
日本超音波医学会 東北地方会 
第40回学術集会 プログラム 

 

開会の挨拶 (9:15-9:20)          大会長 仙台医療センター  千田 信之 

 

1 消化器Ⅰ ( 9:20-10:20)           座長 山形県立中央病院  鈴木 克典 

40- 1  9:20- 9:28【症例報告】 

 まだら脂肪肝に伴った肝血管腫の一例 

   須田亜衣子(仙北組合総合病院 検査科) 
40- 2  9:28- 9:36【症例報告】 

 肝限局性結節性過形成(FNH)の一例 
   大橋 泰弘(石巻赤十字病院 検査部臨床検査課) 
40- 3  9:36- 9:44【症例報告】 

 加齢にともなう肝の変形 
   伊藤 恵子(仙北組合総合病院 臨床検査科) 
40- 4  9:44- 9:56【一般演題】 

 Acoustic Radiation Force Impulse(ARFI)による Virtual Touch Tissue Quantification の慢性肝疾患に 
 おける使用経験 
   澁谷 友美(秋田大学医学部附属病院 消化器内科学講座) 
40- 5  9:56-10:08【一般演題】 

 Navigation System による肝門部の観察 
   幕田 倫子(大原綜合病院 臨床検査部) 
40- 6 10:08-10:20【一般演題】 

 携帯型超音波診断装置(V scan)の使用経験 
   石田 秀明(秋田赤十字病院 超音波センター) 
 

2 奨励賞審査セッション (10:20-11:20)   座長 東北厚生年金病院  田中 元直 

                            宮城県立がんセンター  小野寺博義 

40- 7 10:20-10:32【一般演題】 
 位相差トラッキング法を応用した，血管径の微小変動計測による胎児循環の評価 
   宮下 進(宮城県立こども病院 産科) 
40- 8 10:32-10:44【症例報告】 
 感染性心内膜炎および敗血症性肺塞栓症を来した右冠動脈瘤ー冠静脈洞瘻の一例 
   佐藤ゆかり(福島県立医科大学附属病院 検査部) 
40- 9 10:44-10:56【症例報告】 
 疣贅に類似した Amorphous Calcific Tumor の二症例 
   藤原美貴子(秋田大学 大学院医学系研究科循環器内科学・呼吸器内科学) 
40-10 10:56-11:08【症例報告】 
 初診時の心エコー検査が診断に有用であった特発性食道壁内血腫の一例 
   富田 和俊(公立学校共済組合東北中央病院 臨床検査室)  
40-11 11:08-11:20【症例報告】 
 放射線治療後の心膜心筋障害により長い年月を経て心不全を発症した一例 
   矢作 浩一(大崎市民病院 循環器科) 



3 循環器Ⅰ (11:20-11:52)            座長 岩手医科大学  小山耕太郎 

40-12 11:20-11:28【症例報告】 
 スクリーニング検査にて偶然発見された左房内腫瘤の一例 

   菊田 寿(宮城県立循環器・呼吸器病センター 循環器科) 
40-13 11:28-11:36【症例報告】 
 単純 CT で疑われ心エコーにて診断された左房内粘液腫の一例 
   黒川 貴史(東北厚生年金病院 中央検査部) 
40-14 11:36-11:44【症例報告】 
 右房右室内に巨大血栓を有した肺塞栓症の一例 
   田渕 晴名(東北厚生年金病院 循環器センター 循環器科) 
40-15 11:44-11:52【症例報告】 
 末梢血幹細胞移植後 Acute GVHD によると思われる心筋障害・心膜液貯留を来たした悪性リンパ 
 腫の一症例 
   小泉 恵(秋田大学 医学部地域医療連携学講座) 
 

休憩 11:52-13:00 
 

第 18 回講習会 
(1) 13:00-13:40                座長 仙台医療センター  千田 信之 

   ｢肝疾患における線維化診断｣   

             講師  飯島 尋子(兵庫医科大学) 

(2) 13:40-14:20                座長 仙台医療センター  渡辺 隆紀 

   ｢乳がんのエラストグラフィー｣ 

             講師  植野 映(筑波メディカルセンター病院) 
 

奨励賞表彰式 (14:20-14:30)        東北地方会奨励賞選考委員  小野寺博義 

 

日本超音波医学会奨励賞受賞報告 (14:30-14:40) 
                            東北地方会運営委員長  棚橋 善克 

 

4 消化器Ⅱ (14:40-15:20)      座長 やまだ胃腸内科クリニック  山田 宏之 

40-16 14:40-14:52【一般演題】 
 3D Color Flow Imaging－B-plane の有用性について 
   渡部多佳子(秋田赤十字病院 超音波センター) 
40-17 14:52-15:04【一般演題】 
 基本波造影超音波法(amplitude modulation 法)―高周波プローブの使用経験― 
   長沼 裕子(市立横手病院 内科) 
 

 



40-18 15:04-15:12【症例報告】 
 遊走胆嚢と思われた二例 

   畠山千枝子(秋田赤十字病院 超音波センター) 
40-19 15:12-15:20【症例報告】 
 胆嚢穿孔の二例 

   桑原 京子(中通総合病院 生理検査課) 
 

5 基礎・産婦人科 (15:20-16:32)            座長 秋田大学  井上 浩 

40-20 15:20-15:32【一般演題】 
 マイクロバブルと高周波超音波を用いた三次元イメージング法による転移リンパ節の血管密度の 

 評価 

   佐藤 祥太(東北大学 大学院医工学研究科) 
40-21 15:32-15:44【一般演題】 
 音響性リポソームの減衰特性における実験的かつ論理的解析 

   小島 貴則(東北大学 大学院医工学研究科) 
40-22 15:44-15:56【一般演題】 
 動脈壁境界検出法を用いた内皮依存性弛緩反応時の橈骨動脈壁粘弾性特性変化の計測 

   池下 和樹(東北大学 大学院医工学研究科) 
40-23 15:56-16:08【一般演題】 
 球面拡散波による高速心臓断層法 

   長谷川英之(東北大学 大学院医工学研究科) 
40-24 16:08-16:20【一般演題】 
 心筋収縮弛緩特性計測を目指した心臓壁 2 次元運動の高フレームレート計測 
   本庄 泰徳(東北大学 大学院医工学研究科) 
40-25 16:20-16:32【一般演題】 
 位相差トラッキング法による胎児心筋厚み変化の計測 

   小澤 克典(東北大学 大学院医学系研究科先進発達医学講座胎児医学分野) 
 

6 消化器Ⅲ (16:32-17:08)           座長 秋田赤十字病院  石田 秀明 

40-26 16:32-16:44【一般演題】 
 Cavernous transformation of the portal vein(CTPV)例の胆管所見の検討 
   大山 葉子(秋田組合総合病院 臨床検査科) 
40-27 16:44-16:52【症例報告】 
 消化器内視鏡(EUS)が診断に有用であった 食道 Fibrovascular polyp の一例 
   赤坂威一郎(岩手県立久慈病院 内科・消化器科) 
40-28 16:52-17:00【症例報告】 
 乳癌術後の膵転移の二例―造影超音波所見を中心にー 
   渡部 昇(市立横手病院 内科) 
40-29 17:00-17:08【症例報告】 
 心不全が原因と考えられた肝内 P-V 短絡の二例 
   吉田千穂子(秋田組合総合病院 臨床検査科) 
 
 
 
 



7 循環器Ⅱ (17:08-17:44)         座長 きびら内科クリニック  鬼平 聡 

40-30 17:08-17:20【一般演題】 
 大動脈弁・僧帽弁線維性結合部(intervalvular fibrous trigone)の組織ドプラ波形の検討 
   寺田 舞(秋田大学大学院 循環器内科学) 
40-31 17:20-17:28【症例報告】 
 特徴的な大動脈弁逆流エコー所見を示し，弁損傷等との判別が困難であった大動脈弁逸脱の一例 

   但木壮一郎(仙台医療センター 循環器科) 
40-32 17:28-17:36【症例報告】 
 巨大瘤化した冠動静脈瘻の一例 

   安次嶺拓馬(秋田組合総合病院 循環器科) 
40-33 17:36-17:44【症例報告】 
 先天性左側心膜欠損症の一例 

   斉藤 翔伍(秋田赤十字病院 循環器科) 
 

閉会の挨拶 (17:45-17:50)            次回大会長 東北大学  金井 浩 


