
 

 

 

 

第 45 回日本超音波検査学会学術集会 

開催概要 

 

各種協賛・ご協力のお願い 

 

 

会 期：2020 年 6 月 19 日（金）～ 21 日（日） 

会 場：広島国際会議場 

大会長：筑地 日出文（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ご 挨 拶 

 

第 45 回日本超音波検査学会学術集会 開催にあたり 

 

謹啓 

時下、貴社におかれましてはますますご清栄のことお慶び申し上げます。平素は格別のご

高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、このたび第 45 回日本超音波検査学会学術集会を 2020 年 6 月 19 日（金）～21 日

（日）の会期で広島国際会議場におきまして開催する運びとなりました。 

近年の超音波診断学の進歩は目を見張るものがあり、飛躍的な成長が続いております。超

音波装置の発展に伴い、診断における知識も必要となってきており、我々検査する側の検

査精度向上が診断学の中で不可欠となってきています。そのような状況を踏まえ、今回の

テーマは「いざ、出陣！新たなる超音波の世界へーJSS が放つ 3 本の矢!!Quality、Modality、

Safetyー」とさせていただきました。1 本目の矢は Quality と称し、超音波検査する側の精

度管理（知識と技術）向上を狙っています。2 本目の矢は Modality と称し、超音波検査の

みの診断では限界もありますので、他の検査結果を加味して考え、改めて超音波検査につ

いて必要なものは何なのかを見つめ直すことを狙っています。3 本目の矢は Safety と称し、

検者側、被検者側、検査環境などを見直すことを狙っております。この 3 本の矢を主目的

にして考え、検討し、改めて超音波検査の神髄を見つけたいと考えております。学術集会

では特別講演、教育講演、シンポジウムなどの企画を通して、メインテーマに迫りたいと

思います。 

 学術集会の運営にあたりましては本来参加される方々からの参加費を主に、経費節減を

十分に図りながらも充実した内容の企画を計画し、参加者に満足していただけるように運

営をされるべきではありますが、更に充実感のある運営を行うためには関係各位様からの

ご支援を得なければ、運営が難しい状況にあります。 

つきましては、誠に恐縮ではございますが、本学術集会の趣旨をご理解いただき、開催に

向けての格別のご支援、ご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。 

 末筆ながら、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 

謹白 

                                 2019 年 8 月吉日 

 

 

第 45 回日本超音波検査学会学術集会 

大会長 筑地 日出文 

（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院）     



開催概要 

 

1. 会議名称：第 45 回日本超音波検査学会学術集会 

 

2. 大会長：筑地 日出文（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院） 

 

3. 開催期間：2020 年 6 月 19 日(金)～21 日(日) 

 

4. 開催会場：広島国際会議場 

〒730-0811 広島市中区中島町 1 番 5 号（平和祈念公園内） 

      TEL:082-242-7777 

 

5. テーマ：いざ、出陣! 新たなる超音波の世界へ 

         JSS が放つ 3 本の矢!! 「Quality」「Modality」「Safety」 

 

6. 参加予定者数：国内 2,500 名 

 

7. 開催計画（予定）： 

（1）参加予定者数：2,500 名 

（2）参加費：会員   7,000 円（当日受付  8,000 円) 

非会員 9,000 円（当日受付 10,000 円） 

（3）参加対象者：超音波診断に携わる技師および医師、各医療関係者 

（4）予定プログラム：特別企画、特別講演、教育講演、大会長講演、 

一般演題、教育セミナー、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、

JSS・JSUM 共同企画、JSS・JCS 共同企画、ランチョンセミナー、企業セミナー 

（5）企業展示：超音波診断に関連する機器、医薬品、書籍等の展示 

 

8. 事務局： 

（1）学術集会事務局 

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 

〒710-8602 岡山県倉敷市美和 1-1-1 

 

（2）運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ 

〒732-8575 広島市東区二葉の里 3 丁目 5 番 4 号 広テレビル  

TEL: 082-236-8021 FAX: 082-567-2301 E-mail: jss45@c-linkage.co.jp 

 



運営体制 

 

1. 大会長   

筑地 日出文 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 

 

2. 副大会長 

飯伏 義弘 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 

 

3. 実行委員長 

泉 礼司 倉敷芸術科学大学 

 

4. 副実行委員長 

松原 進 広島逓信病院 

 

5. 事務局長   

山下 都 川崎医科大学総合医療センター 

 

6. 実行委員(五十音順) 

浅野 清司 広島赤十字・原爆病院 

有吉 亨 山口大学医学部附属病院 超音波センター 

岡庭 裕貴  群馬県立心臓血管センター 

遠藤 竜也 国立病院機構 岡山医療センター 

黒田 誠 鳥取県立中央病院 

坂田菜穂美  広島市立広島市民病院 

中藤 太一 浜田医療センター 

中村 文彦 松涛会安岡病院 

新田 江里 島根大学医学部附属病院 

宮本 友美 国立病院機構 関門医療センター 

藤田 圭二 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 

 

7. 財務部 

木村 民子 ねごろ神経内科クリニック 

 

8. 顧問   

髙須賀 康宣 愛媛大学医学部附属病院 

 

 

 



 

一般社団法人日本超音波検査学会  役員一覧（2019～2020 年度） 

（敬称略） 

役 氏名 施設 

理事長 種村 正 公益財団法人 心臓血管研究所付属病院 

副理事長 尾羽根 範員 一般財団法人 住友病院 

  髙橋 秀一 社会福祉法人 恩賜財団 済生会中和病院 

理事 浅野 幸宏 成田赤十字病院 

  岡庭 裕貴 群馬県立心臓血管センター 

  川地 俊明 大垣市民病院 

  小谷 敦志 近畿大学奈良病院 

  小沼 清治 医療法人 鉄蕉会 亀田京橋クリニック 

  白石 周一 東海大学医学部付属八王子病院 

  高須賀 康宣 愛媛大学医学部附属病院 

  武山 茂 独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター 

  田中 教雄 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

  筑地 日出文 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 

  戸出 浩之 獨協医科大学埼玉医療センター 

  中島 英樹 筑波大学附属病院 

  中谷 穏 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 

  南里 和秀 静岡県立静岡がんセンター 

  西尾 進 徳島大学病院 

  西田 睦 北海道大学病院 

  長谷川 雄一 成田赤十字病院 

  丸山 憲一 東邦大学医療センター大森病院 

  水上 尚子 鹿児島大学病院 

  村上 和広 小豆嶋胃腸科内科クリニック 

  山口 秀樹 独立行政法人 国立病院機構 箱根病院 

  米山 昌司 静岡県立静岡がんセンター 

監事 関根 智紀 総合病院国保旭中央病院 

  林 重孝 岡崎市民病院 

 

 

 

 

 



収支予算案 

 ＜収入の部＞ （単位：円）

数量 単価 金額 摘要

1 参加費 18,400,000

学会参加費 2,500 18,400,000

（1） 会員（事前） 2,000 7,000 14,000,000

（2） 非会員（事前） 100 9,000 900,000

（3） 会員（当日） 250 8,000 2,000,000

（4） 非会員（当日） 150 10,000 1,500,000

2 広告 21 814,000

（1） プログラム・講演抄録集　表４（カラー） 1 110,000 110,000

（2） プログラム・講演抄録集　表3・表2（モノクロ） 2 88,000 176,000

（3） プログラム・講演抄録集　後付1頁（モノクロ） 6 33,000 198,000

（4） プログラム・講演抄録集　後付1/2頁（モノクロ） 10 22,000 220,000

（5） ホームページ バナー広告 2 55,000 110,000

3 ランチョンセミナー 12 11,000,000 席数は予定

（1） ランチョンセミナーA 2 1,320,000 2,640,000
第1会場(フェニックスホール1,504席）
2日間

（2） ランチョンセミナーB 2 1,100,000 2,200,000
第2会場（ひまわり　600席）
2日間

（3） ランチョンセミナーC 4 880,000 3,520,000
第3会場(ダリア1、240席)、
第4会場（ダリア2、240席）
各2日間

（4） ランチョンセミナーD 4 660,000 2,640,000
第5会場（コスモス1、140席）
第6会場（コスモス2、140席）
各2日間

4 企業セミナー 3 440,000 1,320,000 第8会場（ラン2、100席）

5 展示 6,292,000

（1） 機器展示スペース小間 A 2 880,000 1,760,000 5M*5M

（2） 機器展示スペース小間 B 2 550,000 1,100,000 2M*6M

（3） 機器展示基礎小間I 15 220,000 3,300,000 基礎コマ（180＊90）

（4） 書籍展示小間 12 11,000 132,000 机1本につき

6 抄録集販売 100 2,000 200,000

7 寄付金及び補助金 3,500,000

（1） 関連団体・企業等 500,000 500,000

（2） 広島観光コンベンションビューロー誘致助成金 3,000,000 3,000,000

8 学術集会準備金 3,000,000

9 雑収入 50,000 利息等

44,576,000

＜支出の部＞ （単位：円）

金額 摘要

1 事務局運営費（事前業務） 5,222,800

（1） 事務局運営委託費 2,522,773

（2） 消耗品、通信運搬費 358,127

（3） ホームページ作成・管理費 471,900

（4） 参加登録・演題登録関連費 1,870,000

2 印刷制作費 4,682,370

3 当日運営費 26,677,365 会期：　2020年6月19日（金）-21（日）

（1） 会場関係費 7,700,000

（2） 当日運営人件費 6,478,010

（3） 機材関連経費 8,173,055

（4） 施工関係費 3,666,300

（5） 託児費用 330,000

（6） 休憩コーナー 330,000

4 関連行事費　 1,574,100

5 招聘関係費 3,837,132

6 会計監査費用 440,000

7 全体進行管理費 2,142,233

44,576,000小　計

科目

収入合計

科目


