第 1 回 Point-of-Care 超音波研究会
テーマ：今求められる Point-of-Care 超音波検査
会 期 ：平成 28 年 4 月 9 日（土）、10 日（日）（10 日はハンズオンのみ）
会 場 ：富士ソフト アキバプラザ ５F アキバホール
東京都千代田区神田練塀町 3 富士ソフト秋葉原ビル
（JR 線秋葉原駅中央改札口より徒歩 2 分） TEL：03-5209-6285
研究会参加費 ：3,000 円 （9 日のみ：加えて年会費 1000 円）
ハンズオン参加費 ：5,000 円 （10 日のみ：加えて年会費 1000 円＊別途申込必要）
◆11 時 00 分～ 機器展示 （5F ホールロビー）
◆12 時 00 分～13 時 00 分 ランチョンセミナー （5F アキバホール）
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
◆13 時 00 分～16 時 30 分 研究会 （5F アキバホール）

４月 9 日 (土) 研究会プログラム
【御挨拶】 13 時 00 分〜
代表世話人 谷口信行 自治医科大学臨床検査医学
Point-of-Care 超音波研究会の発足について
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
FAST（focused assessment with sonography for trauma）の普及
【第 1 部：講演】 13 時 20 分〜
座長：真弓俊彦 産業医科大学救急医学
講演 1 急性腹症における Point-of-Care 超音波の活用
畠二郎 川崎医科大学検査診断学
講演 2 総合診療における Point-of-Care 超音波 －外来から往診まで
白石吉彦 隠岐島前病院
【小休憩】
【第 2 部：パネルディスカッション】 14 時 05 分〜
急性期診療における point-of-care 超音波の活用
座長：森村尚登 横浜市立大学救急医学
（1）Perioperative Evaluation of the Airway via Sonography
～気道超音波 PEAS プロトコール～
鈴木昭広 東京慈恵会医科大学麻酔科
（2）Focused Cardiac Ultrasound
－ジェネラリストが行うことについての科学的考察
亀田徹 安曇野赤十字病院救急科
（3）Focused Cardiac Ultrasound
－心エコー専門家が奨める急性期における実践的活用法
小形幸代 自治医科大学循環器内科
（4）ディスカッション
【コーヒーブレイク】 （15 分）

【第 3 部：特別講演】 15 時 20 分〜
座長 ：石田秀明 秋田赤十字病院消化器内科
：谷口信行 自治医科大学臨床検査医学

演題「Lung Ultrasound －Past, Present and Future」
演者：Prof. Daniel Lichtenstein
Service de Réanimation Médicale, Hôpital Ambroise-Paré, Université Paris-Ouest, France
【閉会の辞】16 時 20 分予定
◆9 日（土）研究会へのご参加の方へ
講演会場は座席 180 席となります。また、ランチョンセミナーの食事券は当日先着 150 名となりますのでご了承ください。

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講座）
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 311-1
E-mail:pocus2015@jichi.ac.jp

。4 月 10 日（日）ハンズオンセミナー ←締め切りました（ご参考まで ）。
・定員 20 名 事前申し込みが必要です。 → 3 月 1 日現在 締切りました。
・受付：午前 8 時 20 分から
・開始：午前 8 時 50 分～12 時 15 分
・会 場 ：富士ソフト アキバプラザ 7Ｆ ＥＸルーム
東京都千代田区神田練塀町 3 富士ソフト秋葉原ビル
・受講料 5000 円 （事前支払）
・内容 BLUE and FALLS Protocol, Two Applications of Lung Ultrasound
「BLUEプロトコルとFALLSプロトコル：肺エコーの応用」
Lung Ultrasound Workshop
Date: 10th April
Theme: BLUE and FALLS Protocol: Two Application of Lung Ultrasound (Basic course)
Director: Dr. Nobuyuki Taniguchi (Jichi Medical University)
Chief Instructor: Dr. Daniel Lichtenstein (Paris, France)
Instructor: Dr. Takeshi Nomura (Yokohama City University)
:Dr. Shinichi Fukuhara (Hyogo Prefectural Kobe Children’s Hospital)
:Dr. Takaaki Mori (Tokyo Metropolitan Children’s Medical Center)
Instructor and coordinator: Dr. Toru Kameda (Red Cross Azumino Hospital)
Time Table 08:50-12:15
08:50-08:55 Greeting and orientation (5 min)
08:55-09:15 Introduction of lung ultrasound (20 min)
09:15-09:45 Lecture of “BLUE protocol” with live demo (25+5 min)
09:45-10:10 Hands-on of “BLUE protocol” (1) (25 min), rotation
10:10-10:35 Hands-on of “BLUE protocol” (2) (25 min)
10:35-10:50 Tea break (15 min)
10:50-11:20 Lecture of “FALLS protocol” with live demo (25+5 min)
11:20-11:45 Hands-on of “FALLS protocol” (1) (25 min), rotation
11:45-12:10 Hands-on of “FALLS protocol” (2) (25 min)
12:10-12:15 Closing remarks
12:15 La Fin

