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第 12 回 Point-of-Care 超音波研究会
Theme
協働 -Collaborations with US and Advanced Technologies
会

期：2022 年 1 月 8 日（土）～ 9 日（日）

当番世話人：亀田 徹 自治医科大学臨床検査医学講座・救急部
会

場：WEB 開催 (ZOOM)

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：1 月 8 日(土） ＜非公開・無配信＞
救急超音波「遠隔」ハンズオンセミナー 8:30-11:50 (3:20)
テーマ：呼吸困難
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
第 1 日：1 月 8 日(土）
・ランチョンセミナー1 12:10-12:50 (40 分）
・展示 1

12:50-13:00 (10 分)

・領域合同企画 1 携帯型エコー活用術

13:00-15:00 (120 分)

・シンポジウム： POCUS の未来を語る 10 年後を見据えて 15:00-16:40 (100 分)
・（世話人会 16:50-17:40 予定）
第 2 日：1 月 9 日(日）
・教育講演：海外 8:20- 9:00 (40 分)
・セッション 1

9:00-10:00 (60 分)

・セッション 2

10:00-11:00 (60 分)

・展示 2

11:00-11:10 (10 分)

・一般演題

11:10-12:00 (50 分)

・ランチョンセミナー2 12:00-12:40 (40 分)
・展示 3

12:40-12:50 (10 分)

・特別講演 (1)：国内 12:50-13:30 (40 分)
・特別講演 (2)：海外 13:30-14:10 (40 分)
・特別講演 (3)：海外 14:20-15:00(40 分)
・領域合同企画 2 POCUS と advanced technologies
・総会

15:00-17:00 (120 分)

17:00～

＊多くの皆様のご参加をお待ちしています。
(2021 年 12 月)
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第 12 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 12 月 10 日(金)＞
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 12 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 12 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 12 回では ZOOM ウェビナーを使い開催いたします。
なお、当日の Zoom 環境ですが、できるだけ電波の安定した場所からお願いします。
当日の Zoom 招待アドレスをお送りいたします。
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
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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
研究会をスムーズに進行させるために、事前に講演資料の送付をお願いします。
当日はライブでご講演をお願いしますが、不測の事態に備えて講義で使用されるパワーポイント
をお送りください。作成いただくパワーポイントは 16:9 の比率でお願い致します。
作成いただいたパワーポイントは下記に 12 月 20 日までにアップロードしてください。
UP ロード先ファイル □
一度アップロードすると削除や修正はできませんので、データを修正する場合は、
使用するデータとわかる名前に変更して、アップロードし直してください。
なお、当日の Zoom 環境ですが、できるだけ電波の安定した場所からお願いします。
当日の Zoom 招待アドレスは 12 月下旬にお送りいたします。
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、事前にお知らせしております。
＊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。スムーズな進行にご協力お願いします。
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。

4

第 12 回 POCUS 研究会

第12回POCUS研究会日程表
第1日：1月8日 (土)

第2日：1月9日 (日)

8:00

8:00
20 8:20-9:00 (40分)教育講演

30 8:30-11:50 (3:20)

30 座長：木村昭夫（国立国際医療センター）

40

40 演者：Michael Blaivas, USA

50

50 Possibility of Artificial Intelligence in Point-of-Care Ultrasound.

救急超音波「遠隔」ハンズオンセミナー

9：00 ＜非公開・無配信＞

9：00 9:00-10:00 (60分)

セッション1 <血管領域でのPOCUS活用法>

10

10 座長：太田智行(国際医療福祉大学病院)

20 テーマ：呼吸困難

20

30

30

40 ディレクター：方波見謙一 （北海道大学病院先進急性期医療センター）

40

50

50 4、財川英紀(済生会宇都宮病院超音波検査課)

10:00

インストラクター：

20

谷口 隼人（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

30
40

30

3、山添真治 (国際医療福祉大学放射線医学)
セッション2 <いまを知りたい 訪問看護師エコー>

座長：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)
1，上野雄幸(日本シグマックス株式会社医療事業部)
2，神谷千珠代(のかみ訪問看護ステーション)

40 3，黒沢勝彦(LIC訪問看護ステーション)

参加施設：

50 施設1

2、寺澤由佳 (大田記念病院脳神経内科)

10 座長：多田明良(紀美野町立国吉・長谷毛原診療所)

亀田 徹 （自治医科大学 臨床検査医学）

20

1、入江 仁 (弘前大学高度救命救急センター)

10:00 10:00-11:00 (60分)

方波見謙一（北海道大学病院先進急性期医療センター）

10

座長：本多英喜(横須賀市立うわまち病院)

現地ﾌｧｶﾙﾃｨ

50 4，野島弘基(エマオ訪問看護ステーション)

山中 克郎(福島県立会津医療センター)

11:00 施設2

現地ﾌｧｶﾙﾃｨ

田口 大 (勤医協中央病院)

10 施設3

現地ﾌｧｶﾙﾃｨ

富田 明子(北海道大学病院)

11:00 11:00-11:10

展示

日本シグマックス株式会

10 11:10-12:00 (50分) 一般演題

20

20 座長:福原信一(兵庫県立淡路医療センター)

30 共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

30 座長:小淵岳恒(福井大学 地域医療高度化教育研究センター)

40

40

50

50

12:00 12:00-12:10(10分)

休憩/挨拶

12:00 12:00-12:40 (40分)【 ランチョンセミナー2 】

10 12:10-12:50 (40分)【ランチョンセミナー1】

10 演題：超音波装置基礎

20 座長：白石 吉彦(隠岐島前病院内科･外科、しまね総合診療ｾﾝﾀｰ）
演題：Pocket-sized Universe ~ポケットエコーが支える総合診療~
30

20

40

40 12:40-12:50

30

演者：多田明良(紀美野町立国吉･長谷毛原診療所)

共催： GEヘルスケア・ジャパン株式会社
50 12:50-13:00 展示
(10分) GEヘルスケア・ジャパン株式会社

13:00
10
20
30

～アーチファクトと感染対策～

演者：浜田 聡明(キヤノンメディカルシステムズ株 超音波営業部）
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

展示 レールダルメディカルジャパン株式会社

50 12:50-13:30 (40分) 特別講演１
13:00 座長:紺野

13:00~開会

啓(自治医科大学臨床検査医学)

10 演者:谷口 信行(自治医科大学臨床検査医学)

13:00-15:00 (120分)【領域合同企画1 】<携帯型エコー活用術>

20 タイトル:POCUSのこれまでとこれから

座長：市橋 光(自治医科大学附属さいたま医療センター )

30 13:30-14:10 (40分) 特別講演 ２

座長：谷口 信行(自治医科大学臨床検査医学)

40 1，都竹伸哉 (新百合ヶ丘総合病院整形外科)

40 座長：鈴木昭広（自治医科大学）演者：Daniel A. Lichtenstein, France
50 How lung ultrasound makes critical ultrasound a holistic discipline,

50 2，古川まどか (神奈川県立がんセンター)

14:00 impacting echocardiography. The example of the BLUE-protocol.

14:00 3，小川眞広 (日本大学医学部消化器内科)
10 4，池尻

薫 (三重大学救急科)

10 14:10-14:20

20 5，後藤

保 (鳥取県立中央病院)

20 14:20-15:00 (40分) 特別講演３

30 6，渡橋和政 (高知大学教育研究部医療学系臨床医学部門)
40
50
15:00
10
20

40 From FoCUS to Focused TEE: a necessary leap forward in point of care

(横浜南共済病院麻酔科)

50 ultrasound?
15:00 15:00-17:00 (120分)

15:00-16:40 (100分)

10 【領域合同企画2 】POCUSとadvanced technologies(通信・AI等)

シンポジウム： POCUS の未来を語る 1 0 年後を見据えて

20 座長：皆川洋至(医療法人城東整形外科)

座長：亀田徹(自治医大）、

30 座長：山田

30 座長：竹井寛和(兵庫県立こども病院救急科)

誠（福井県立病院救命救急センター）

50

16:00 3，野村岳志（東京女子医科大学集中治療科）
10 4，畠

16:00

二郎（川崎医科大学検査診断学）

10

20 5，太田智行（国際医療福祉大学放射線科）
30

20

6，小西竜太（労働者健康安全機構）

30

40 休憩
50 16:50-17:40

聡(東京医科大学八王子医療センター)

1，面谷 透 (Physical Medicine and Rehabilitation, University of
40
Pittsburgh)

40 1，山田博胤（徳島大学大学地域循環器内科学）
50 2，瀬良

座長：野村岳志（東京女子医大）

30 演者：Gabriele Via, Switzerland

7，山本令子 (自治医大麻酔科)
8，柳 大介

休憩

2，楠瀬賢也 (徳島大学病院 循環器内科)
3，北川 亘 (伊藤病院外科)
4，渡邊 至 (横浜南共済病院麻酔科)
5，今村 祐志(川崎医科大学検査診断学)
6，吉田拓生 (東京女子医科大学集中治療科)

40 7、竹井寛和 (兵庫県立こども病院)

世話人会 Z oom

50 8、方波見謙一(北海道大学病院先進急性期医療センター)
17:00 17:00-

総会

閉会挨拶

＊講演タイトル・演者等に変更のある場合がございます。

2021/12/20
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＜プログラム＞
2022 年 1 月 8 日（土）
＜非公開・配信無し＞
【題名】救急超音波「遠隔」ハンズオンセミナー
POCUS による呼吸困難の評価（心臓、肺、下肢エコー）
【開催日時】2022 年 1 月 8 日（土）午前 8 時 30 分～11 時 50 分（3:20）
テーマ：呼吸困難
ディレクター：方波見謙一 （北海道大学病院先進急性期医療センター）
インストラクター：
方波見謙一（北海道大学病院先進急性期医療センター）
亀田 徹 （自治医科大学 臨床検査医学）
谷口 隼人（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
参加施設：
施設 1 現地ﾌｧｶﾙﾃｨ
施設 2 現地ﾌｧｶﾙﾃｨ
施設 3 現地ﾌｧｶﾙﾃｨ

山中 克郎(福島県立会津医療センター)
田口 大 (勤医協中央病院)
富田 明子(北海道大学病院)

共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
ランチョンセミナー 1 月 8 日(土） 12:10-12:50 (40 分)
座長：白石 吉彦(隠岐島前病院内科･外科、しまね総合診療センター）
「Pocket-sized Universe ~ポケットエコーが支える総合診療~」
演者：多田 明良 (紀美野町立国吉･長谷毛原診療所)
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
Web 器機展示

1 月 8 日(土） 12:50-13:00

(10 分)

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
2022 年 1 月 8 日（土） 13:00～
【開会の辞】代表世話人 谷口 信行 自治医科大学臨床検査医学
領域合同企画 1
1 月 8 日(土）13:00-15:00 (120 分)
【領域合同企画 1
携帯型エコー活用術】
座長：市橋 光
(自治医科大学附属さいたま医療センター )
座長：谷口 信行 (自治医科大学臨床検査医学講座）
演者 1：
「整形外科医による携帯型エコー無限の可能性」
都竹 伸哉(1) 齋藤 泉(1) 稲葉 裕(2)
(1)
新百合ヶ丘総合病院整形外科 (2)横浜市立大学整形外科
演者 2：
「携帯型エコーによる頸部 POCUS」
古川まどか (神奈川県立がんセンター頭頸部外科)
演者 3：
「携帯型エコー活用術 ~消化器編~」
小川 眞広 金子真大 渡邊幸信 平山みどり 田村 祐
須田清一郎 山本敏樹 森山光彦 (日本大学病院消化器内科)
演者 4：
「ドクターヘリにおける携帯型エコーの活用」
池尻 薫 川本英嗣 今井 寛
(三重大学医学部附属病院救命救急・総合集中治療センター)
演者 5：
「小児領域の携帯型エコー活用術～プレホスピタル FAST を中心に～」
後藤 保 (鳥取県立中央病院 小児救急集中治療科)
小林誠人 (鳥取県立中央病院 救急集中治療科)
演者 6：
「acute aortic syndrome への POCUS 活用の期待」
渡橋和政 (高知大学医学部連繋医工学分野)
演者 7：
「手術室で携帯型エコーを使う」
山本令子 鈴木昭広 (自治医科大学付属病院 麻酔科)
演者 8：
「携帯型エコー+スマートグラス®はイケているのか？」
柳 大介 (横浜南共済病院麻酔科)
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【シンポジウム】 1 月 8 日(土）15:00-16:40 (100 分)
【シンポジウム
POCUS の未来を語る 1 0 年後を見据えて】
座長：亀田 徹 （自治医科大学臨床検査医学）
座長：竹井 寛和（兵庫県立こども病院救急科）
演者 1：
「POCUS は身体所見に取って代わるものではない」
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）
伊藤浩敬，藤原美佳（高松市立みんなの病院 循環器内科）
演者 2：
「もし明日から救急外来で「POCUS」が使えなかったら」
瀬良 誠 （福井県立病院救命救急センター）
演者 3：
「卒後 POCUS 教育はどうあるべきか?」
野村 岳志（東京女子医科大学集中治療科）
演者 4：
「医学部教育へ POCUS 導入は必要か？」
畠 二郎 （川崎医科大学検査診断学）
演者 5：
「10 年後に POCUS はあるのか？」
太田 智行（国際医療福祉大学放射線科）
演者 6：
「POCUS の医療経営的価値」
小西 竜太（労働者健康安全機構）

2022 年 1 月 9 日（日） 8:20 開始
教育講演：海外
1 月 9 日（日）8:20-9:00 (40 分)
【教育講演】
座長：木村昭夫（国立国際医療センター）
Possibility of Artificial Intelligence in Point-of-Care Ultrasound.
演者：Michael Blaivas, MD, MBA, FACEP, FAIUM、USA
セッション 1
1 月 9 日（日）9:00-10:00 (60 分)
【セッション 1
血管領域での POCUS 活用法】
座長：太田 智行 (国際医療福祉大学病院)
座長：本多 英喜 (横須賀市立うわまち病院)
演者 1：
「エコーガイド下中心静脈穿刺：基本操作と個人的に気を付けていること」
入江 仁
(弘前大学高度救命救急センター)
演者 2：
「急性期脳梗塞の診療に役立つ超音波検査―何をみて、何に役立てるのかー」
寺澤 由佳 (大田記念病院脳神経内科)
演者 3：
「放射線科医が行う超音波ガイド下インターベンション」
山添 真治 (国際医療福祉大学放射線医学)
演者 4：
「深部下肢静脈血栓症における POCUS」
財川 英紀 (済生会宇都宮病院医療技術部 臨床検査科)
セッション 2
1 月 9 日（日）10:00-11:00 (60 分)
【セッション 2 いまを知りたい 訪問看護師エコー】
座長：多田 明良 (紀美野町立国吉・長谷毛原診療所)
座長：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)
演者 1：
「セミナー主催者の立場から」
上野 雄幸 (日本シグマックス株式会社医療事業部

西日本営業部)

演者 2：
「エコー導入直後の立場から ～訪問看護にエコーを導入して 3 ヶ月でみえてきたもの～」
神谷千珠代 (のかみ訪問看護ステーション)
多田明良 （紀美野町立国保国吉・長谷毛原診療所）
演者 3：
「いまを知りたい 訪問看護師エコー」
黒沢 勝彦 (株式会社シンクハピネス LIC 訪問看護リハビリステーション)
演者 4：
「訪問看護チーム内でのエコー活用推進とその課題について」
野島 弘基 (医療法人社団同行会 エマオ訪問看護ステーション)

Web 器機展示

1 月 9 日(日）

11:00-11:10

日本シグマックス株式会社
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一般演題 1 月 9 日（日）11:10-12:00 (50 分)
座長：福原 信一（兵庫県立淡路医療センター）
座長：小淵 岳恒（福井大学 地域医療高度化教育研究センター）
演題 1：POCUS にて劇的な予後改善が得られた急性肺動脈血栓塞栓症の症例
田中 孝和 長崎県五島市国民健康保険三井楽診療所
（発表症例担当時：宇都宮市 医療法人 穏田会 田中医院 院長・理事長）
演題 2：小児膣異物の一例
小野 友輔

～POCUS、救急医、小児科医、産婦人科医の協働～
北九州市立八幡病院

演題 3：急性腹症で受診した遺伝性血管性浮腫に POCUS が有用であった一例
階戸 尊
福井県立病院
演題 4：顔面外傷による眼球破裂の診断に POCUS が有用であった一例
階戸 尊
福井県立病院
ランチョンセミナー

1 月 9 日(日）

12:00-12:40 (40 分)

「超音波装置基礎 ～アーチファクトと感染対策～」
演者：浜田 聡明（キヤノンメディカルシステムズ株式会社
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社
Web 器機展示

1 月 9 日(日）

超音波営業部

営業技術担当）

12:40-12:50(10 分）

レールダルメディカルジャパン株式会社
特別講演 (1)
座長：紺野

1 月 9 日（日） 12:50-13:30 (40 分)
啓 （自治医科大学臨床検査医学）

「Point of Care 超音波のこれまで と これから」
演者：谷口 信行: 自治医科大学臨床検査医学（代表世話人）
特別講演 (2)

1 月 9 日（日） 13:30-14:10 (40 分)

座長：鈴木昭広（自治医科大学）
「How lung ultrasound makes critical ultrasound a holistic discipline, impacting
echocardiography. The example of the BLUE-protocol.」
演者：Daniel A. Lichtenstein, France
＜休憩＞
特別講演 (3)

1 月 9 日（日）14:20-15:00(40 分)

座長：野村岳志（東京女子医大）
「From FoCUS to Focused TEE: a necessary leap forward in point of care ultrasound?」
演者：Gabriele Via, Switzerland
領域合同企画 2
1 月 9 日（日）15:00-17:00 (120 分)
【領域合同企画 2
POCUS と advanced technologies（通信・AI など）
】
座長：皆川洋至(医療法人城東整形外科)
座長：山田 聡(東京医科大学八王子医療センター)
演者 1：
「人工知能（AI）が超音波診療において秘める可能性」
面谷 透
(Physical Medicine and Rehabilitation, University of Pittsburgh)
新田 哲也 （三菱 UFJ インフォメーションテクノロジー株式会社 IT アカデミー
Master of Information Systems Management, Carnegie Mellon University）
演者 2：
「ポータブル心エコー機器の AI による進化」
楠瀬 賢也 (徳島大学病院 循環器内科)
山田博胤・佐田政隆 (徳島大学病院 循環器内科)
演者 3：
「甲状腺超音波検査における AI 活用の現状と未来」
北川 亘
(伊藤病院外科)
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演者 4：
「エコーガイド下神経ブロックは Advanced Technologies の恩恵を受けているのか？」
渡邊 至 (国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院麻酔科)
演者 5：
「携帯エコーにおける音声認識機能の使用経験」
今村 祐志 (川崎医科大学検査診断学 内視鏡・超音波）
畠 二郎
(川崎医科大学検査診断学 内視鏡・超音波）
演者 6：
「コロナ、技術革新、POCUS 教育、どう考えていくべきか」
吉田 拓生 (東京女子医科大学集中治療科)
演者 7：
「モンゴル国における POCUS を用いた救急診療能力強化事業」
竹井 寛和 (兵庫県立こども病院)
廣瀬 恵佳 (国立国際医療研究センター病院救急科)
井上 信明 (国立国際医療研究センター国際医療協力局)
多田 明良 (紀美野町立国保国吉・長谷毛原診療所)
演者 8：
「ZOOM を使用した POCUS 遠隔ハンズオン」
方波見謙一 (北海道大学病院救急科)
谷口 隼人 (横浜市立大学付属市民総合医療センター高度救命救急センター)
亀田 徹
(自治医科大学臨床検査医学)
【総 会】
【閉会の辞】当番世話人

亀田

徹

自治医科大学臨床検査医学・救急部
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抄

録
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2022 年 1 月 8 日（土）
領域合同企画 1
1 月 8 日(土）13:00-15:00 (120 分)
【携帯型エコー活用術】
座長：市橋 光 （自治医科大学附属さいたま医療センター)
座長：谷口 信行（自治医科大学臨床検査医学講座）
【趣旨】
手のひらサイズの携帯型超音波装置の普及が急速に進んでいます。各領域から携帯型装置の具体
的な活用法や事例をお示しいただき、携帯型装置をどのように利用すれば医療の質、患者ケアの
向上につながるのか、エビデンス等を含めながらご提案頂く企画です。

演者 1：「整形外科医による携帯型エコー無限の可能性」
都竹 伸哉(1) 齋藤 泉(1) 稲葉 裕(2)
(1)
新百合ヶ丘総合病院整形外科 (2)横浜市立大学整形外科
超音波装置といえば、病院内の暗い部屋の奥に置かれているような装置だった。外へ持ち運ぶこ
となど想定さていなかっただろう。近年は技術の進化とともに、高画質かつ持ち運びできるサイ
ズの超音波装置が登場し、院内だけでなく院外でも活用できるようになった。たとえば整形外科
領域では野球肘検診が広く行われている。近年は通信環境の向上と共に、遠隔での検診も可能と
なっている。コロナ窩であるからこそ、院外で簡便に行える超音波検査が果たす役割はとても大
きい。今後は院外や遠隔での超音波診療がより普及した時代が来るだろう。本講演では、携帯型
だからこそできる従来では想像もされなかっただろう超音波検査の活用法を紹介していく。

演者 2：
「携帯型エコーによる頸部 POCUS」
古川まどか (神奈川県立がんセンター頭頸部外科)
頸部領域は病変が体表近くに存在するため、触診が診察の主体であった。触診の延長線上に超音
波診断を位置づけるためには、場所を選ばず手軽に検査ができる体表用携帯型エコーの開発が待
たれていた。今回、体表用ワイヤレス超音波画像診断装置「iViz air リニア」を頸部 POCUS の
様々な場面で使用しその活用法や有用性について検討を行った。頸部腫瘤性病変や炎症性病変の
局在診断、手術直前の病変確認、治療中や治療後の効果判定などで携帯型エコーが活用された。
B モード画像においては据え置き型の診断装置と比較しても遜色のない画像が得られたが、カラ
ードプラに関しては流速レンジの設定に自由度があるとよいと思われた。穿刺を施行する際には、
安定したディスプレイ固定が必要であり、ディスプレイ固定と探触子収納ができ、そのまま充電
も可能な移動用専用カセットがあるとよいと思われた。携帯型エコーによって頸部 POCUS の新
たな世界が広がるものと期待される。

演者 3：「携帯型エコー活用術 ~消化器編~」
小川 眞広 金子真大 渡邊幸信 平山みどり 田村 祐
須田清一郎 山本敏樹 森山光彦 (日本大学病院消化器内科)
携帯型エコーの活用術は消化器領域ではかなり広いと考えている。その理由は“触診補助 machine”
となるからである。つまり初診時に触診と同時に胸腹水などの体腹液の有無にはじまり各臓器の
形態診断などが可能になり触診の感覚が視覚化できるからである。さらに PC 周辺機器の進歩に
より小型化・軽量化も進み今やポケットに入る超音波診断装置や探触子がワイヤレスになった装
置も出現し超音波検査を施行する煩わしさが減少している時代となっている。現時点の問題点と
しては的確な医療資源としてこれらの装置で取得した超音波画像の保存方法や二次読影のための
再生が適正に可能であるが問題であると考えている。今回自施設で経験した消化器領域での携帯
型エコーの適応疾患や活用術について具体的な症例を呈示しお話をさせて頂きます。
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演者 4：
「ドクターヘリにおける携帯型エコーの活用」
池尻 薫 川本英嗣 今井 寛
(三重大学医学部附属病院救命救急・総合集中治療センター)
ドクターヘリは、2001 年に運航が開始されて以来出動数が年々増加している。ドクターヘリは救
命効果と予後の改善に有効とされ、その要因は「収容先医療機関での根本的治療までの時間の短
縮」及び「現場での早期の医療介入」である。現場で得た所見を収容先医療機関に伝達すること
で迅速な根本的治療が可能であり、超音波検査もその一助となるため、フライトドクターにとっ
て超音波検査は習得すべき必須手技の 1 つといえる。一方、迅速な搬送の為に現場滞在時間を最
小限に抑える必要があり、超音波検査は他の診療と並行しつつ短時間で施行する必要性に迫られ
る。そのため、POCUS として評価可能な項目は多いが、現場では RUSH のうち心臓・血管内容
量(pump, tank)の評価（外傷の場合、FAST が tank の評価に相当する）に限られる、というのが
私見である。本発表では、現場活動の事例を通して、超音波検査の実際について紹介したい。

演者 5：
「小児領域の携帯型エコー活用術～プレホスピタル FAST を中心に～」
後藤 保 (鳥取県立中央病院 小児救急集中治療科)
小林誠人 (鳥取県立中央病院 救急集中治療科)
【背景】FAST(Focused Assessment with Sonography for Trauma)は成人に対して高い感度
と特異度を示す一方で、小児に対しては特異度は高いものの感度は十分ではないとされている（感
度 30-82%、特異度 79-100%）
。
【目的】病院前診療における小児患者に対する FAST の有用性
を明示する。
【方法】2017 年 11 月から 2021 年 11 月の間に病院前診療で FAST を施行された
患者を電子診療録を元に後方視的に検討した【結果】対象症例 3319 例のうち小児患者は 53 例
で、感度 40%、特異度 97.9%であった。FAST 陰性で来院後に緊急手術・血管内治療となったア
ンダートリアージ症例は 0 例であった。
【結論】本検討の結果は既存の報告と同程度の感度・特異
度を示し、アンダートリアージを生じていないことから、携帯型エコーは小児の病院前診療の場
面でも十分に活用できるといえる。

演者 6：「acute aortic syndrome への POCUS 活用の期待」
渡橋和政 (高知大学医学部連繋医工学分野)
予告なく突然発症する大動脈解離は、一刻も早く診断し治療可能な施設に搬送することが救命の
ために不可欠だが、発症まで病態が存在しないため時間の余裕を持って診断することは不可能で
ある上、症状は全身に及び急性心筋梗塞や脳卒中の症状が前面に出ることもある。一方、無症状
で拡大する大動脈瘤はいわゆる「未病」の一つだが、破裂すると急な転帰をとるため破裂前に発
見したい。無症状の期間が存在するため、どうやってそれを見抜くかが問題となる。これら acute
aortic syndrome をきたす疾患は、いずれも診断のスタンダードは CT とされているが、これに
エコーを組み合わせることにより、早期診断、早期発見が可能となると期待される。大動脈は、
体表から深くエコーでの評価は容易ではないと受け止められがちだが、いくつかの窓がありポケ
ットサイズの携帯エコーでもほぼ全体が描出できる。その実例やコツなどについてお伝えしたい。
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演者 7：「手術室で携帯型エコーを使う」
山本令子 鈴木昭広 (自治医科大学付属病院 麻酔科)
POCUS の発展により、エコー装置の小型化が進み、携帯型エコーを用いれば、いつでも、どこ
でも、リアルタイムで、低侵襲に患者の全身評価が可能となりつつある。一方で、エコーを用い
るうえで、①画像の描出、②その評価という 2 つの越えるべき壁があるという。座学やシミュレ
ーションで学ぶことも可能だが、それだけで、今日からの臨床でエコーを使えるようになるとは
限らない。手術室患者はすでに診断がついていることが多い。手術中、患者はモニター下で管理
され、状況はダイナミックに変化する。そのなかで、例えば、すでに診断された病変を、エコー
で描出し、所見を追随することが可能であろう。肺の手術後には人工的な気胸が出来ることがあ
り、肺エコーのトレーニングも可能である。エコーガイド下血管穿刺・神経ブロックなど、エコ
ーを用いた手技もある。今回は、演者らが手術室環境においてどのようにエコーを用いた教育や
評価を行っているか紹介する。

演者 8：「携帯型エコー+スマートグラス®はイケているのか？」
柳 大介 (横浜南共済病院麻酔科)
エコーでは有線無線に関わらず、画像を表示するためにはディスプレイが不可欠である。エコー
ガイド下血管穿刺は非常に繊細な手技であり、臨床上の有用性は示されてはいるが、その難易度
は高い。確実に施行するためには、hand-eye coordination や ergonomics の点から、ディスプ
レイの設置位置は非常に重要な要素である。しかし、手術室では多くの医療機器が設置され、常
に“ベスポジ”は困難である。スマートグラス®はメガネ型デバイスで、メガネレンズがディスプ
レイを兼ねており、超音波画像を投影すれば、視線を動かす必要がなくなる。POCUS 領域では、
血管穿刺や神経ブロックでの報告がある。プローブ本体がワイヤレスである携帯型エコーは、取
り回しの自由度が高いという特長がある。この機動性にスマートグラス®を組み合わせることで、
果たしてどの程度パフォーマンスが上がるのか、その可能性について検証する。

13

第 12 回 POCUS 研究会
【シンポジウム】 1 月 8 日(土）15:00-16:40 (100 分)
【シンポジウム POCUS の未来を語る 1 0 年後を見据えて】
座長：亀田 徹 （自治医科大学臨床検査医学）
座長：竹井 寛和（兵庫県立こども病院救急科）
【趣旨】
POCUS のコンセプトは日本全体で共有されるようになり、携帯型装置の普及もさらに進み、ベ
ッドサイドでの活用に一段と拍車がかかると考えらえます。一方、解決すべき課題は多く、急速
な医療技術の発展や医療経済的な観点から POCUS の将来性については不透明な部分もございま
す。このセッションでは、POCUS 領域でもご活躍されている先生方から各課題に関してお考え
をお示しいただき、今後の POCUS の在り方についてご一緒に検討してゆければと考えます。

演者 1：「POCUS は身体所見に取って代わるものではない」
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）
伊藤 浩敬，藤原 美佳（高松市立みんなの病院 循環器内科）
2014 年の New England Journal of Medicine に Solomon 先生は，
「Point-of-Care
Ultrasound （POCUS）in Medical Education — Stop Listening and Look」と題した
Perspective を投稿している．曖昧な結果しか得られない聴診のトレーニングに時間をかけるよ
りも，近代的な画像診断ツールである超音波検査のトレーニングをするほうがよい，という内容
であった．しかし，超音波検査ができるとしても，聴診が不要ということにはならないだろう．
患者の病態を把握するには，聴診を含めた診察で得られる身体所見が最も重要であることは，超
音波検査ができようとできまいと不変である．むしろ，異常な身体所見の存在を明示し，その原
因を究明するというところに POCUS が有用性を見出すべきである．また，POCUS は，“身体診
察の一環“として捉えてもよい．決して，POCUS は身体所見にとってかわるものではなく，
POCUS の普及が身体診察を疎かにさせるようなことがあってはいけない。

演者 2：「もし明日から救急外来で「POCUS」が使えなかったら」
瀬良 誠 （福井県立病院 救命救急センター）
頂いたお題は「POCUS 導入で患者ケアは改善するのか？」である。一方で POCUS はもはや救急
診療における new normal である。救急医にとって聴診器を使わない日はあってもプローブを握
らない日はない。もはや POCUS がない救急は考えられないわけである。皆さんの中にも明日か
ら携帯電話とパソコンが使えないと言われたら生活できないと言う人も多いのではないだろう
か？つまりそれ以前（POCUS 導入前）には戻れないのである。本項では POCUS による診断、治
療におけるエビデンスを示しつつ、逆説的に患者ケアへの有用性について説明し、皆さんととも
に POCUS の未来について語りたい。

演者 3：「卒後 POCUS 教育はどうあるべきか?」
野村 岳志（東京女子医科大学集中治療科）
2004 年に始まった臨床研修制度により 2 年間は診療科ローテーションを行うように定められた。
しかし、卒後臨床研修（いわゆる初期研修）にはすべての診療科を横断する医療教育（知識と技
能）はほとんど含まれておらず、各専門領域を広く浅く学ぶということになる。超音波診断にお
いても、その基礎を学ぶ機会はなくローテーションを行う各診療領域においてその専門分野にフ
ォーカスした超音波診断を学ぶことになる。超音波原理を知らないまま、超音波機器を使用する
ことになる。院内で POCUS として学ぶ機会はなく、POCUS 教育は施設外で Off-the-Job で学習
することになる。個人の休暇時間を費やすことになり意識の高い医師のみトレーニングを行って
いる。トレーニングを受けた医師と受けない医師の知識技術の差が生じ、安全な患者管理に影響
を与えていると想定する。
現在の POCUS 教育の状況と将来性について私見を含めて発表したい。
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演者 4：「医学部教育へ POCUS 導入は必要か？」
畠 二郎 今村 祐志（川崎医科大学検査診断学）
海外ではすでに POCUS の卒前教育は広く行われており、その有用性が確認されている。本邦の
医学部においても超音波の講義・実習がカリキュラムに組み込まれていると思われる。我々も同
様であるが、POCUS に特化した講義・実習は行っていない。昨今の医学部カリキュラムには余裕
はないため、導入の可否は POCUS が打聴診や血圧測定などと同様に必須の診察技法と位置付け
られるか否かによる。導入されれば打聴診と異なりより視覚的・客観的で分かりやすいため、学
生のモチベーションや理解の向上に役立つと期待される（そうでもないという論文もある）。個人
的見解としては、例えば RUSH プロトコールを実際にやってみることで、技術的な面だけでなく
ショックの病態をより楽しく（というより飽きずに）、かつ深く理解できるのではないかと期待し
ている。OSCE があるように POCUS の技量検定が行われるようになれば本邦の医療も少しはス
マートになるであろう。結論：導入は必要！

演者 5：「10 年後に POCUS はあるのか？」
太田 智行（国際医療福祉大学放射線科）
救急や麻酔科、整形外科の医師達が POCUS を学び、現在、実臨床で利用していることを歓迎し
たい。特に末梢神経への介入、気道管理におけるエコーは新しい分野であり、これらは CT や MRI
に置き換えられず、今後も実施され発展する可能性がある。但し、日本の医療は全般的に CT と
MRI 検査に依存しており、臨床医が問診や診察を行わず、患者を主訴だけで振り分け画像診断科
に投げてくる場合も多い。そんな状況で POCUS が生き残るかどうか？否、定着さえしていない
のが現実である。頸部、腹部、胸部、四肢の診療でエコーが以前から引き続き実施されているの
は、心臓と乳腺・甲状腺くらいで、呼吸器や腹部、四肢などを臨床医が介入以外の目的でエコー
を実施する施設はかなり少ないとみている。

演者 6：「POCUS の医療経営的価値」
小西 竜太（労働者健康安全機構）
POCUS が医療機関にもたらす影響として、より多くの医師・医療職が超音波検査機器を利活用す
ることで機器稼働率を上げ、医業収入をもたらす。さらに迅速な診断と治療の意思決定、安全な
侵襲的手技の実施は、診断の遅れによる重篤化や手技に伴う合併症の回避に繋がり、特に DPC 病
院での安定的な病院経営に寄与している。マクロでみると欧米では高額な CT・MRI や超音波検
査よりも医療コスト削減の点で POCUS の有用性が着目されている。しかし日本においては
POCUS による検査は、一般超音波検査と同じ診療報酬での請求（訪問診療は低い点数）となり、
一部で過剰請求も示唆されている。診断と治療に用いられる POCUS の部分的動的診療要素を、
従来型の網羅的静的画像診断と経済的に同列に語ると、真の価値の評価を見誤ってしまうリスク
もある。これまで診療現場で創造してきた POCUS の価値を、どのような医療経済的評価を受け
て普及していくかが、今後 10 年間の課題かもしれない。
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2022 年 1 月 9 日（日） 8:20 開始

教育講演：海外

1 月 9 日（日）8:20-9:00 (40 分)

Possibility of Artificial Intelligence in Point-of-Care Ultrasound
Michael Blaivas, MD, MBA, FACEP, FAIUM

Abstract
Artificial Intelligence (AI) is infiltrating everyday life as well as various aspects of medicine.
Medical imaging is perhaps most prepared for AI application due to its large volume of
stored digital images ready for analysis. Initially attracted by the business case of creating
machine learning (ML) applications for traditional imaging specialties such as MRI, CT and
Echocardiography uses, both commercial vendors and academic researchers are now
focusing on POCUS ML applications. The impact of AI is greater in POCUS than other
imaging due to its wider potential use at the patient bedside, worldwide availability and
greater potential impact due to skill deficits on the part of potential users. With multiple
companies already releasing POCUS AI applications it is clear there will be many more to
come in the future. The possibilities of POCUS AI are exciting, but have to be tempered
by ML development realities. POCUS users will need to understand the basics of AI
application to POCUS image analysis and what its current capabilities are in order to
decide what applications may be of use in their setting, how to best apply them and also
how to confirm their reliability and utility. This lecture will introduce attendees to the
basics of ML algorithm design and its application to POCUS. It will also discuss some
current POCUS AI applications available and what is being explored in research programs.
Future developments will be discussed as well as cautionary tales about the pitfalls we
may encounter when using POCOS ML algorithms in our settings.
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セッション 1
1 月 9 日（日）9:00-10:00 (60 分)
【血管領域での POCUS 活用法】
座長：太田 智行 (国際医療福祉大学病院)
座長：本多 英喜 (横須賀市立うわまち病院)
【座長の言葉】
血管領域の POCUS では、これまで腹部大動脈及び SMA などの腹部主要血管や下肢静脈疾患を
中心に、ハンズオンでの実習を含め、その有用性を広く普及させることを目標としてきました
が、本研究会から急性期脳梗塞診療と放射線科のインターベンションの領域におけるエキスパー
トに、新しい血管系 POCUS の有用性に関する講演を拝聴できる機会を得ました。また、救急医
療における中心静脈カテーテルの話題、ポータブル超音波装置による深部静脈血栓症の検出能に
関する研究の中間発表など、短時間で血管系 POCUS を学ぶことのできる絶好の機会となると考
えています。

演者 1：「エコーガイド下中心静脈穿刺：基本操作と個人的に気を付けていること」
入江 仁
(弘前大学医学部附属病院・高度救命救急センター)
エコーガイド下中心静脈穿刺の安全性を支持するエビデンスは多数あり、今日、中心静脈カテー
テル留置はリアルタイムエコーガイド下に行うことが一般的となっている。ここでは特に内頚静
脈穿刺の際の基本的なエコーの使い方をおさらいし、演者が個人的に気を付けていることと、最
近経験してしまった失敗を 1 例供覧する。明日 CV を入れる時に他山の石としていただければ幸
いである。

演者 2：「急性期脳梗塞の診療に役立つ超音波検査―何をみて、何に役立てるのかー」
寺澤 由佳 (脳神経センター大田記念病院 脳神経内科)
急性期脳梗塞の診療において超音波検査は不可欠な検査である。他科の先生方からすると頭部
MRI や CT でのみ診断や治療が行われていると思われがちな領域であるが、超音波検査が超急性
期の治療方針決定に関して有用である場合も多く、また病型診断においては必須検査である。特
に脳卒中診療を行う脳神経内科医は頸動脈超音波検査、経頭蓋超音波検査、経胸壁および経食道
超音波検査、下肢静脈超音波を駆使して急性期脳梗塞の診療にあたっている。経静脈的血栓溶解
療法や経皮的血管形成術の前に簡単に頸動脈を観察するだけで治療方針が変わる場合もあるため
医師自らが実施する場合が多い。今回は超急性期から急性期脳梗塞患者に対し実際の現場でどの
ように超音波を活用し診療にあたっているのかを、実際の症例を中心に概説する。

演者 3：「放射線科医が行う超音波ガイド下インターベンション」
山添 真治 (国際医療福祉大学成田病院放射線科)
我々IVR 医は画像を診ながら検査や治療を日々行っている。目的に合わせて適切なモダリティを
選択するのだが、特に超音波装置は簡便かつリアルタイムに画像が描出されるため、実際の現場
では欠かせない装置となっている。特に超音波装置が診断および治療に必須である下肢静脈瘤で
の使用方法、類骨骨腫のアブレーション治療に対する応用方法、仮性動脈瘤に対する治療での活
用方法を示す。下肢静脈瘤の診療では欠かせないモダリティで、静脈の逆流をリアルタイムに描
出できる。治療においても焼灼範囲、麻酔薬注入に必要な装置である。類骨骨腫は骨内の腫瘍で
本来超音波装置では局在の確認は困難であるが、CT 画像を fusion させることで、CT ガイド下穿
刺よりも簡便に経皮的穿刺ができると考えている。カテーテル治療後の穿刺部仮性動脈瘤やその
他表在に近い仮性動脈瘤の治療の場合、超音波装置を用いた治療が有効な場合があり、その実例
を示す。
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演者 4：「深部下肢静脈血栓症における POCUS」
財川 英紀 (済生会宇都宮病院医療技術部 臨床検査科)
下肢静脈超音波検査の目的は主に深部静脈血栓症の発見であり, 検査室では総大腿静脈から下腿
静脈までの下肢全体を観察する whole leg 法が主流である．一方 POCUS においては,総大腿静脈
と膝窩静脈を圧迫して血栓の有無を評価する 2 point 圧迫法が知られている. 下肢深部静脈血栓
は,ひらめ静脈などの下腿深部静脈で発生し,中枢側に進展すると考えられ,肺血栓塞栓症の起因と
して危険視されてきた.しかしながら近年,総大腿静脈と膝窩静脈には血栓が存在せず, 2 point 圧
迫法では認識できないと推測される大腿静脈にのみに限局する血栓の存在が知られるようになっ
た.大腿静脈に血栓が限局する例は少数であるが,2 point 圧迫法で陰性でも深部静脈血栓症の可
能性が残れば,できる限り早急に whole leg 法での再検査が必要と考える.

セッション 2
1 月 9 日（日）10:00-11:00 (60 分)
【いまを知りたい 訪問看護師エコー】
座長：多田 明良（紀美野町立国吉・長谷毛原診療所 所長）
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 看護師）
近年のエコーの小型化，低価格化により在宅領域でのエコー利用は年々増加している．
中でも訪問看護師へのエコーの普及はこの数年で一気に進み，様々なテキストの発行やセミナー
も実施されるようになった．では，実際どのように訪問看護師はエコーを利用しているのだろ
う．初期導入時の苦労や工夫，医師との協働についてはどのように行っているのだろう．さらに
セミナー実施者は現在の流れをどのように捉えているのだろう．本研究会に参加される医師の中
には現場で自らエコーを利用するだけでなく，訪問看護師への普及を検討している方も少なくな
いだろう．是非本企画で訪問看護師の生の声を聞き，訪問看護師とのエコー協働へ活かしていた
だきたい．

演者 1：「セミナー主催者の立場から」
上野 雄幸 (日本シグマックス株式会社医療事業部

西日本営業部)

日本シグマックス株式会社は、2009 年より整形外科向け超音波画像診断装置の販売を開始し、整
形外科市場におけるエコーの普及を推進してきた。この経験を活かし「ポケットエコー」の製造
販売を 2017 年に開始し、現在では、様々な職種での利活用が進んでいる。一般財団法人ヘルス
ケア人材育成協会と PELS（Pocket echo Life Support Program）を共催し、訪問看護を中心と
した「ちょいあてエコー」の利活用推進を図ってきた。現状のアセスメントは、基本的な指針に
加え、積み重ねた経験や知識によって行われているが、判断に迷うことも少なくない。ポケット
エコーは、客観的な判断や多職種連携に欠かせない情報共有、患者さんやご家族とのコミュニケ
ーションに役立ち、エコーは「医師や検査技師が行うもの」と言った概念を 180 度変えるツール
である。今回、開催したセミナーの内容を報告するとともに、さらなる看護師のエコー利活用に
おける課題を報告する。
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演者 2：「エコー導入直後の立場から ～訪問看護にエコーを導入して 3 ヶ月でみえてきたもの～」
神谷千珠代 (のかみ訪問看護ステーション)
多田 明良 (紀美野町立国保国吉・長谷毛原診療所）
和歌山県紀美野町は人口約 8000 人，高齢化率は 46％と高く，疾患の状態や移動手段の制限など
から通院が困難である方も多く，在宅医療のニーズは高い．
本年度，町内国保診療所の研究の一貫で，2021 年 9 月から当ステーションへポケットエコーが
貸与され訪問看護に利用している．事前学習として診療所医師による 2 時間程度のハンズオンセ
ミナーを受講し,セミナー後も個別のエコー所見について適宜医療用 SNS を用いて当該医師に相
談している．導入初期は便秘への利用が主になると考えていたが，蓄尿不十分であったり経腹的
な走査が困難なケースが多かった．一方で尿閉や排尿トラブルに対する膀胱エコーは初期から描
出が容易で，ケアの変化や，スタッフ間の客観的な情報共有，医師との対話にも良い影響がみら
れるようになった．一方課題としては，購入費用やメンテナンスの問題，当院医師や連携する開
業医との関係性の構築，看護師自身の知識や経験の向上などが挙げられた．

演者 3：「いまを知りたい 訪問看護師エコー」
黒沢 勝彦 (株式会社シンクハピネス LIC 訪問看護リハビリステーション)
当ステーションでは３年前からポータブルエコーを観察やケアの場面で限定的に使用している。
その経験から訪問看護師が使うエコーの有用性と在宅医療連携について事例を元に報告をする。
尿閉を来した利用者にエコーで膀胱内に尿が貯留している画像を、多職種連携ツールにて訪問診
療医と情報共有。その後迅速に膀胱内留置カテーテル挿入に至った。
エコーがあれば的確なアセスメントができる分けではなく、またエコーを用いて生体内を上手に
描出することも目的ではない。日常的に行う推論や判断の看護実践を通して、その確からしさを
担保する１つの有用なツールとして使う必要がある。同時に、ケアや治療の意思決定を支援する
過程で、訪問看護師がコミュニケーションのキッカケをつくり対話を深めるツールとしての役割
があるのではないかと考えた。本人や家族を含めた多職種連携を通し、状態や暮らしが変わって
いくことを見据えたエコーの使用を深めていきたい。

演者 4：「訪問看護チーム内でのエコー活用推進とその課題について」
野島 弘基 (医療法人社団同行会 エマオ訪問看護ステーション)
エコーの活用場面で多いのは頻尿を訴える患者である。その他、慢性心不全や脱水患者に対する
下大静脈径測定も時折行う。エコー導入について各看護師は苦手意識があったが勉強会の開催、
医師からはエコーを完璧に行えなくても大丈夫なのでとりあえずエコーに触ってほしいという声
掛けがあり、ハードルを下げてエコーに触れることが出来るようになった。また、エコーをスム
ーズに導入出来た一番の理由は、看護師にとって目の前の患者の困っている症状の消失や改善に
貢献できた時に一番の喜びとなり、自己効力感が高まる成功体験を重ねていったためと考えられ
る。今後の課題については以下３点ある。①購入費用が高く看護師１人１台常に携帯することが
困難②看護師の解剖学教育は３D ではなく２D の視点で教わることが多く、臓器や血管組織の連
続性を理解できず、エコーを実施している③エコー学習会の機会があることを知らない看護師が
多いことが挙げられる。
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一般演題 1 月 9 日（日）11:10-12:00 (50 分)
演題 1
POCUS にて劇的な予後改善が得られた急性肺動脈血栓塞栓症の症例
田中 孝和
長崎県五島市国民健康保険三井楽診療所
（発表症例担当時：宇都宮市 医療法人 穏田会 田中医院 院長・理事長）
在宅医療においては患者が急変する場合も多い。終末期の基礎疾患で患者が生命を全うするなら
ともかく、合併症にて予想外の状況悪化をきたした場合、在宅医療現場ではどう対応するべきか
困惑する事はしばしばある。今回受け持った胃がん末期の症例は急激な呼吸困難とショック状態
を来たし POCUS の右心負荷初見からその原因が急性の肺動脈塞栓症と考えられた。直ちにヘパ
リン 5000 単位のボーラスショットを行い紹介元の施設と協議したが、急性肺動脈血栓塞栓症と
しても線溶療法の禁忌となるといった理由で在宅医療の継続となった。止む無くヘパリンの持続
静注を続け訪問看護ステーションと協力して治療にあたったところ、右室負荷は徐々に消失し、
在宅酸素療法の導入で日常生活を続ける事が可能となり、3 か月後に胃がんとしての余命を閉じ
られた。この困難な状況下においても POCUS の利用が効果を発揮し、劇的に患者の経過を改善
させたケースを提示したく報告する。

演題 2
小児膣異物の一例 ～POCUS、救急医、小児科医、産婦人科医の協働～
小野 友輔
北九州市立八幡病院
5 歳女児。膣内に異物(木の実)をいれてしまい、母が確認したが発見できず救急外来を受診し
た。救急担当医が POCUS を行うも、異物の発見に至らなかった。また、産婦人科医がゾンデで
確認をしたが異物はなく経過観察を指示された。再診時、児の不安と拒否が強かったため、排尿
前であることの確認や事前の説明(プレパレーション)を行い、持参した異物と同様のものを水浸
法で見え方を確認した後に POCUS を行った。検査は保護者同席のもと、部位的な配慮や声か
け、DVD などを用いて行った。結果、膣円蓋部に異物を発見し鎮静下に産婦人科医が摘出を行
った。また小児膣異物には abuse のリスクもあることから虐待を専門とする小児科医と協働し
見守りも行った。小児膣異物の発生頻度は低い。また、訴えが乏しく信頼性が低い場合、体動に
より検査困難である場合もある。そして abuse も考慮する必要がある。今回産婦人科医、小児
科医、POCUS 担当医の協働が功を奏した症例を報告する。

演題 3
急性腹症で受診した遺伝性血管性浮腫に POCUS が有用であった一例
階戸 尊
福井県立病院
遺伝性血管性浮腫(HAE)は 5 万人に 1 人の割合でみられる、原発性免疫不全症候群の一疾患であ
る。その急性発作では身体の様々な部位に浮腫をきたしうるが、消化管に浮腫が生じると悪心、
嘔吐、腹痛などの閉塞症状を呈する。発作時の浮腫には、乾燥濃縮人 C1 インアクチベーター製
剤(ベリナート®)が著効することが知られている。今回、22 歳女性の HAE 患者が急性腹症で救
急外来を受診し、POCUS で十二指腸に著明な浮腫を認めた。腹部 CT 検査でも HAE による浮
腫、疼痛に矛盾しないことを確認の上、ベリナート®投与し疼痛改善とともに、十二指腸の浮腫
改善を POCUS で確認することができた。POCUS のモニタリングとしての機能を有効に利用す
ることにより治療効果判定を迅速かつ客観的に行うことができた貴重な症例の一例を経験したの
で報告する。
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演題 4
顔面外傷による眼球破裂の診断に POCUS が有用であった一例
階戸 尊
福井県立病院
顔面外傷では、眼球破裂を含めた外傷性変化を早期に認識し適切に対応することが望ましい。し
かし、眼窩付近に受傷がある際には眼窩骨折や眼瞼浮腫などにより肉眼での直接的な観察が難し
いことがあり、その場合外傷性変化の有無を正確に認識することが困難である。
本症例は 49 歳男性、小型船舶運転中に係留ブイに衝突し顔面に約 20cm に及ぶ挫創があり救急
搬送となった。来院時、左眼瞼腫脹が著明であり、開眼できず左眼球の観察が困難であった。初
期対応を行うと同時に、POCUS で愛護的に眼窩部を観察し、眼球が変形し正常な硝子体を認め
なかったため眼球破裂を疑い、細心の注意を払って診察を進めることができた。その後眼科医に
よる診察を受け、眼球破裂の診断となった。眼外傷では腫脹が強く診察が困難な場合も多いが過
度な診察により疾患によっては致命的な損傷を与える可能性もあり、今回 POCUS により愛護的
に観察することで必要以上の眼球への損傷を減らしつつ診断できた一例を経験したので報告す
る。
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特別講演 (1)

1 月 9 日（日） 12:50-13:30 (40 分)

「Point of Care 超音波のこれまで と これから」
谷口 信行: 自治医科大学臨床検査医学（代表世話人）

検査の分野では、急いで結果が欲しい時に、キットなどによりその場で簡単に結果を取得するこ
とが行われており、大いに臨床に役立っている。超音波検査も同様であり、超音波検査室でのそ
れと比べ機動性に優れ、安全・可搬性を特徴とする超音波検査の本領を発揮している。これまで
日本にこのような検査が行われなかったわけではないが、日本では臨床医を中心にその発達を支
えてきた背景のため、あえて POC という概念は進まなかった。しかし、検査室を中心に行われる
ようになった現在では、まさに臨床医が必要に応じてその場で自分で行う POCUS の考え方が受
け入れられつつあり、超音波検査に興味を持つ若い医師が増えてきている。その中で POCUS 研
究会に課された使命は、POCUS に関するエビデンスの収集とともに、これらの医師に POCUS の
面白さと教育の場を提供することである。今後、すべての研修医が学習できる環境を整えるため、
全国レベルでの指導者の育成、カリキュラムの作成提示することが重要と考えている。
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特別講演 (2)

1 月 9 日（日） 13:30-14:10 (40 分)

Daniel A. Lichtenstein, France
How lung ultrasound makes critical ultrasound a holistic discipline, impacting
echocardiography. The example of the BLUE-protocol
Daniel Lichtenstein
The integration of lung ultrasound in the critically ill (LUCI) provides a new definition of
ultrasound. From a sophisticated use for radiologists to a clinical tool for first-line
physicians, LUCI requires a simple equipment. We use a 1992 japanese technology, a
simple gray-scale unit without Doppler and a universal microconvex probe. Some
manufacturers come back to this technology, fortunately.
The ten main signs of LUCI are the bat sign (indicating pleural line), lung sliding
(generating the seashore sign), the A-line (horizontal artifact indicating air), the quad
and sinusoid sign indicating pleural effusion (regardless its echogenicity), the fractal sign
indicating any lung consolidation, the B-line and the lung rockets (vertical artifacts
indicating interstitial syndrome), abolished lung sliding with the stratosphere sign,
suggesting pneumothorax, and the lung point, indicating pneumothorax. All these signs
were assessed using CT scan as a gold standard, sensitivity and specificity range from 90
to 100%, allowing to consider LUCI as a reasonable bedside gold standard in the critically
ill.
The BLUE-protocol helps in the immediate diagnosis of an acute respiratory failure.
AMong eight profiles, the B-profile has high accuracy for diagnosing hemodynamic
pulmonary edema, which enables to simplify echocardiography. The B-line is also a direct
parameter of clinical volemia, of interest in the management of acute circulatory failure
(FALLS-protocol). The mastery of the reversible causes of cardiac arrest (SESAMEprotocol) begins by pneumothorax. LUCI is used in neonates (the signs are the same than
in the adult), trauma, ICU, austere or remote areas. Last, the LUCIFLR project generates
major decrease in irradiation. Referring ARDS to CT can be postponed without risk, so
one can imagine use in other populations.
All these simple examples show how LUCI is a holistic discipline. CEURF provides the
elements for learning this new medical approach, of interest to more than 15 medical
specialties.
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特別講演 (3)

1 月 9 日（日）14:20-15:00(40 分)

From FoCUS to Focused TEE: a necessary leap forward in point of care ultrasound?
Gabriele Via, Switzerland

“Trans-thoracic Focused Cardiac UltraSound (FoCUS) has become a widely adopted and
acknowledged diagnostic test in the approach to the hemodynamically unstable patient
and to the critically ill in general. Comprehensive trans-esophageal Echocardiography
(TEE) has also expanded its use in the emergency and intensive care setting in recent
years. Beyond traditional TEE indications described by current guidelines, several
common critical care scenarios represent clinical settings where the use of TEE provides
an invaluable contribution to the diagnostic process.
If, when, and how a focused trans-esophageal cardiac ultrasound approach (TE-FoCUS)
should come into play when dealing with patients that have an indication for their
cardiovascular pathophysiology to be assessed is still a matter of debate. Performing a
FoCUS exam via the trans-esophageal route may provide greater diagnostic accuracy
than the trans-thoracic approach. Evidence shows that TE-FoCUS has a steep learning
curve and may indeed affect the quality of resuscitation during cardiac arrest, not only
by expanding the diagnostic capability of FoCUS but also by improving the efficacy of CPR
maneuvers."
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領域合同企画 2
1 月 9 日（日）15:00-17:00 (120 分)
【領域合同企画 2 POCUS と advanced technologies（通信・AI など）
】
座長：皆川 洋至(医療法人城東整形外科)
座長：山田 聡(東京医科大学八王子医療センター)

超音波装置の進化には目を見張るものがあります。また IoT、5G、AI の導入など、我々を取り
巻く世界は目まぐるしく変化しています。この企画では、POCUS に関する超音波新技術や、
POCUS と Advanced Technologies の組み合わせで創出されたイノベーション等についてご紹
介頂く企画です。

演者 1：「人工知能（AI）が超音波診療において秘める可能性」
面谷 透
(Physical Medicine and Rehabilitation, University of Pittsburgh)
新田 哲也 （三菱 UFJ インフォメーションテクノロジー株式会社 IT アカデミー
Master of Information Systems Management, Carnegie Mellon University）
近年、医療における人工知能（artificial intelligence: AI）の発展が急速に進んでいる。例え
ば、頭部や胸部における単純 X 線画像や CT 画像、そして消化管内視鏡検査における AI の進化
は目覚ましく、画像診断補助の点ではすでに社会実装がなされている。超音波診療においても
AI の貢献が期待される。超音波画像が他の画像モダリティと異なる点は、器械の操作と画像描
出を術者自らが行う点、そして、診断と治療（超音波ガイド下インターベンション）を同時に行
うことができる点であり、特に初学者にとっては AI による補助の余地が大きいと思われる。本
発表では、AI が超音波診療にもたらすであろう恩恵を実例を提示しながら紹介し、近い未来に
予測される超音波診療の姿について共有する。また、AI の専門家より最近の話題や知見につい
て情報を共有してもらい、超音波診療への応用の可能性について探る。

演者 2：「ポータブル心エコー機器の AI による進化」
楠瀬 賢也 (徳島大学病院 循環器内科)
山田 博胤・佐田 政隆 (徳島大学病院 循環器内科)
心エコー図学の発展に伴って，多くの指標が得られるようになりルーチン検査で計測する項目が
増え，検査手技は複雑になってきている．一方で，バッテリーで駆動する小型のポータブル装置
が開発，市販されたことで，循環器を専門とする医師のみならず，救急や麻酔科，一般内科や総
合診療科など心エコー図検査を実施する検査者の裾野が拡大した．このような専門性の高まりと
裾野の広がりが同時に起こることで，専門医以外の医師が心エコーを実施する状況が生まれてき
た．このような背景から，心エコー図検査実施をサポートする新たな技術が求められてきたが，
その実現にディープラーニングをはじめとする AI 技術の活用が進み始めている．本講演では，
近年目覚ましい進化を遂げている心エコー図検査領域の AI 進化について我々の研究成果も交え
ながら紹介し，実際に市販されている AI 搭載のポータブルエコー機器の現状について概説し，議
論を深めたい．
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演者 3：：
「甲状腺超音波検査における AI 活用の現状と未来」
北川 亘
(伊藤病院外科)
医療分野での AI の発展は目覚ましく、甲状腺超音波分野でも AI が活用されてきている。AI 開
発には豊富な教師データが必要だが、超音波検査は術者依存性があり、また超音波装置間や施設
間などでばらつきがある。さらに超音波画像は、不均質やエコー欠損など画像の多様性が多く認
められ、AI 開発に関してハードルが高い。近年、検診が普及し超音波検査を受ける機会が多く
なり、頸動脈エコー施行時などに甲状腺に腫瘍病変を認めることも多くなっていると推測され
る。AI を活用した甲状腺超音波診断の現状を報告し、さらに当院取り組んでいる AI を活用した
甲状腺超音波診断、および AI による自動シェーマ作成を紹介する予定である。

演者 4：「エコーガイド下神経ブロックは Advanced Technologies の恩恵を受けているのか？」
渡邊 至 (国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院麻酔科)
2016 年の診療報酬改定で、全身麻酔に併用する神経ブロックに対しての加算が認められ，神経
ブロックは“標準的”診療行為となった．これはこの 10 年間における超音波機器の進化と超音波
解剖学の進歩によるところが大きい．しかし，目的とする神経を描出しつつ，針を進めるという
技術が必要であり，ラーニングカーブには大きな個人差があることが示されている．難易度を下
げる方策として，大きく 3 つのアプローチ 1）穿刺針加工 2）ニードルガイド 3）機器本体の針先
強調機能が挙げられる．一方，POCUS として手術室で行う神経ブロックでは，タイムプレッシャ
ー（時間制限）が存在し，同時に手術件数が病院の収益に直結している診療体制においてはコス
ト削減が求められている．日々の神経ブロックで使用可能な Advanced Technologies と，実際
の使用状況について提示し，手術室 POCUS の現状について領域間での情報共有を行いたい．

演者 5：
「携帯エコーにおける音声認識機能の使用経験」
今村 祐志 (川崎医科大学検査診断学 内視鏡・超音波）
畠 二郎
(川崎医科大学検査診断学 内視鏡・超音波）
POCUS では携帯型などサイズの小さい超音波機器が主に使用されており、画像サイズやゲイン
などの調整は専用パネルではなく多くはモニター画面内に設置されている。そのため操作キーの
呼び出しや調整がやや煩雑であり、使いこなすには一定の習熟を要する。一方 POCUS を使用し
ている状況はさほど時間的余裕がないことも多い。これに対し、音声認識機能を有する携帯エコ
ーの使用経験を得たので報告する。使用機器は音声認識機能を搭載したキヤノン社製
ViamoSV7 である。これにより、手を使用することなくデプスやゲインの変更、さらにはドプ
ラの使用も可能であり、用手的調整に比較した所要時間もほぼ同等と思われた。一方問題点とし
て騒がしい環境における動作不良やキーワードの認識がまだ完全でないことなどが挙げられた。
今後の改良によりこれら問題点の克服と、より幅広い調整項目への対応が期待されれば、携帯型
エコーにおける有用な機能となり得ると考えられた。
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演者 6：
「コロナ、技術革新、POCUS 教育、どう考えていくべきか」
吉田 拓生 (東京女子医科大学集中治療科)
救急集中治療領域での Point of Care UltraSound(以下、POCUS)は予後を左右するかもしれな
い強力な迅速診断ツールである。急性期医療に携わる医療従事者は、可能な限り身に着けるべき
手技である。これまで POCUS 教育に関しては学会、研究会等で対面式ワークショップが開催さ
れ、教育の中心を担ってきた。そんな中での COVID-19 パンデミックの発生である。これによ
り対面式教育は制限され、新たな教育形態を検討していかねばならない。一方、オンラインによ
る情報伝達ツールの充実や、インターネット通信の高速化、エコー機の小型化に関する技術革新
は目まぐるしい。本口演では、これからの POCUS 教育をどう組み立てていくのか、オンライン
教育への移行をどう考えていくか、どう技術革新を応用していくかを、筆者自身の視点から議論
を展開したいと考えている。

演者 7：「モンゴル国における POCUS を用いた救急診療能力強化事業」
竹井 寛和 (兵庫県立こども病院)
廣瀬 恵佳 (国立国際医療研究センター病院救急科)
井上 信明 (国立国際医療研究センター国際医療協力局)
多田 明良 (紀美野町立国保国吉・長谷毛原診療所)
本事業は、厚生労働省の医療技術等国際展開推進事業である。モンゴル国では近年主要死因に心
血管疾患や外傷が多く、救急医療水準の向上が求められている。POCUS は、救急医療の質の向上
につながるツールの一つであり、日本では臨床医の必須スキルの一つと認識されてきている。
POCUS 研修の開発をモンゴルの医師たちと共同で行うことを通して、モンゴルの救急医療に携
わる医師たちの救急診療能力の向上へ繋げることを目的に本事業を開始した。2021 年度はコロ
ナ禍情勢を鑑みて、完全オンラインでの研修として計画し、モンゴル救急医学会に所属する医師
と協力して、オンライン版の POCUS 研修パッケージの作成を行い、実際にオンライン版 POCUS
研修コースを行った。今後は、オンラインでの POCUS 研修や超音波画像の共有を介して、モン
ゴルの都市部・県中央部・遠隔地との医療協力体制の構築を図りたいと考えている。

演者 8：「ZOOM を使用した POCUS 遠隔ハンズオン」
方波見謙一 (北海道大学病院救急科)
谷口 隼人 (横浜市立大学付属市民総合医療センター高度救命救急センター)
亀田 徹
(自治医科大学臨床検査医学)
これまで医学教育の分野においてハンズオントレーニングが POCUS 研究会や様々な学会におい
て行われてきたが、COVID19 の流行による非常事態制限やソーシャルディスタンスの確保など
の問題から、以前と同様の規模のハンズオンの開催が困難となった。一方、ZOOM や Webinar を
代表とするオンライン会議ツールが普及し、学会や講習会などで利用されるようになってきた。
これまでは全国から受講生を集め、1 つの会場で開催するというスタイルであったが、今回、全
国 3 か所に別々に会場を設け、オンライン会議ツールを使用することで講義とハンズオンの指導
を行うという遠隔ハンズオンを行った。1 会場 3-4 名の受講生を募集し、被検者も兼ねてもらっ
た。また各会場には通信用の PC とインターネット環境を準備してもらい、超音波画像を共有で
きるように設定した。本発表にてその方法論を共有し、今後の遠隔ハンズオンにおける利点と問
題点を共有する。
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ランチョンセミナー 1 月 8 日(土） 12:10-12:50 (40 分)
演題：Pocket-sized Universe ~ポケットエコーが支える総合診療~
演者：多田明良(紀美野町立国吉･長谷毛原診療所)
共催： GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
私は現在山間部の地域診療所で総合診療を行っており，診療場面は外来診察室だけでなく，患者
さんのご自宅，介護施設，ときには屋外など状況に応じて様々変化します．このような現場にお
いて今やエコーは必須の機器であることは言うまでもありませんが，特に近年のエコー技術の進
歩は著しく，ポケットサイズのエコーであっても緊急疾患に対する POCUS 利用だけでなく，診
療所で求められる広範囲の医療ニーズに応えることができるようになってきています．持ち運び
に本当に不便はないのか，プライマリ・ケアの多様な腹部疾患にもポケットエコーは有用なの
か，運動器疾患では微細血流の評価はどうなのか，エコーガイド下での針先描出はどうか，悩ま
しい所見はすぐに同僚や上司と相談できるのか．具体的な事例を供覧していただき，新しい次元
に入ったポケットエコーの可能性を感じていただけたら幸いです．

ランチョンセミナー

1 月 9 日(日） 12:00-12:40 (40 分)

演題：超音波装置基礎 ～アーチファクトと感染対策～
演者：浜田 聡明(キヤノンメディカルシステムズ株 超音波営業部）
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社
超音波検査を行っている中で、超音波ビームの反射や屈折により実際には存在しない虚像が表示
されることがある。この虚像をアーチファクトという。アーチファクトが生じると、画像診断の
妨げとなることが多いが、中にはアーチファクトが診断の有用な情報として活用されるものもあ
る。実像とアーチファクトを区別する為には超音波の特性や生体内での動きだけでなく、超音波
診断装置やプローブの仕組みについて理解する必要がある。今回は超音波検査中に観察されるア
ーチファクトの種類、見え方およびその対処方法についてお話しする。アーチファクトについて
理解を深め、よりよい超音波検査を行っていただきたい。

Web 器機展示
1 月 8 日(土） 12:50-13:00 (10 分)
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

Web 器機展示
1 月 9 日(日） 11:00-11:10 (10 分)
日本シグマックス株式会社

Web 器機展示

1 月 9 日(日） 12:40-12:50 (10 分)

レールダルメディカルジャパン株式会社

2022 年 1 月 8 日（土）
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救急超音波「遠隔」ハンズオンセミナー

遠隔ハンズオンセミナー 1 月 8 日(土）8:30-11：50 (3:20)
救急超音波「遠隔」ハンズオンセミナー
テーマ：呼吸困難
第 12 回 POUCS 研究会遠隔ハンズオンセミナー要項
【題名】
救急超音波「遠隔」ハンズオンセミナー
POCUS による呼吸困難の評価（心臓、肺、下肢エコー）
【開催日時】
2022 年 1 月 8 日（土）午前 8 時 30 分～11 時 50 分（3 時間 20 分）
【ディレクター】方波見謙一
【インストラクター】
栃木：亀田徹（心臓）
、横浜：谷口隼人（肺）
、札幌：方波見謙一（下肢）
【共催】
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
【受講生】
・初期・後期研修医を想定
・全国より 3 施設募集
・各施設 3-4 名を想定
・受講料は無料
・受講生が被検者も兼ねる（男性 2 名以上を含むグループ）
・同意書、評価表への記載をお願いする
【必要な準備】
・PC、ZOOM 環境
・超音波検査を行える会場
【内容】
・呼吸困難をテーマに心臓、肺、下肢についての超音波を用いた診断についての講義と、
ハンズオンを行う。
・ハンズオンに関しては、各施設に超音波装置を設置し、実技と ZOOM 講義を、合わせ
て行う。
【タイムテーブル】
レクチャー:20 分 x3
ハンズオン:40 分 x3 ①心臓、②下大静脈+下肢、③肺+胸膜+横隔膜
【イメージ図】
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POC 超音波研究会会員の皆様
第 12 回 POCUS 研究会遠隔ハンズオン(1/8 開催) 参加グループ募集
来る、第 12 回 POCUS 研究会（2022 年 1 月 8 日-9 日）におきまして、遠隔ハンズオンセミ
ナーを企画しております。
開催日時：2022 年１月 8 日 8:30-11:50
テーマ ：呼吸不全で、心臓、下肢、肺に関して
構 成 ：レクチャーとハンズオン
＊ZOOM でレクチャーを受けた後に遠隔でのハンズオン
インストラクター：自治医科大学・亀田徹（心臓）
、横浜市立大学・谷口隼人(肺)、
北海道大学・方波見謙一(ディレクター兼：下肢)
遠隔ハンズオン当日は GE 社の共催で、参加者のいる施設に超音波機器の準備等、全面サポート
頂きます。
応募用件：
・参加者 3-4 名のグループとする(参加者は被験者も兼ねる)。
・先着 3 グループ
・初期研修医から後期研修医を希望。
・当日会場準備(PC、インターネット)(ZOOM を使用)が可能であること。
・参加料は無料。
・参加者には、被検者も兼ねるというご協力をお願いします。
受講者が被験者となる関係で男性 2 名以上を含むグループでお申込みださい。
・別途第 12 回 POCUS 研究会遠隔ハンズオンセミナー要項をご覧の上お申し込み下さい。
・応募締め切り 2021 年 10 月 31 日(日)
POCUS 第 12 回世話人 亀田 徹
ハンズオンセミナー責任者 方波見謙一
ご希望の方は、下記部分を申込書としてお申し込みください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
第 12 回 POCUS 研究会遠隔ハンズオンセミナー申込書（グループ単位）
宛先：POCUS 研究会事務局

pocus2015@jichi.ac.jp

1.参加者：責任者（
E-mail:
2.参加者（
E-mail:
）
3.参加者（
E-mail:
）
4.参加者（
E-mail:
）

宛て

）

＊参加お申し込み後、グループ責任者宛て受講環境が可能かどうか、担当よりお問い合わせをさ
せて頂きます。その後の決定となります。
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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

メディカルソリューションチーム
（2021 年 12 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

本会は、Point-of-Care 超音波研究会と称する。

（目 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 臨床検査医学に置く。
自治医科大学 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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WEB ランチョンセミナー協賛企業
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）

WEB 展示出展企業
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
日本シグマックス株式会
レールダルメディカルジャパン株
（敬称略 順不同）

令和 3 年度 POCUS 研究会賛助会員
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
富士フイルムメディカル株式会社
富士フイルムヘスルケア株式会社
フクダ電子株式会社
（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 12 回当番世話人: 亀田 徹 自治医科大学臨床検査医学講座・救急部
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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