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2 章 エコーで血管を覗いてみよう！
小林大樹

エコーを使った VA 穿刺法ガイド p.15-25 メジカルビュー社 2018

第 8 章 AVF のルーチン検査 
第 9 章 AVG のルーチン検査

小林大樹
看護師・臨床工学技士のための 透析シャントエコー入門 p.118-139, p.142-154 

メディカ出版 2018

症例から学ぶ　ビギナーのための血管超音波検査テクニック／
エキスパートのための血管超音波検査テクニック第 12 回　心
臓・弁膜症をエコーでみる

久山祥子
Medimaga　メディカ出版オンラインマガジン　2018.4

学会発表

僧帽弁形成術後に再発をした心嚢内血腫の 1 例
岩永　大

第 16 回京都循環器検査研究会 2018.3.18 京都市

左室心尖部から右室心尖部まで広範囲に壁運動低下を認めたた
こつぼ型心筋症の 1 例

岩永　大
第 29 回日本心エコー図学術集会 2018.4.28 岩手県

感染性心内膜炎に対し大動脈弁及び僧帽弁同時弁置換術を施行
した 1 例

久山祥子
第 67 回日本医学検査学会学術集会 2018.5.12 静岡県

心不全を契機に診断し得た巨大左室後壁瘤の 1 例
岩永　大

第 67 回日本医学検査学会 2018.5.12 静岡県

Waffle 術が奏功した尿毒素性心膜炎の 1 例
久山祥子

第 55 回阪神心エコー図カンファレンス 2018.5.19 西宮市

心不全を契機に発見した左室後壁瘤の 1 例
岩永　大

第 55 回阪神心エコー図カンファレンス 2018.5.19 西宮市

鑑別に難渋した巨大左房血管肉腫の 1 例
岩永　大

第 55 回阪神心エコー図カンファレンス 2018.5.19 西宮市

「慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作製および修復に関
するガイドライン」を読み解く

小林大樹
第 43 回日本超音波検査学会学術集会 2018.6.2 大阪市

さあ！はじめよう　上肢血管エコー
小林大樹

第 43 回日本超音波検査学会学術集会 2018.6.2 大阪市

心不全を契機に診断し得た巨大左室後壁瘤の 1 例
岩永　大

第 43 回日本超音波検査学会 2018.6.2 大阪市

鎖骨下に発生した腫瘤による静脈高血圧症の 1 例 
小林大樹

第 43 回日本超音波検査学会学術集会 2018.6.3 大阪市

超音波 バスキュラーアクセスでこう活かす 
エコーによる PTA 術前の観察ポイント

小林大樹
第 43 回日本超音波検査学会学術集会 2018.6.3 大阪市

バスキュラーアクセスエコーのレポート作成例
小林大樹

日本超音波医学会第 91 回学術集会 2018.6.9 神戸市

超音波を用いたバスキュラーアクセスの血管診療
小林大樹

日本超音波医学会第 91 回学術集会 2018.6.9 神戸市

バスキュラーアクセスエコーだけではもったいない！透析施設で
のエコー活用術　まだまだ活用できるエコーの実際

小林大樹
第 63 回日本透析医学会学術集会・総会 2018.7.1 神戸市

心窩部痛を契機に診断しえた下大静脈原発平滑筋肉腫の 1 例
岩永　大

第 2 回大阪血管エコー研究会 2018.7.20 大阪市

講演会やテレビ出演

バスキュラーアクセスエコーの実際
小林大樹

日本超音波医学会超音波診断講習会 2018.1.14 京都市

心エコー図のみかた　とりかた　基本編
久山祥子

第２回大手前循環器セミナー 2018.2.2 大阪市

透析患者に対する超音波検査
小林大樹

医師・透析施設のためのバスキュラーアクセス超音波セミナー 2018.2.18 東京都

講師
岩永　大

第 10 回 OSAKA 心血管エコー研究会 2018.3.4 大阪市

透析患者に対する超音波検査
小林大樹

医師・透析施設のためのバスキュラーアクセス超音波セミナー 2018.3.11 福岡市

講師
岩永　大

第 16 回京都循環器検査研究会 2018.3.18 京都市

●●
●● 中央検査部
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バスキュラーアクセスを正確に評価するための計測テクニック　
～信頼されるデータを提供するために～

小林大樹
第 3 回京都 VAIVT セミナー 2018.5.12 京都市

バスキュラーアクセスエコーライブ
小林大樹

第 63 回日本透析医学会 富士フイルム株式会社ブースレクチャー 2018.6.30 
神戸市

実技講師
久山祥子

第 8 回腹部エコー実技研修会 2018.7.15 大阪市

超音波検査実技講師
岩永　大

兵庫県臨床検査技師会 2018.7.25 神戸市

講師
岩永　大

メディセオ　腹部エコーハンズオン 2018.8.4 大阪市

バスキュラーアクセスエコー
小林大樹

大阪府臨床検査技師会実技セミナー  2018.8.5 大阪市

下肢動脈・腎動脈・大血管　臨床編
久山祥子

第 9 回血管エコー実技研修会 2018.8.5 大阪市

バスキュラーアクセスエコーの活用法
小林大樹

医師・透析施設のためのバスキュラーアクセス超音波セミナー 2018.8.19 東京都

バスキュラーアクセスエコーの活用法
小林大樹

透析施設のためのバスキュラーアクセス超音波セミナー 2018.9.22 札幌市

超音波診断 機能評価と形態評価
小林大樹

日本アクセス研究会 第 9 回経皮的血管内治療実技研修会 2018.9.29 滋賀県

今さら、聞けない心エコー図の基礎
岩永　大

兵庫県臨床検査技師会 2018.9.29 神戸市

実技講師
久山祥子

第 15 回心エコー実技研修会 2018.10.7-8 大阪市

バスキュラーアクセスエコーの活用法
小林大樹

医師・透析施設のためのバスキュラーアクセス超音波セミナー 2018.10.21 
福岡市

ケースアーカイブ＜血管エコー検査＞バスキュラーアクセス
小林大樹

ECHO AWAJI CV IMAGING 2018 2018.11.17 淡路市

頸動脈　実技講師
久山祥子

ECHO AWAJI CV IMAGING 2018 2018.11.17 淡路市

ケースアーカイブ　心エコー図　弁膜症 (MR)
久山祥子

ECHO AWAJI CV IMAGING 2018 2018.11.18 淡路市

バスキュラーアクセスエコー
小林大樹

アスリード実技セミナー 2018.12.1 東京都

正確に評価するための検査法 & エコーライブ 
症例呈示

小林大樹
アスリード講演会 2018.12.2 東京都

座長を務めた学会・研究会

心不全を契機に発見した左室後壁瘤の 1 例
久山祥子

第 55 回阪神心エコー図カンファレンス 2018.5.19 西宮市

鑑別に難渋した巨大左房血管肉腫の 1 例
久山祥子

第 55 回阪神心エコー図カンファレンス 2018.5.19 西宮市

一般演題・循環器
久山祥子

第 43 回日本超音波検査学会学術集会 2018.6.2 大阪市

岩永　大
第 43 回日本超音波検査学会 2018.6.3 大阪市

一般演題（VA 穿刺 2）
小林大樹

第 22 回日本アクセス研究会 2018.10.14 広島市

岩永　大
日本超音波検査学会関西地方会「甲状腺」 2018.12.9 姫路市




