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Information
■第29回日本腹部造影エコー・ドプラ

診断研究会演題募集■
当番世話人　駒田直人

日時：	2016年4月2日（土）
会場：	MRT micc（エムアールティー・ミック）
 〒880-0001 宮崎市橘通西4-6-3
 TEL 0985-22-1111

●主な内容●
特別講演1「肝腫瘤性病変の画像診断と病理」／特別講
演2「肝硬度と血流から慢性肝障害を診断する−機能，
発癌予測まで−」／特別企画①「新しい手法・技術の工
夫・私なりの方法等」／特別企画②「肝臓以外の臓器に
対する造影エコー・ドプラ診断の有用性」／一般演題

「興味ある症例のUS診断，造影エコー・ドプラが有用で
あった症例」など
演題募集：特別企画①，②，一般演題を募集します．
演題締切：	2016年1月30日（土）

申込方法： 演者名，共同演者名，所属機関名，演題名，
本文（約400字程度），連絡先（E-mailアドレ
ス），発表希望（特別企画①，②，一般演題）
をご記入のうえ，下記メールアドレスに送
信してください．

 E-mail: komada@miyakon2.hosp.go.jp
 詳細は下記URLをご参照ください．
 URL http://www.med.kindai.ac.jp/shoukaki/

echo/index.html

問合せ： 第29回日本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会
 運営事務局
 国立病院機構都城医療センター 消化器病セン

ター内
 〒885-0014　宮崎県都城市祝吉町5033-1
 TEL 0986-23-4111（内線7317）
 FAX 0986-24-3864
 E-mail: komada@miyakon2.hosp.go.jp


