ガイド下手技など）
について、どのような項目をどのように教育していくべきかを議論したい。

ランチョンセミナー 7 月 10 日(土） 12:00-12:45 (45 分)
富士フイルムメディカル株式会社 提供
「 超音波の基礎とアーチファクト 」
山崎 延夫
富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 超音波イノベーション部
人は何か重大な失敗をすると、
「想定外」が起きたからだと言い訳をします。人はものを考える
にあたり、考える範囲を決める必要があります。この考える境界を決めることを「想定する」と
いいます。
「想定」は考えるために必要不可欠なもの。しかし「想定」が物事を考えるために人為
的に、意図的に作られた「境界」に過ぎない以上、
「想定外」のことは起こりうる。超音波診断装
置も同じです。装置は生体内に照射した超音波パルスの振る舞いを「想定」し、
「想定」に基づい
て生体内の構造を想像して 2 次元断層像として映像化します。しかし、生体内での超音波パルス
の振る舞いには、装置が想定していないこともしばしば。この「想定外」が画像に「アーチファ
クト」となって表示されます。装置が画像を構築する際に「想定」していること、生体内で起き
る「想定外」の現象とアーチファクトの出現メカニズムについて「おもしろ実験」を交えて解説
します。
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Web 器機展示 7 月 10 日(土） 12:40-12:50 (10 分)
富士フイルムメディカル株式会社
領域別企画（腹部）7 月 10 日（土）13:00-14:30 (90 分)
腹部【この症例、あなたはＰＯＣＵＳで救えるか？】
座長 杉本博行 小牧市民病院 外科
座長 畠 二郎 川崎医科大学 検査診断学
この企画では、いろいろな症例の画像を呈示しながら、視聴者のみなさんと一緒に推論を楽し
みながら、疾患の疑似体験ができればと考えています。症例呈示の中で、いくつかの質問を用意
していますので、ウェブを通して回答して頂き、最も多い回答は何か、また正解は何だったのか
を確認しながら次のステップに進んで行きます。是非積極的に回答をお寄せください。正解すれ
ばささやかな喜びが待っていますし、間違えても気にすることはありません。むしろ間違えた方
が強く記憶に残るというものです。ご自分が実際に POCUS を行っているつもりでご参加下さ
い。症例は以下の 6 例です。
① 右上腹部を訴えた 1 例
川崎医科大学 検査診断学
今村祐志
② 右側腹部を訴えた 1 例
川崎医科大学 検査診断学
今村祐志
③ 右下腹部痛を訴えた 1 例
川崎医科大学検 査診断学
今村祐志
④ 改善しない上腹部痛で来院した 1 例
日本大学医学部 消化器内科 小川眞広
⑤ 血便を伴う右下腹部痛を訴えた 1 例
小牧市民病院 外科
杉本博行
⑥ 急性の下腹部痛を訴えた思春期女児
兵庫県立こども病院 救急科 竹井寛和
さて、あなたは何例を POCUS で救えるでしょうか？

領域別企画（血管） 7 月 10 日（土）14:30-15:30 (60 分)
【PE-DVT における US の位置づけ CT 検査との役割分担】
救命救急センターにおける PE-DVT 診断の実際
入江 仁
弘前大学医学部附属病院 高度救命救急センター
症例 1：79 歳、女性。呼吸困難感を主訴に受診。SpO2 91%の他はバイタルサインに明らかな
異常は認めない。
症例 2：70 歳代、女性。前医で大腿骨近位部骨折手術中に急激にショック状態となった。
上記はいずれもここ 2 か月の間に当院へ来院した肺塞栓の症例である。肺塞栓を疑った時、症例
1 であれば酸素投与を開始しながら診察したうえで造影 CT 検査を行い診断することは難しくな
いだろう。では症例 2 はどうだろうか？手術中の急変であり鑑別診断は色々考えられるが、肺塞
栓を疑っても実施できる検査は大きく制限される。実際、症例 2 は直後に心肺停止し、手術台で
心肺蘇生を行いながら実施された超音波検査で右室負荷所見、下肢静脈血栓が疑われたことから
重症肺塞栓疑いと診断され、PCPS が導入されたうえで当院へ転院搬送され、その後の造影 CT
で確定診断となった。超音波検査のみで肺塞栓を疑って治療方針を決めざるを得ない場面がある
ことを認識しておく必要がある。

【PE-DVT における US の位置づけ CT 検査との役割分担】
PE-DVT における US と CT の役割分担
太田智行 国際医療福祉大学病院 放射線医学講座
深部静脈血栓症や肺塞栓症が疑われる際、日本では造影 CT 検査（PE-DVT study）が真っ先
に行われ、経過観察中も繰り返し造影 CT 検査が行われる場合がある。PE-DVT は肺動脈相で胸
部をスキャン、下肢静脈相で下肢～横隔膜（または頸部）までスキャンする撮像法であり、一回
検査での被曝線量はおおよそ 25ｍSv 程度である。妊婦や産褥婦の患者も少なくないので、こう
いった比較的若年者への PE-DVT による被曝は安全にできるだけ減らすべきであろう。肺動脈
5
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造影欠損像の確認は必要なので省略できないという理屈はその通りだが、ならば下肢も同時にと
いう検査には注意が必要である。
超音波検査室に依頼すると、検査が全下肢静脈エコーを前提に論じられるため、時間がかかり、
検査が入りにくい、ならば PE-DVT となってしまう場合もあるかもしれない。
検査室へのオーダーを工夫すれば、緊急または準緊急下肢静脈エコーの受け入れは容易になる
し、CT 検査の被曝も減らせる。POCUS で用いられる近位静脈エコーや既知の血栓部位に限定
したエコーの依頼が可能であれば、検査時間も短縮できるので、検査室への負担は軽減される。
今こそ、検査室に POCUS を持ち込むべき時なのではないのかと考えているのは私だけではない
だろう。

領域横断シンポジウム 7 月 10 日（土） 15:30-17:00 (90 分)
領域横断シンポジウム【心不全の領域横断 POCUS】
心不全のトピックスと心エコーによるうっ血・低拍出評価の基本
山田 聡 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科
循環器疾患では身体所見から得られる情報が特に多く、リスク因子や症状などの病歴とともに
身体診察が重要である。さらに、胸部 X 線、血漿 BNP レベルと POCUS を総合して短時間でう
っ血を評価する。これらのなかで、単独の指標として心不全診断の尤度比に優れるのは、聴診の
III 音と胸部 X 線の Kerley B ラインであり、肺エコーの multiple B-lines と心エコーの左室流
入血流拘束型パターンはさらに優れた指標であるとされている。左室駆出率の保たれた心不全
（HFpEF）においては、流入血流の E/A は左室充満圧評価に役立たないとされているが、果た
してそうであろうか？新ガイドラインに示された駆出率による心不全の分類と、それによる治療
法の違い、そして最近立て続けに上市されている新しい心不全治療薬について解説し、心エコー
領域の POCUS による心不全診断の基本を再考する。

領域横断シンポジウム【心不全の領域横断 POCUS】
心臓 POCUS(FoCUS)による心不全の診断
原田顕治 自治医医科大学 循環器内科学講座
近年高齢化社会に伴い心不全患者が急増している．循環器内科医以外の医師もその診断やトリア
ージの必要性に迫られることを実感されていることと思われる．かつて心不全は症状，理学的所
見，胸部レントゲンにて診断されてきた．しかし現代において心不全診断に心エコー検査は必須
といっても過言ではない．本講演では HFrEF(ヘフレフ)を中心に POCUS における心不全の診断
法を解説させていただく．左室や右室のサイズ，EF（左室駆出率）の感覚的なとらえ方，下大静
脈描出の方法・意義に注目したい．

領域横断シンポジウム【心不全の領域横断 POCUS】
心不全の診断における FoCUS の限界：HFpEF はどうする？
黒沢幸嗣 前橋赤十字病院 臨床検査科
心不全は大きく２つに分けると LVEF(左室駆出率)が低下した心不全(HFrEF)と、LVEF が保た
れた心不全(HFpEF)に分けられる。2021 年にフォーカスアップデートされた日本循環器学会の
急性・慢性心不全診療に関するガイドラインでは、HFpEF の診断は，1）臨床的に心不全症状を
呈し，2）LVEF が正常もしくは保たれている，3）左室拡張能障害を有する，の 3 点を基準とし
て考えることを標準的コンセプトとしている。また同ガイドラインの中で「拡張機能障害を日常
診療において診断することは容易ではなく，確立した診断基準はないので，心エコー図検査にお
いて得られる複数の指標を用いた総合的な診断法が提唱される」としている。通常行われている
ルーチンでの心エコー図検査でも難しい HFpEF の診断を、様々な点で限られた FoCUS という
アプローチでどのように評価をしていくのか、できることできないことはどのようなことか、な
どについて述べていく。
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領域横断シンポジウム【心不全の領域横断 POCUS】
肺 POCUS でも判る心不全
亀田 徹 自治医科大学 臨床検査医学
急性心不全の約 20%は胸部 X 線で肺うっ血の所見を認めず、システマティックレビュー・メタ
解析でも X 線の感度は高くないことが示されている。近年肺 POUCS への注目度は高まり、急性
期診療では心原性肺水腫の迅速診断に利用されるようになった。また急性期を脱した患者や慢性
心不全患者においては、残存肺うっ血や潜在性肺うっ血の評価に関する報告も散見される。心エ
コーによる血行動態的うっ血の評価は、肺うっ血を直接反映しないので、肺 POCUS を用いた肺
うっ血の評価法は期待できる。このプレゼンテーションでは、肺 POCUS による心原性肺水腫の
評価、及び活用にあたっての注意点を中心に述べる。
日本語参考文献：亀田徹、小林英夫、山田博胤、谷口信行．B ラインを用いた point-of-care 超
音波による心原性肺水腫の評価．Jpn J Med Ultrasonics 45: 125-135, 2018.

領域横断シンポジウム【心不全の領域横断 POCUS】
腹部 POCUS で心不全を疑う所見
畠 二郎 川崎医科大学 検査診断学
今村祐志 川崎医科大学 検査診断学
診療科の細分化が進み、食思不振や肝逸脱酵素上昇などの原因となっている心不全が見逃され
る危険性も少なくない。その際の POCUS により誤診や診断迷走を防ぎ得る。では腹部 POCUS で
どういう時に心不全を疑えば良いか？広く知られているのが下大静脈の拡張と呼吸性変動の低下
である。また体静脈系に直接還流する静脈にも怒張やうっ滞を生じ、腎静脈がその代表である。
ただし形態で腎うっ血を評価するのは必ずしも容易でなく、ドプラによる腎動静脈の波形分析を
必要とすることも多い。一方うっ血肝の所見として左肝静脈と中肝静脈の怒張による playboy
bunny sign が知られている。また門脈系は類洞を介して肝静脈と交通しており、胆嚢や消化管な
ど消化器系の臓器にも浮腫を生ずる。つまり肝硬変やアルブミン血症などのない患者で消化器系
臓器の浮腫が見られる場合には心不全も疑う必要がある。また病歴や身体所見から心不全の存在
を疑うことも POCUS の感度を向上させるカギとなり得る。
題 2】
2021 年 7 月 11 日（日）
【演題 3】
総合的に POCUS を学びたい方へ学生・研修医・看護師大歓迎
座長 西田睦 北海道大学 医療技術部長 超音波センター長
総合的に POCUS を学びたい方へ学生・研修医・看護師大歓迎
「エコーで見て触って学ぶ。そして実践する！~学生と研修医にウケたい身体診察~ 」
植村和平 北海道家庭医療学センター 栄町ファミリークリニック
今回提案したいのは、身体診察の延長としてエコーを使ってみるということです。一度はだれ
もが思う、この身体診察で本当にちゃんと臓器が触れているの？という疑問。CT や MRI で見え
る臓器は画像ですからもちろん触れません。しかしエコーなら臓器を見ながら触るという体験
や、生理的な動きも見ることが出来るのです。上記を意識して行うようにすると、確かな精度を
持った身体診察の習得にもつなげることもできます。実際に医学生でもポケットエコーを用いれ
ば専門医の身体診察より時に優れるといったものや、既に海外の大学で教育にエコーを取りいれ
たプログラムが学生から高評価であるという文献の報告もあります。本発表では、医師免許のた
めの要件として新しく医学生の試験に導入された Post-CC OSCE を見据えて、私が実際に学生
に教育して反響が多かった身体診察とエコーとの対比と、総合診療医による実臨床での POCUS
症例集を紹介します。
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総合的に POCUS を学びたい方へ学生・研修医・看護師大歓迎
「先生!! 患者さんの排泄の悩みは、看護師と(ポケット)エコーに任せてみませんか？」
畠山 誠 医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック
普段当たり前に行う排泄ケアは、実は高度な看護行為です。本来は病態を考慮しての対応が望
ましいのですが、忙しい臨床現場では、とりあえずの経験則に基づいてケアをしていることが多
くあります。実はこのケアによって医療者は、「〇〇だからしょうがないのに、いつも同じこと
で困る」と、患者さんの解決しない便秘や尿失禁などの問題を長引かせている可能性がありま
す。患者さんは問題があっても「先生（看護師）に言いたいけど忙しそうで言えない」「十分聞
いてもらえない」と悩み続けています。看護師に、問診の時間やポケットエコーを与えていただ
くことで、そのような悩みを抱える患者さんと医師の両方の助けになることがあります。エコー
で可視化した情報をもとに排泄ケアを行うことが、新しい経験則として蓄積していけるようみな
さんと考えて行きたいです。

総合的に POCUS を学びたい方へ学生・研修医・看護師大歓迎
「エコーを使用した血管確保～挿入困難例、デバイス選定、合併症フォローについて～」
小川将也 隠岐広域連合立隠岐病院
芹田晃道 隠岐広域連合立隠岐病院
隠岐病院では、約１万 4 千人の住む島唯一の入院施設として、重症患者から在宅患者までを診
ています。血管確保に関するトラブルはどの医療機関、どのようなシチュエーションでも遭遇し
うると思います。血管確保困難や、血管確保に伴う合併症、何度も穿刺、交換をすることによる
苦痛などはありふれています。当院ではエコー活用し、より安全で、患者の負担が少なく、患者
の状態にあった血管確保を実践しています。基本となるエコーガイド下でのルート確保や、末梢
留置型中心静脈カテーテル（P I C C）挿入における、事前の血管選定や、血管経・用途に応じ
たカテーテルの選定、P I C C 挿入後の合併症フォローなどについて、医師・看護師の視点を交
えて紹介いたします。

総合的に POCUS を学びたい方へ学生・研修医・看護師大歓迎
「在宅エコーの次の担い手 ～となりの看護師さんに POCUS をすすめてみた～」
多田明良 紀美野町立国保国吉・長谷毛原診療所
心不全や肺炎の鑑別，急性腹症の診断，排尿・排便トラブルの正確な対処，運動器疼痛に対す
るエコーガイド下治療・・・．医療資源の少ない在宅医療において、エコー、特にその中でも
POCUS の手法は、診断や治療において従来困難であった多くのことを可能にしてくれました．
一方で当地域では医師は私一人しかおらず、マンパワーの制限からエコーのメリットを十分活
かしきれていないという課題を常に感じてきました。
近年携帯性を増し低価格化が進むエコーは看護師への利用が進んできており、当地域において
も院内看護師、訪問看護師へのエコーの普及を試みることとしました。
エコーに触れたことがない看護師に対し、さらにコロナ禍で密なハンズオンに制限のある中、
試行錯誤でエコー教育を行っています。挑戦はまだ道半ばですが、一へき地診療所の医師が、地
域の看護師へのエコー普及を目指す過程を皆様と共有し参考にしていただけたら幸いです．

【特別企画】 7 月 11 日（日） 10:00-11:00 (60 分)
身体所見＋POCUS による診断アプローチ：実例集
身体所見＋心臓 POCUS が役立った症例
阿部幸雄 大阪市立総合医療センター 循環器内科
高齢化社会で聴診の意義が増している．聴診によって駆出性収縮期雑音の有無を判断し，高齢者
に多い大動脈弁狭窄症（AS）を見逃さないことが重要である．しかし，①駆出性収縮期雑音を
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クリニックで聴取した場合にそれだけで専門病院に紹介すべきかどうか，②ADL の低い患者で
駆出性収縮期雑音を聴取した場合にそれだけで超音波検査室または出張での心エコー図検査フ
ル・スタディをオーダすべきかどうか，などの疑問が生じる．これらを判断するためにはさらな
る身体所見診察あるいは POCUS が有用である．AS のスクリーニングの実際について症例を通
じて紹介する．

身体所見＋POCUS による診断アプローチ：実例集
身体所見＋腹部 POCUS が役立った症例
豊田英樹 ハッピー胃腸クリニック
症例は 40 歳代の女性です。
「1 ヶ月前から 心窩部に締め付けられる様な痛みがある。痛みは 10
分程度で軽減し 繰り返すことがある。心窩部痛と労作には関連はない。今朝 午前 3：30 に強
い悪心のため覚醒したが唾液だけしか出なかった。冷汗があった。某クリニック受診し胃痙攣と
いわれモサプリドとボノプラザンを投与されているがまったく効果はない」との訴えで当院受診
された。腹部触診にて心窩部に圧痛があり、心窩部はやや硬かった。
腹部 POCUS の基本は痛みがある部位、
腫瘤がある部位をエコーで見て診断を考えることです。
面倒がらずに、とりあえずプローブを当ててみることが大切です。 そして見えたものをどう考
えて診断に結びつけるのか その手順の一例を提示し解説します。

身体所見＋POCUS による診断アプローチ：実例集
頸部視触診に続いて施行した頭頚部 POCUS が診断に有用であった症例
古川まどか 神奈川県立がんセンター頭頸部外科
橋本 香里 神奈川県立がんセンター頭頸部外科
頸部の診察では、まずは視触診を施行することが基本である。特に皮膚に近い部分の病変に関し
ては視触診でかなりの情報が得られる。皮膚の色調や硬さの変化、自発痛や圧痛の有無と程度な
ども視触診で得られる除法である。いっぽう、皮下脂肪が厚い場合や、頸部筋肉より深部の病変
では、視触診では正確な存在部位や性状を知ることは難しい。その場合、引き続いて施行する
POCUS が非常に有用となる。特に胸鎖乳突筋の深部、前頸部の甲状腺や喉頭付近、顎下部、耳
下部では、甲状腺や唾液腺の病変かそれともリンパ節かの鑑別が非常に重要である。さらに、良
性疾患か悪性疾患かでその後の診断・治療方針が大きく異なってくるため、POCUS の重要性が
一段と際立ってくる。無駄な検査を省き、迅速に正確な診断に到達することで、患者の不安も軽
減され、早急に的確な治療方針へと導くことが可能となる。実際に POCUS によって即座に正確
な診断に辿りついた症例を提示し、頭頸部 POCUS において重要な鑑別ポイントについて述べ
る。

身体所見＋POCUS による診断アプローチ：実例集
身体所見＋肺 POCUS が役立った症例
谷口 隼人 横浜市立大学附属市民総合医療センター
Point of care ultrasound(POCUS)は、患者の側で、検査者が超音波検査を実施し、その場で判
断をくだすものである。超音波検査を行うには、プローブを握り、患者にふれる必要があり、そ
れはまさに聴診器で聴診をすることと同じである。つまり、POCUS は身体診察の一法であり、昨
今では Sono-palpation という言葉も作られている。人工呼吸器を要するような重症呼吸不全の
患者においては、移動のリスクもあり、肺病変の評価、挿管チューブ等のデバイスの評価などを
ベットサイドでの身体診察で行えることが望ましい。当然、その身体診察には POCUS が含まれ
るべきであり、実際に身体診察と肺 POCUS が役立った症例（気胸、ARDS 増悪、挿管チューブ
位置確認）を提示し、その有用性を共有したい。
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領域企画 (頸部) 7 月 11 日（日）11:00-12:00 (60 分)
頸部【他科領域の先生の疑問に答える頸部 POCUS】
偶発的に見つかる甲状腺およびその周辺疾患とその鑑別法について
下出祐造 橋本泰士郎、石坂 智、川上 理、岸本和大、北村守正、辻 裕之
金沢医科大学 頭頸部外科
頸部の複雑な解剖を理解し、そこに発症する疾患の特徴を把握して診療を行うことは容易ではな
い。本来、頸部疾患は耳鼻咽喉科、頭頸部外科医が診断、治療を行うが、プライマリケアにおい
て内科医、総合診療医による救急外来または一般診療がその発見のきっかけとなることもある。
今回は実臨床で遭遇が想定される頻度が多い病態として、甲状腺並びに副甲状腺など周辺臓器に
おいて見過ごしていい病変、見過ごしてはいけない病変を挙げて、超音波検査の所見を参考にそ
の鑑別ならびに専門医への精査依頼の要否や時期などについて説明する。

頸部【他科領域の先生の疑問に答える頸部 POCUS】
偶発的に見つかる頸部疾患（甲状腺以外）とその鑑別法について
福原隆宏 鳥取大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
頸部は大きな胸鎖乳突筋に表層を覆われているため、頸部疾患は表在の割に気づかれにくく、血
管エコーなどで偶発的に見つかる疾患の種類は多い。甲状腺・副甲状腺以外で頸部に偶発的に見
つかる疾患には、腫大リンパ節、嚢胞性病変、腫瘍、唾液腺疾患などが挙げられる。腫大リンパ
節には良性と悪性があり、良性は主に反応性のリンパ節腫大、悪性は悪性リンパ腫や転移性リン
パ節がある。それぞれ腫大する部位や超音波像に特色があり、必ずしも穿刺細胞診をおこなわず
とも診断できるものも多い。嚢胞病変には、正中頸嚢胞や側頸嚢胞、リンパ管腫、唾液腺嚢胞
（顎下型がま腫）
、転移性リンパ節の嚢胞変性、結核性リンパ節炎などが挙げられる。それぞれ
嚢胞形成の機序の違いで超音波像に違いが出る。腫瘍は神経原性腫瘍や傍神経節腫瘍が主で、希
である。唾液腺疾患は様々あるが、偶発的に見つかるのは自己免疫性唾液腺疾患が多い。これら
の鑑別法を紹介する。

ランチョンセミナー 7 月 11 日(日）12:00-12:40 (40 分)
ブリストル・マイヤーズ スクイブ 株式会社 提供
「 頭頸部 POCUS を身近に感じよう 」
古川まどか 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
頭頸部は、頸椎を軸とし、狭い領域に神経、血管、筋肉、甲状腺、唾液腺、口腔、咽喉頭、気管
が密に存在する頸部に加え、顔面骨、頭蓋骨内外の領域も含まれ、解剖や生理が複雑な領域であ
る。患者がある症状を訴えて受診した場合、様々な疾患の可能性を考えながら臨床情報をもとに
POCUS において効率よく的確に異常所見を検出することが重要となる。さらに、静止画像や解
剖図譜からは理解し難い口腔、咽喉頭の生理的な動きや機能も POCUS で動的に観察することで
評価可能である。頭頸部領域の様々な疾患や病態に関して、患者が訴える症状別に POCUS でチ
ェックすべきポイントを明確にするとともに、特に見逃してはならない頭頸部悪性腫瘍の診断
や、悪性腫瘍治療にまつわる POCUS について解説する。専門領域に関わらず、頭頸部 POCUS
をより身近に感じ、日常診療に積極的に取り入れるための一助となれば幸いである。

Web 器機展示 7 月 11 日(日）12:40-13:00 (各 10 分)
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
キヤノンメディカルシステムスﾞ株式会社
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【パネルディスカッション】

7 月 11 日(日）13:10～15:10（120 分）

運動器【パネルディスカッション：遠隔運動器診療の現状と課題】
遠隔で運動器診療どこまでできる？！
白石吉彦 隠岐広域連合立隠岐島前病院 内科・外科、 しまね総合診療センター
超音波診療の学習、診療支援に必須なものは、動画での画像保存、ボディマークをはじめとした
プローブ位置がわかるマクロ画像の情報である。外来診療に適したポータブルエコーの画質向上
と記録性、接続性の向上により、様々な可能性が出てきている。一方、遠隔では運動器診療で必
須の触診が不可能であることが最大の問題である。オンラインと対面の勉強会などを組み合わせ
ることで共通の知識、技術の基盤をつくることで補うことが重要である。現在の遠隔運動器診療
の実際と問題点について語る。

運動器【パネルディスカッション：遠隔運動器診療の現状と課題】
遠隔超音波診断
都竹伸哉 新百合ヶ丘総合病院
皆川洋至 医療法人城東整形外科
近年の整形外科学は進化し続けている。高周波リニアプローブが登場したことで、整形外科領
域でもエコーが当たり前に使用されるようになった。しかし、エコーの技術によって診断精度が
左右される、そしてエコーがどの施設にも置いてあるわけではないという設備環境の問題があ
る。そこで遠隔によるリアルタイムのエコー動画、および保存動画でのエコー診断を行い、検者
間一致率そしてエコー機器による一致率を算出した。この実証実験には、Reacts 搭載の Lumify
（Philips）
、ZOOM 接続した Miruco（日本シグマックス）と SONIMAGE HS1（コニカミノル
タ）の 3 機種を使用した。高周波リニアプローブあれば良好な一致率となった。遠隔でエコー診
断を行う新しい整形外科の時代がすぐそこに来ている。

運動器【パネルディスカッション：遠隔運動器診療の現状と課題】
遠隔超音波ガイド下治療
面谷 透 船橋整形外科病院 スポーツ医学・関節センター
近年、第 5 世代移動通信システム（5G）の運用が開始され、高速・大容量の通信環境が整備され
つつある。臨床現場での超音波画像をリアルタイムに送受信することにより、画像所見による遠
隔超音波診断、そして現場のスタッフに診療の指導を行うことによる遠隔超音波診療がすでに実
用化されている。一方で、リアルタイムに遠隔超音波診療を行うためには、現地で患者さんに直
接対応する Local Doctor と、遠隔で指導を行う Remote doctor の両者が同時間にそろう必要が
ある。また、Remote doctor の指示通りの処置が Local Doctor により実施されることが技術的
に難しいケースも考えられうる。本演題では、遠隔超音波診療が持つこうした課題をクリアする
ための「新時代の遠隔診療」の可能性について探る。

運動器【パネルディスカッション：遠隔運動器診療の現状と課題】
距離に負けない遠隔超音波教育
久光 愛 医療法人さつき会 那須あいクリニック
新型コロナウィルス感染症拡大により対面での研修やセミナーは開催困難となり、現在ウェブセ
ミナーが主流となっている。以前と比較して運動器エコー関連の書籍も増え、ウェブセミナーの
開催により移動せずに気軽にセミナーに参加できるようになった。その一方で超音波画像の描出
は検者の技量に左右され、受け身の状態で見たり聞いたりしただけでは意図した画像が描出でき
ずに苦しむことが少なくない。しかし、超音波検査施行者と別室や遠隔地で学ぼうとする者との
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間で、コミュニケーションをとりながら検者の手元と超音波画像をリアルタイムに共有できれ
ば、それらの欠点を克服することが可能となる。多人数を対象としたウェブセミナーの谷間を埋
めるべく、少人数グループでの遠隔ハンズオンセミナーを試みた。その課題と今後の可能性につ
き報告する。

運動器【パネルディスカッション：遠隔運動器診療の現状と課題】
遠隔超音波検診
皆川洋至 医療法人城東整形外科
都竹伸哉 新百合ヶ丘総合病院・整形外科
上腕骨小頭の離断性骨軟骨炎は、野球をする小学生の 2-3％に発生し、進行すれば後遺障害を
残す。学校保健安全法の一部改正に影響した疾患であり、早期発見すれば完治できることから”
野球肘のガン“とも呼ばれる。2001 年登場した携帯型超音波装置によって、現在整形外科医を中
心とした検診活動が全国各地で行われ始めた。2020 年の新型コロナウィルス感染拡大により、
多くの野球肘検診が中止となった。それを受け 2021 年春、秋田-横浜をつないだ遠隔野球肘検
診が行われた。この実証実験には、Reacts 搭載の Lumify（Philips）
、ZOOM 接続した Miruco
（日本シグマックス）と SONIMAGE HS1（コニカミノルタ）の 3 機種を使用した。インターネ
ット環境に注意すれば、画質を落とさない画像転送が十分可能だった。AI を用いた自動診断、
家電化したエコーによる自己診断など新時代の検診スタイルが幕を開けた。

運動器【ワークショップ】 7 月 11 日（日） 14:30-16:00

(90 分)

運動器【ワークショップ：エコーで見た三角筋筋肉注射の安全性と危険性】
司会進行：小淵岳恒 福井大学医学部附属病院 救急部・総合診療部
：皆川洋至 医療法人城東整形外科
実
演：宮武、笹原・岩倉
三角筋への注射手技に関連した有害事象が海外から報告されている。①ワクチン接種関連肩傷
害 SIRVA: Shoulder Injury related to vaccine administration、②腋窩神経傷害、そして③橈
骨神経傷害である。SIRVA は肩峰下滑液包（三角筋下滑液包）への薬液誤注入、腋窩神経と橈
骨神経の傷害は針による直接穿刺が原因と考えられている。ランドマーク法は、皮膚面の針刺入
部位を知る上で役立つが、薬液注入される針先に関してはブラインドである。肩峰外縁から下 3
横指は針刺入部として必ずしも安全とは言えないこと、3 横指より近位の注射では裁判で医療者
側が敗訴になった事例があることを踏まえ、このセッションでは肩峰下滑液包（三角筋下滑液
包）、腋窩神経、橈骨神経の超音波解剖をライブデモで解説する。

運動器【ワークショップ：エコーで見た三角筋筋肉注射の安全性と危険性】
ワクチン接種後の肩痛症候群：SIRVA
宮武和馬 横浜市立大学附属病院 整形外科
稲葉 裕 横浜市立大学附属病院 整形外科
ワクチン接種による副反応として、肩痛が挙げられる。エコーで観察すると、三角筋内に血流
が増加し、肩関節屈曲・外転制限が数日間続く。しかしながら、中には数日間経っても改善しな
い肩痛が存在する。いわゆる、S I R V A（Shoulder injury related to vaccine
administration）である。S I R V A は新型コロナウイルスワクチンのみならず、その他のワク
チンでも報告されている。2007 年に報告されて以来、世界中で認識が広がった。本邦ではあま
り認識されていないが、2012 年に産業医大で報告されている。この報告の印象が強く、滑液包
炎の印象があるが、腱板断裂、凍結肩なども含み、いわゆる五十肩と同様の病態である。皆川も
S I R V A のことを、「通常の経過をたどらないワクチン接種後の肩痛症候群」と述べており、
50 肩同様にエコーでの診断・治療が必須であると提唱している。予防の面でもエコー解剖を熟
知している必要があり、その一部を今回紹介する。
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運動器【ワークショップ：エコーで見た三角筋筋肉注射の安全性と危険性】
ワクチン接種による腋窩神経損傷の発生リスク
笹原 潤 帝京大学スポーツ医科学センター 整形外科
平畑佑輔 帝京大学スポーツ医科学センター 整形外科
本抄録を作成している 2021 年 6 月現在，本邦における COVID-19 ワクチン接種が急速に進
んでいる。ワクチン接種はコロナ禍を収束に導くための切り札であり，これを安全に実施するこ
とは医療者の使命である。安全に実施するためには，適切なリスクマネジメントを行った上でワ
クチン接種を実施することが必要である。本発表では，ワクチン接種による腋窩神経損傷の発生
リスクについて，その解剖学的見地から解説する。

運動器【ワークショップ：エコーで見た三角筋筋肉注射の安全性と危険性】
ワクチン接種は橈骨神経にとって危険な手技か？
岩倉菜穂子 東京女子医科大学 整形外科
2 月 17 日から始まったコロナウイルスのワクチン接種は６月の上旬の時点で累計 2000 万回
を超えた。各地での接種回数は毎日 60-70 万回以上である。副作用は接種部位の痛みを含める
と 90%近くに出るとされている。その中で神経損傷、とくに橈骨神経損傷は非常にまれではあ
ると考えられる。しかし、万が一不可逆的な損傷が生じた場合に起こる機能的な損失は大きく、
腱移行による機能再建術は可能ではあるが、非常に専門的な治療が必要となる。このため、エコ
ーを用いて橈骨神経の走行部位とワクチン接種に推奨されている接種方法を比較し、ワクチン接
種は橈骨神経にとって危険な手技かどうかを検討した。橈骨神経は三角筋の後方を走行するた
め、三角筋内に正しく注射がされていれば損傷されることはほぼないと言える。万が一を起こさ
ないために必要な接種方法のポイントは、腕をおろして接種をする、つまり腰に手を当てて接種
をしないことだと考える。

運動器【ワークショップ：エコーで見た三角筋筋肉注射の安全性と危険性】
迷走神経反射
小淵岳恒 福井大学医学部附属病院 救急部・総合診療部
ワクチン接種会場にて、「２０歳代男性の方が、ワクチン接種後、5 分ぐらいで気分が悪くな
ったんです。先生診察をお願いします！」という助けを求められたらどうしますか？
まずは会場内に設置された救護所に運ぶことになるかと思います。
救護所にてバイタルサインをチェックしたところ、意識は清明、血圧：75/42mmHg、脈拍：
52bpm、頻呼吸なし、発熱無し、SpO2：96％、皮膚の紅潮はなしでした。
まさか？アナフィラキシー？、血管迷走神経反射？、単なる脱水？、その他のショック？
アナフィラキシーや血管迷走神経反射の診断は基本的に臨床診断ですのでなかなかエコーの出番
は少ないかもしれません。しかし、ショックの状態が遷延した時には、アナフィラキシーや血管
迷走神経反射以外の鑑別を行う必要があります。もし救護所にエコーがあったりすると百人力で
すよね！
今回は血管迷走神経反射に関する対応と、ショックが遷延した時のエコー活用法に関して学びた
いと思います。
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運動器【ワークショップ：エコーで見た三角筋筋肉注射の安全性と危険性】
多様な症状
皆川洋至 医療法人城東整形外科
都竹伸哉 新百合ヶ丘総合病院・整形外科
ワクチン接種を契機に、一人の患者が頸・腰・関節などの痛みやしびれ、歩行困難や不随運動
といった運動器症状、倦怠感やめまい・嘔気・睡眠障害などの自律神経症状、さらに記憶力や集
中力の低下など『多様な症状』を呈することがある。症状を説明できる客観的な画像・血液検査
に異常所見がないことから、機能性身体症状と呼ばれる。診療医の専門性、病態解釈の違いによ
って、身体症状症・解離症・線維筋痛症・慢性疲労症候群・起立性調節障害・CRPS などが病名
に使われる。無効薬剤を大量投与されやすいため、副作用回避の意味でも超音波ガイド下ハイド
ロリリースが役に立つ。一般人対象の新型コロナワクチン接種が始まると、思春期や更年期の女
性中心に機能性身体症状を訴える患者が増え始める可能性がある。ドライに「うちじゃありませ
ん」と患者を切り捨ててはいけない。症状増悪につながるからである。

【パネルディスカッション】7 月 11 日（日）16:00-17:00（60 分）
【POCUS におけるオンライン教育の現在とこれから】
既存のビデオ会議システムを使った WEＢセミナー，エコーカンファレンスの運用
～ＰＯＣＵＳ（ポーカス）入門ＷＥＢセミナーを開催して～
山田博胤 徳島大学大学院医歯薬学研究部 地域循環器内科学
オンラインセミナーの急速な普及は，まさに「コロナ禍を転じて福となす」の好例であろう．
現在では，多くの学会や講習会，研究会がインターネットを通じて WEB 会議ツールを利用して
開催されている．これらのイベント開催者のメリットとしては，１）現地開催では来場できない
参加者を集められる；２）会場費などコストが抑えられる；３）簡単に録画ができ 2 次利用でき
る，などがある．一方，参加者のメリットとしては，１）会場までの移動が不要；２）気軽に参
加できる；３）ながら参加ができる，などがある．一方で，１）通信や機器のトラブル；２）同
じ空間を共有することができず，双方向のコミュニケーションが難しい，３）個人の機材やネッ
ト環境の格差などの問題もある．インフラやアプリケーションが整い，簡単に始めることができ
るようになった WEB セミナーの今とこれからについて，みなさんといっしょに考えたい．

【POCUS におけるオンライン教育の現在とこれから】
オンラインコミュニケーションシステムを用いた多施設協働教育システムの構想
山田 聡 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科
佐々木春光 ボーダレス・ビジョン株式会社
Point-of-care 超音波（POCUS）の有用性が広く認識されるに従い、POCUS の普及と教育が
今後の大きな課題であると考えられるようになってきた。そのためには、講義、ハンズオン・ト
レーニング、画像判定の経験の 3 つを中核要素とするトレーニング・プログラムを構築すること
が推奨されている。病院内では複数の診療科や部署からの多職種チームで協働し、また、地域に
おいては複数の病院間で協力して、オンラインツールを有効に活用することが望まれる。私たち
は、講義を提供し、典型的な症例を呈示し，動画を送付して双方向の質疑を行うことができるオ
ンライン教育システムを構想している。どこからでも端末上の OS フリーで共通の URL で接続
し、音声と画像をリアルタイムに共有できるコミュニケーションシステムをベースとして、会員
制のホームページを作成することで実現することのできる今後の展望について議論したい。
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【POCUS におけるオンライン教育の現在とこれから】
ＫｉｚｕｎａＷｅｂを用いたＰＯＣＵＳ教育法の提案
佐々木春光 ボーダレス・ビジョン株式会社
「KizunaWeb」とは、複数の高画質動画像（Full-HD 30fps）と音声を用いた双方向リアルタイ
ムカンファレンスを実行できるインターネット網活用のクラウドシステムであり、専用端末が不
要で汎用ノート PC などを使えることから、いつでも・どこでも・どこからでも双方向通信を行
えることが大きな特徴である。１秒間に 30 コマの映像伝送はテレビ放送と同等のなめらかな映
像品質であり、超音波動画の伝送もカクつきのない駒落ち無しの鮮明動画を遠隔地とライブ供覧
できる。また、現在の 4G 回線モバイルルーターなどを用いて手軽にリアルタイムカンファレン
スを実行でき、今後の 5G 通信網では更なる高品質カンファレンスが期待できる。本講演では、
2018 年 9 月 29 日「Focused Cardiac US 遠隔レクチャー with Tele-US ハンズオン」と題し
て【信州 Point-of-Care 超音波セミナー2018】（当時世話人： 安曇野赤十字病院 救急部長 亀
田徹氏）で行われた記録映像を供覧しながら、「Point-of-Care 超音波」分野における
KizunaWeb システムの有用性を共有します。

【POCUS におけるオンライン教育の現在とこれから】
e-casebook を用いたＰＯＣＵＳ教育法の提案
畑中 佑介 株式会社ハート・オーガナイゼーション営業部
弊社で運営している e-casebook は昨年から急速に会員数を伸ばしており、2021 年 6 月現在
でその数は 40,000 人を超え、アクティブユーザー（MAU）は 10,000 人を上回っている。その
大きな原動力となっているのが、学会や研究会などの web 配信であり、コロナ禍で多くの団体
や企業が情報発信の形を web に変えたことが示唆される。
e-casebook と POCUS は相性がいいと考えられるポイントが複数あり、社会的に制限が多いこ
の時代に継続的なスキルアップを実現するソリューションになりうると考える。
今回は他団体の活用事例を交えながら、e-casebook を用いた POCUS 教育法を提案させていた
だきたい。

【POCUS におけるオンライン教育の現在とこれから】
超音波検査の遠隔ハンズオン教育の試み
瀬良 誠 福井県立病院・救命救急センター
遠隔教育にはご存じのように同期型と非同期型がある。いずれにもメリット、デメリットがあ
るわけだがハンズオンではリアルタイムでの双方向のコミュニケーションが求められるため同期
型が好まれる。そのため新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行前にはハンズオン講習
会としてアクセスの良い都会で主に祝祭日に多くは 1 日コースとして缶詰状態で、さらに会場で
は数十人が寿司詰め状態で、まさに「３密」状態で行われていたわけである。言い換えれば「３
密」がハンズオン講習会開催の条件であったとも言えるわけだが、昨今の会議が Zoom や
Teams といったツールを利用することで遠隔での開催が可能となったようにハンズオンでもま
さに「３密」を回避すべく利用可能な新たなツールを用いることで遠隔ハンズオン教育が可能と
なった。そのツールとは…
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Point-of-Care 超音波研究会世話人名簿
役職

氏名

所

属

代表世話人 谷口信行 自治医科大学臨床検査医学
世話人 木村昭夫 国立国際医療研究センター救命救急センター
世話人 真弓俊彦 産業医科大学救急医学講座
世話人 野村岳志 東京女子医科大学集中治療科
世話人 鈴木昭広 自治医科大学附属病院麻酔科
世話人 山中克郎 福島県立医科大学会津医療センター総合内科
世話人 市橋

光 自治医科大学附属さいたま医療センター小児科

世話人 山田博胤 徳島大学大学院医歯薬学研究部地域循環器内科学
世話人 皆川洋至 医療法人城東整形外科
世話人 白石吉彦 隠岐広域連合隠岐島前病院内科外科
世話人 児玉貴光 多治見市民病院救急総合診療部
世話人 小淵岳恒 福井大学地域医療高度化教育研究センター
世話人 福原信一 兵庫県立淡路医療センター小児科
世話人 石井浩統 日本医科大学救急医学
世話人 森

崇晃 東京都立小児総合医療センター救命救急科

世話人 亀田

徹 自治医科大学臨床検査医学･救急部

世話人 紺野

啓 自治医科大学臨床検査医学

世話人 小林英夫 防衛医科大学校呼吸器内科
世話人 千葉

裕 敬仁会桔梗ヶ原病院在宅ケア科

世話人 桑田知之 自治医科大学さいたま医療センター産婦人科
世話人 古川まどか 神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター頭頸部外科
世話人 矢吹

拓 国立病院機構栃木医療センター

世話人 今村祐志 川崎医科大学検査診断学
世話人 小川眞広 日本大学医学部消化器内科
世話人 渡邊

至 横浜南共済病院麻酔科

世話人 山田

聡 東京医科大学八王子医療センター循環器内科

世話人 杉本博行 小牧市民病院外科
世話人 太田智行 国際医療福祉大学病院 放射線医学講座
世話人 中島祐子 広島大学運動器超音波医学
世話人 笹原

潤 帝京大学医学部附属病院整形外科

世話人 本多英喜 横須賀市立うわまち病院
会

計

亀田

徹 自治医科大学臨床検査医学･救急部

監

事

畠

監

事

石田秀明 秋田赤十字病院 消化器内科超音波センター

二郎 川崎医科大学検査診断学

オブザーバー 今西宣晶 慶応義塾大学医学部解剖学教室
オブザーバー 小笠原正文 株式会社ソシオネクスト
オブザーバー 松村

剛

メディカルソリューションチーム

富士フイルムヘルスケア株式会社

超音波診断事業部 製品開発本部
（2021 年 6 月現在）
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Point-of-Care 超音波研究会会則

平成 27 年 6 月 27 日制定
平成 28 年 4 月 9 日改訂
平成 28 年 10 月 29 日改訂
（名

称）

第１条
（目

本会は、Point-of-Care 超音波研究会と称する。
的）

第２条

Point of Care（POC）、急性期診療やプライマリケアでの超音波検査を主体とした、臨床応用および
研究を中心とした情報交換および、超音波検査における最新技術習得、技術レベル向上を図り、もっ
て国民の健康に寄与することを目的とする。

（事務局）
第３条

本会の事務局を自治医科大学
自治医科大学

臨床検査医学に置く。

臨床検査医学

栃木県下野市薬師寺 3311-1
（会

員）

第４条

１．本会の会員は、次のとおりとする。
一．正会員
本会の目的に賛同する個人
二．賛助会員
本会の目的に賛同する団体または個人
２．会員は、本会の目的達成に協力し、年会費を払わなければならない。

（役

員）

第５条

本会には下記の役員をおく。
１．代表世話人若干名、世話人若干名、会計 1 名、監事２名を置く。
２．世話人は、世話人会の推薦による。任期は２年とし再任は妨げない。
３．代表世話人は、世話人会において世話人の互選により選出する。
任期は２年とし、再任は妨げない。

（世話人会）
第６条

１．年１回以上開催することを原則とする。
２．本会の運営上必要と考えられる場合は、随時開催する。
３．世話人会の議決事項は、総会時に会員に報告する。

（研究発表会及び講習会）
第７条

年２回開催することを原則とする。年度の最初に開催する会は、総会を行う。

（会則の改訂）
第８条

この会則の改訂は、世話人会の承認を必要とする。

（会費、経費、会計）
第９条
1.

本会の正会員より、年会費として 3,000 円を徴収する。賛助会員より、
30,000 円を徴収する。非会員の企業が参加する場合の参加費は、別途定める。

２．本会の運営は、年会費およびその他の収入を以って行う。
３．本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
４. 会計は事務局が管理する。会計監査は世話人より選出された監事が行い総会に報告する。
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第 11 回ランチョンセミナー協賛企業
富士フイルムメディカル株式会社
ブリストル・マイヤーズ スクイブ 株式会社
（敬称略 順不同）

第 11 回研究会 WEB 展示出展企業
富士フイルムメディカル株式会社
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
（敬称略 順不同）

令和 3 年度 POCUS 研究会賛助会員
富士フイルムメディカル株式会社
フクダ電子株式会社
コニカミノルタジャパン株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社

（敬称略 順不同）

皆様のご協力に感謝申し上げます。

主催:Point-of-Care 超音波研究会
代表世話人:谷口信行 自治医科大学臨床検査医学
第 11 回当番世話人: 古川まどか 神奈川県立がんセンター頭頸部外科
事務局:自治医科大学臨床検査医学講座内
〒329-0498 栃木県下野市薬師寺 3311-1
E-mail:pocus2015@jichi.ac.jp
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