
日本超音波医学会 東北地方会 

第 37 回学術集会 プログラム 
 

 

開会の挨拶 (9:15-9:20)            大会長 仙台赤十字病院  谷川原真吾 

 

1 基礎 (9:20-10:32)                   座長 秋田大学  井上 浩 

37- 1 ( 9:20- 9:32)【一般演題】 

 リンパ節転移早期診断に関する三次元高周波超音波イメージング 

   李 麗 (東北大学 医学系研究科) 

37- 2 ( 9:32- 9:44)【一般演題】 

 Flow-Mediated Dilation による橈骨動脈壁粘弾性特性変化の非侵襲的計測 

   池下 和樹 (東北大学 大学院工学研究科電子工学専攻)  

37- 3 ( 9:44- 9:56)【一般演題】 

 超高速超音波イメージングによる血流の描出 

   長谷川英之 (東北大学 大学院医工学研究科) 

37- 4 ( 9:56-10:08)【一般演題】 

 心臓壁 2 次元変位推定のための 2D speckle tracking における相関窓と探索領域の大きさの最適化 

   本庄 泰徳 (東北大学 大学院工学研究科電子工学専攻) 

37- 5 (10:08-10:20)【一般演題】 

 ヒト心臓壁での電気的興奮伝搬の超音波による可視化 

   金井  浩 (東北大学 大学院工学研究科電子工学専攻) 

37- 6 (10:20-10:32)【一般演題】 

 表在性膀胱がんに対する新しい遺伝子治療法の開発 

   堀江佐知子 (東北大学 大学院医工学研究科) 

 

2 循環器Ⅰ (10:32-11:12)         座長 東北厚生年金病院  仁田 桂子 

37- 7 (10:32-10:40)【症例報告】 

 Bland-White-Garland 症候群の一例 

   岡田 恵利 (平鹿総合病院 臨床検査科) 

37- 8 (10:40-10:48)【症例報告】 

 心エコーでの診断に難渋した高齢者修正大血管転位症の一例 

   矢作 浩一 (大崎市民病院 循環器科) 

37- 9 (10:48-10:56)【症例報告】 

 脳梗塞を契機に発見された左室緻密化障害の一例 

   深澤 紗紀 (国立病院機構 仙台医療センター 循環器科) 

37-10 (10:56-11:04)【症例報告】 

 感染性心内膜炎における僧帽弁膜瘤の形成を経食道心エコーにより観察した一例 

   清水  亨 (仙台医療センター 循環器科) 

 



37-11 (11:04-11:12)【症例報告】 

 PCPS にて治療した急性心筋炎の三例 

   河部 周子 (東北厚生年金病院 循環器センター) 

 

3 消化器Ⅰ (11:12-11:56)            座長 石巻市立病院  赤羽 武弘 

37-12 (11:12-11:20)【症例報告】 

 体外式 US が診断契機となった胃 GIST の一例 

   石川 洋子 (松園第二病院 消化器科) 

37-13 (11:20-11:28)【症例報告】 

 原発性虫垂粘液癌による腹膜偽粘液腫の一例 

   草野 昌男 (いわき市立総合磐城共立病院 消化器科) 

37-14 (11:28-11:36)【症例報告】 

 ソナゾイド造影超音波検査が診断に有用であった AP シャントを伴った門脈瘤の一例 

   物江 恭子 (福島県立医科大学 医学部内科学第二講座) 

37-15 (11:36-11:44)【症例報告】 

 US が診断の契機となった日本住血吸虫症の一例 

   赤坂威一郎 (岩手県立久慈病院 内科 消化器科) 

37-16 (11:44-11:56)【一般演題】 

 マイクロコンベックスプローブを用いた S4 の観察 

   工藤由美子 (由利組合総合病院 臨床検査科) 

 

○ 第 15 回講習会 (13:00-14:20) 
(1) 13:00-13:40   座長 (財)結核予防会宮城県支部  田中 元直 

   ｢弁膜症の見方｣ 

     講師  別府慎太郎 (大阪大学医学部保健学科) 

(2) 13:40-14:20   座長 仙台赤十字病院  谷川原真吾 

   ｢経腹法でみる産婦人科超音波診断｣    

     講師  室月 淳 (東北大学医学部産婦人科) 

 

4 産婦人科 (14:20-14:52)          座長 仙台医療センター  明城 光三 

37-17 (14:20-14:28)【症例報告】 

 妊娠初期に発見された胎児脳腫瘍の一例 

   明城 光三 (国立病院機構仙台医療センター 産婦人科)  

37-18 (14:28-14:36)【症例報告】 

 妊娠中期に短肋骨多指症候群Ⅲ型と診断された一例 

   西本 光男 (岩手県立北上病院 産婦人科)  

37-19 (14:36-14:44)【症例報告】 

 胎内診断し得た先天性幽門閉鎖症の一例 

   岩間 憲之 (東北大学病院 産婦人科) 

 



37-20 (14:44-14:52)【症例報告】 

 胎児超音波により肺葉外肺分画症と診断できた一例 

   北村 真理 (東北大学 産婦人科) 

 

5 腎・泌尿器 (14:52-15:40)             座長 東北大学  齋藤 英郎 

37-21 (14:52-15:04)【一般演題】 

 Parametric Image を用いた腎疾患の超音波診断 

   大山 葉子 (秋田組合総合病院 臨床検査科 

37-22 演題取り下げ 

37-23 (15:16-15:28)【一般演題】 

 両腎摘出例の検討 

   寺沢 良夫 (仙台社会保険病院 内科) 

37-24 (15:28-15:40)【一般演題】 

 腎癌の膵転移症例 

   寺沢 良夫 (仙台社会保険病院 内科) 

 

6 消化器Ⅱ (15:40-16:36)       座長 みやぎ県立がんセンター  鈴木 雅貴 

37-25 (15:40-15:48)【症例報告】 

 胆嚢捻転症の一例 

   本郷麻衣子(市立横手病院 内科) 

37-26 (15:48-15:56)【症例報告】 

 分化度を変えながら肝浸潤・増殖をきたした胆嚢癌の一例 

   遠藤由美子 (福島県立医科大学附属病院 検査部)  

37-27 (15:56-16:04)【症例報告】 

 保存的経過にて閉鎖した胆嚢穿孔の一例 

   杉山 宗弘 (大田原赤十字病院 放射線科) 

37-28 (16:04-16:16)【一般演題】 

 胆嚢疾患の 3D,cavity mode 像の検討 

   渡部多佳子 (秋田赤十字病院 超音波センター) 

37-29 (16:16-16:24)【症例報告】 

 糞石によるイレウスの一例: 超音波像を中心に 

   石田 秀明 (秋田赤十字病院 超音波センター) 

37-30 16:24-16:36)【一般演題】 

 東北地方の超音波教育(腹部)について 

   石田 秀明 (秋田赤十字病院 超音波センター) 

 

7 循環器Ⅱ・その他 (16:36-17:44)         座長 東北大学  西條 芳文 

37-31 (16:36-16:48)【一般演題】 

 当院におけるエコーガイド下の内頸静脈・腋窩静脈穿刺 

   小林希予志 (市立秋田総合病院 超音波センター) 

 

 

37-32 (16:48-17:00)【一般演題】 

 くも膜下出血発症時の心機能障害について 



   藤原理佐子 (秋田県立脳血管研究センター 内科・循環器科) 

37-33 (17:00-17:08)【症例報告】 

 腹部超音波検査中に認められた右心房内血栓症の一例 

   菅原 修一 (医療法人正和会 南秋田整形外科 臨床検査科) 

37-34 (17:08-17:16)【症例報告】 

 左房内巨大浮遊血栓の一例 

   佐藤 貴子 (秋田大学医学部 内科学講座 循環器内科学分野) 

37-35 (17:16-17:24)【症例報告】 

 心エコーにて観察した転移性心臓腫瘍の三例 

   佐久間信子 (福島県立医科大学附属病院 検査部) 

37-36 (17:24-17:32)【症例報告】 

 左心耳を充満する血栓に対して抗凝固療法を施行したところ，可動性が増加し，外科的血栓除去術を 

 行った一例の経時的心エコー所見 

   柴田 宗一 (宮城県立循環器・呼吸器病センター 循環器科) 

37-37 (17:32-17:44)【一般演題】 

 CRT V-V optimization における 3D 心エコーの有用性 

   田渕 晴名 (東北厚生年金病院 循環器センター) 

 

閉会の挨拶 (17:44-17:49)           東北地方会運営委員長  棚橋 善克 

 

 


