
日本超音波医学会 東北地方会 
第43回学術集会 プログラム 

 

開会の挨拶 (9:15-9:20)              大会長 東北大学  西條 芳文 

1 消化器Ⅰ (9:20-10:18)           座長   仙台医療センター 鵜飼 克明 

43- 1 9:20- 9:28【症例報告】 超音波検査が診断に有用であった非外傷性腹直筋血腫の一例 

            金澤 憲(東邦大学 総合診療 救急医学講座) 
43- 2 9:28- 9:38【一般演題】  超音波検査にてアレルギー性紫斑病腸炎の経時的変化を観察でき 

                た 1 症例 

            高橋 理誉(独立行政法人国立病院機構東京医療センター 臨床検査科) 
43- 3 9:38- 9:48【一般演題】 肝疾患診断における Portal plane 作成の有用性 

            石田 秀明(秋田赤十字病院 消化器科) 
43- 4 9:48- 9:58【一般演題】 超音波内腔表示法を用いた拡張肝内胆管の検討 

            大山 葉子(秋田組合総合病院 臨床検査科) 
43- 5 9:58-10:08【一般演題】  超音波検査が診断に有用であった門脈ガス血症の 2症例 

            武山 茂(独立行政法人国立病院機構東京医療センター 臨床検査科)  
43- 6 10:08-10:18【一般演題】 肝内シャントの造影超音波所見 

            渡辺 智美(市立秋田総合病院 臨床検査科) 

2 第 6 回奨励賞審査ｾｯｼｮﾝ 10:18-10:48     座長  福島県立医科大学  高野 真澄 

43- 7 10:18-10:28【症例報告】 位相差トラッキング法を用いた胎児心機能の計測  

   小澤 克典(宮城県立こども病院 産科・東北大学 大学院医学系研究科先進 
成育医学講座胎児医学分野) 

43- 8 10:28-10:38【一般演題】 左室内駆出血流動態からみた心臓再同期療法有効性の機序 

            田渕 晴名(東北厚生年金病院 循環器センター） 
43- 9 10:38-10:48【症例報告】 脳膿瘍を発症した体位依存性右左シャントの一例 

            佐藤 輝紀(秋田大学大学院医学系研究科 循環器内科学)  

コーヒーブレイク(10:48-10:58)  

3 循環器Ⅰ (10:58-11:50)            座長  岩手医科大学 小山 耕太郎 

43-10 10:58-11:08【一般演題】 ファイルメーカーを用いた超音波レポートシステムの構築 
              亀山 剛義(宮城社会保険病院 循環器科) 

43-11 11:08-11:18【一般演題】 冠動脈造影前の上肢動脈エコーの意義－穿刺部位の変更を要した           

症例の検討－ 

             渡辺 栄里(市立秋田総合病院 超音波センター) 
43-12 11:18-11:26【症例報告】 心エコーで見逃された左上大静脈遺残の 2症例 

         矢作 浩一(大崎市民病院 循環器科)  
43-13 11:26-11:34【症例報告】 心嚢液貯留で発見された心膜中皮腫の一例 

         三引 義明(宮城県立循環器呼吸器病センター 循環器科) 

43-14 11:34-11:42【症例報告】 経胸壁心エコーにて偶然発見しえたバルサルバ洞動脈瘤の一例 
             黒川 貴史(東北厚生年金病院 中央検査部) 
43-15 11:42-11:50【症例報告】 大動脈解離(Stanford A 型)を発症した妊娠 29 週 Marfan 症候群 
                の一例 

         佐藤 和奏(秋田大学医学部 内科学講座 循環器内科学分野・呼吸器内科 

         学分野）  



ランチョンセミナー (12:00-12:50)         座長 東北大学  梅村 晋一郎 

   ｢V scan(超小型超音波)は医療を変える｣   

             講師  石田 秀明 (秋田赤十字病院) 
 

第 21 回講習会 (13:00-14:00)            座長 東北大学  西條 芳文 

   ｢心臓機能計測に対する超音波の役割｣   

             講師  田中元直 (東北厚生年金病院) 

 

4 基礎 (14:00-14:30)                  座長 秋田大学  井上 浩 

宮城県立こども病院  室月 淳 
43-16 14:00-14:10【一般演題】 胎児心筋運動の定量的評価を目指した超音波による心臓壁の局所 
                 運動速度計測 

      佐藤 夕子(東北大学 大学院医工学研究科医工学専攻) 

43-17 14:10-14:20【一般演題】 超音波 RF 信号からの複数特徴量を用いた心筋-心内腔-心膜の 3  

                 領域同定 

中原 紘平(東北大学 大学院医工学研究科医工学専攻) 

43-18 14:20-14:30【一般演題】 赤血球凝集度の定量的評価を目指した 40 MHz 超音波散乱波の周波 

                   数特性による散乱体サイズ推定 

関 竜太郎(東北大学 大学院医工学研究科医工学専攻) 

奨励賞表彰式 (14:30-14:40)       東北地方会奨励賞選考委員長  西條 芳文 

 

コーヒーブレイク (14:40-14:50) 
 
5 循環器Ⅱ(14:50-15:40)            座長  日本海総合病院  菅原 重生 
43-19 14:50-15:00【一般演題】 僧帽弁輪運動速度の機種間差是正の検討 
             三上 秀光(仙台医療センター 臨床検査科) 
43-20 15:00-15:08【症例報告】 拡張相肥大型心筋症の若年例 
             岡田 恵利(平鹿総合病院 検査科) 

43-21 15:08-15:16【症例報告】 回旋枝領域急性心筋梗塞による左室仮性瘤の一例 

             高橋 久美子(平鹿総合病院 検査科) 

43-22 15:16-15:24【症例報告】 左室心筋緻密化障害・単冠動脈を合併した左室右房交通症の一例 

             高橋 久美子(秋田大学大学院 医学系研究科循環器内科学) 
43-23 15:24-15:32【症例報告】 僧帽弁位人工弁機能不全による心不全の一例 

         新保 麻衣(秋田大学  大学院医学系研究科循環器内科 呼吸器内科) 

43-24 15:32-15:40【症例報告】 肺癌の直接浸潤により生じた巨大左房内血栓の一例  

             片平 玲子(済生会福島総合病院 検査部) 
6 腎・泌尿器・その他 (15:40-16:40)    座長  東北公済病院 泌尿器科 千葉 裕 
43-25 15:40-15:50【一般演題】 血管筋脂肪腫(AML)の超音波診断 
             寺沢 良夫(仙台社会保険病院 内科) 
43-26 15:50-16:00【一般演題】 超音波検査によるＧｅｒｏｔａ筋膜の描出 
             南里 和秀(静岡県立静岡がんセンター 生理検査科) 

 43-27 16:00-16:10【一般演題】 超音波検査における腎動脈起始部の観察と腎動脈血流計測に 
                     ついて 
             望月 幸子(静岡県立静岡がんセンター 生理検査科) 
43-28 16:10-16:20【一般演題】 超音波検査による鼠径ヘルニア診断法の検討 



             山口 秀樹 (国立病院機構相模原病院 臨床検査科) 
43-29 16:20-16:30【一般演題】 当院におけるエコーガイド下 EVT の現状について 
             熊谷 明広 (東北厚生年金病院 中央検査部) 
43-30 16:30-16:40【一般演題】 指導検査士（仮称）は必要か 
             村上 和広(エムエスエム) 

 

7 消化器Ⅱ (16:40-17:36)         座長  宮城県立がんセンター  虻江 誠 

43-31 16:40-16:50【一般演題】 胃癌膵浸潤の術前評価に関する検討 

             米山 昌司 (静岡県立静岡がんセンター 生理検査科) 

43-32 16:50-16:58【症例報告】  門脈血栓と発達した CTPV（cavernous transformation of the  

portal vein）を伴った膵癌の１例 

             大嶋 聡子（市立横手病院 臨床検査科） 

43-33 16:58-17:06【症例報告】 膵リンパ管腫の一例 

         須田 亜衣子（仙北組合総合病院 臨床検査科）  
43-34 17:06-17:16【一般演題】 膵臓の Virtual Touch Tissue Quantification (VTTQ) 測定値の 
                検討 
             澁谷 友美（秋田大学医学部付属病院 消化器内科学 神経内科学講座） 
43-35 17:16-17:26【一般演題】 3D 法による肝嚢胞性病変の検討 
             渡部 多佳子（秋田赤十字病院 超音波センター） 

43-36 17:26-17:36【一般演題】 磁気センサーを用いた３D画像の試み（第 2報） 

             長沼 裕子 (市立横手病院 消化器科） 
 
 

閉会の挨拶 (17:36-17:46)           東北地方会運営委員長  棚橋 善克 


