
日本超音波医学会 東北地方会 

第 33 回学術集会 プログラム 
 

 

開会の挨拶 (8:55-9:00)             大会長 東北公済病院 千葉 裕 

 

1 循環器Ⅰ (9:00-9:53)           座長 仙台医療センター  篠崎 毅 

 

33- 1 (9:00-9:10) 【症例報告】 

 僧帽弁置換術を施行した肥大型心筋症の一例   
   今津 友見 (東北厚生年金病院 循環器科) 
 
33- 2 (9:10-9:20) 【症例報告】 

 血栓との鑑別が困難であった右房粘液腫の一例   
   中川 正康 (市立秋田総合病院 循環器科) 
 

33- 3 (9:20-9:30) 【症例報告】 

 右心房内に突然ひも状血栓様エコーが出現し、消失する過程を偶然記録しえた一例   
   菅原 修一 (医療法人正和会南秋田整形外科 臨床検査科) 
 

33- 4 (9:30-9:40) 【症例報告】 

 脳塞栓症を発症した拡張型心筋症の一症例   
   泉 学 (秋田県立脳血管研究センター 循環器科) 
 

33- 5 (9:40-9:53) 【一般演題】 

 3D-UCG による左房容量解析の妥当性   
   篠崎 毅 (仙台医療センター 循環器科) 
 
 

2 基礎Ⅰ (9:53-10:32)              座長 東北大学  梅村 晋一郎 

 

33- 6 (9:53-10:06) 【一般演題】 

 ナノバブルと超音波を用いたシスプラチン導入による抗腫瘍効果の検討   
   小玉 哲也 (東北大学 先進医工学研究機構) 
 

33- 7 (10:06-10:19) 【一般演題】 

 超音波ドラッグデリバリーシステムにおける分子導入機構   
   越山顕一朗 (北海道大学 大学院工学研究科機械宇宙工学専攻)  
 
 



33- 8 (10:19-10:32) 【一般演題】 

 インパルス性超音波のレボビスト透過特性の測定（その２）   
   井上 浩 (秋田大学 工学資源学部)  
 
 

コーヒーブレイク (10:32-10:42) 
 
 

3 基礎Ⅱ (10:42-12:00)              座長  秋田大学  井上 浩 

                                   東北大学  小玉 哲也 
 

33- 9 (10:42-10:55) 【一般演題】 

 動脈壁の位置変化の相殺によるひずみ推定精度の向上 
   長谷川英之 (東北大学 大学院工学研究科電子工学専攻) 
 
33-10 (10:55-11:08) 【一般演題】 

 弾性率分布を用いた動脈壁組織分類における関心領域サイズの検討   
   都築健太郎 (東北大学 大学院工学研究科電子工学専攻 
 
33-11 (11:08-11:21) 【一般演題】 

 上腕動脈と橈骨動脈での内皮依存性血管弛緩反応による内中膜領域の弾性率変化の超音波計測   
   金子 琢哉 (東北大学 大学院工学研究科電子工学専攻) 
 

33-12 (11:21-11:34) 【一般演題】 

 超音波 RF 信号の周波数スペクトルを用いた心臓の壁領域の同定   
   衣川 尚臣 (東北大学 大学院工学研究科電子工学専攻) 
 

33-13 (11:34-11:47) 【一般演題】 

 陳旧性心筋梗塞部位におけるストレインレート分布の高時間分解能計測   
   吉新 寛樹 (東北大学 大学院工学研究科電子工学専攻) 
 

33-14 (11:47-12:00) 【一般演題】 

 心電 Q 波における心筋の興奮伝搬の計測   
   金井 浩 (東北大学 大学院工学研究科電子工学専攻) 
 

 

○ 第 11 回講習会 (13:00-15:00) 

(1) 13:00-13:40   座長 東北公済病院 千葉 裕 
   ｢初学者のための腹部カラードプラ診断のポイント｣ 

     講師  森 秀明先生(杏林大学第三内科) 

(2) 13:40-14:20   座長 東北大学加齢医学研究所 西條芳文 
   ｢3D Echo 買ってはみたが、一体何に使うのか？｣ 



     講師  竹中 克先生(東京大学検査部) 

(3) 14:20-15:00   座長  棚橋よしかつ＋泌尿器科 棚橋善克  
   ｢甲状腺のエラストグラフィー｣ 

     講師  鈴木眞一先生(福島県立医大第二外科) 

 
 

コーヒーブレイク (15:00-15:10) 
 
 

4 腹部 (15:10-16:13)            座長 東北厚生年金病院  阿部 眞秀 

 

33-15 (15:10-15:20) 【症例報告】 

 グルコバイによる門脈ガスの１例   
   渡部多佳子 (秋田赤十字病院 超音波センター)   
 
33-16 (15:20-15:30) 【症例報告】 

 経過観察中に発見された膵管内乳頭粘液性腫瘍由来浸潤癌の１例   
   石川 洋子 (松園第二病院 消化器科) 
 

33-17 (15:30-15:43) 【一般演題】 

 Contrast US でみられた raindrops sign について   
   大山 葉子 (秋田組合総合病院 臨床検査部) 
 
33-18 (15:43-15:53) 【症例報告】 

 多発肝転移と鑑別を要したヘモクロマトーシス合併多発肝膿瘍の 1 例   
   草野 昌男 (いわき市立総合磐城共立病院 消化器科) 
 

33-19 (15:53-16:03) 【症例報告】 

 外側音響陰影、Halo を示した肝血管腫例   
   伊藤 恵子 (仙北組合総合病院 臨床検査科) 
 

33-20 (16:03-16:13) 【症例報告】 

 興味ある超音波所見を示した肝悪性リンパ腫の一例   
   大山 葉子 (秋田組合総合病院 臨床検査部) 
 
 

5 泌尿器・産婦人科・整形外科(16:13-17:02) 座長 仙台赤十字病院 谷川原 真吾 

 

33-21 (16:13-16:26) 【一般演題】 

 腎盂癌の US 診断   
   寺沢 良夫 (仙台社会保険病院 内科) 



33-22 (16:26-16:39) 【一般演題】 

 尿管癌のＵＳ診断   
   寺沢 良夫 (仙台社会保険病院 内科) 
 

33-23 (16:39-16:49) 【症例報告】 

 妊娠 16 週で発症した胎盤早期剥離の 1 例   
   谷川原真吾 (仙台赤十字病院 産婦人科) 
 

33-24 (16:49-17:02) 【一般演題】 

 当院における超音波検査と今後の可能性 
   吉田 律子 (南秋田整形外科 臨床検査科) 
 
 

6 循環器Ⅱ (17:02-17:55)       座長 福島県立医科大学    高野 真澄 

 

33-25 (17:02-17:15) 【一般演題】 

 くも膜下出血症例における左室壁運動所見と心電図、神経ホルモンの検討   
   藤原理佐子 (秋田県立脳血管研究センター 内科・循環器科) 
 

33-26 (17:15-17:25) 【症例報告】 

 特異なエコー像を呈した結核性心膜炎の一例   
   小林希予志 (市立秋田総合病院 超音波センター) 
 

33-27 (17:25-17:35) 【症例報告】 

 左房と交通を有する部分肺静脈還流異常症において、左右短絡により右心不全を来たした一例 
   堀越 裕子 (福島県立医科大学附属病院 検査部) 
 

33-28 (17:35-17:45) 【症例報告】 

 左室肥大を伴った球脊髄性筋萎縮症の一例   
   柴田 宗一 (宮城県立循環器・呼吸器病センター 循環器科) 
 

33-29 (17:45-17:55) 【症例報告】 

 Translocation 法による大動脈弁置換術を施行した感染性心内膜炎の一例   
   吉田 梨絵 (東北厚生年金病院 中央検査部)   
 

 

閉会の挨拶 (17:55-18:00)           東北地方会運営委員長  棚橋 善克 

 

 


