
日本超音波医学会第 54 回東北地方会学術集会 

 

 日   時 ： 平成 29 年 9 月 10 日（日） 8 時 55 分 ～ 17 時 40 分 
 場   所 ： コラッセふくしま 4 階 
        福島市三河南町 1-20 
 大 会 長 ： 福島県立医科大学附属病院  

高野 真澄 
 参 加 費 ： 1,500 円 
 地方会 URL ： http://www.ecei.tohoku.ac.jp/~jsum/ 
 連 絡 先 ： 〒960-1295 福島市光が丘 1 
        福島県立医科大学医療人育成・支援センター 内 
        日本超音波医学会第 54 回東北地方会学術集会事務局 
        TEL＆FAX：024-547-1908   
        E-mail ： jsum@ecei.tohoku.ac.jp 

講演者へのお願い 
【発表時間】 

  一般演題：1 題につき発表時間 8 分，討論時間 5 分の合計 13 分間 
  症例報告：1 題につき発表時間 6 分，討論時間 4 分の合計 10 分間 
  奨励賞審査セッション：1 題につき発表時間 8 分，討論時間 6 分の合計 14 分間 

【発表方法】 

 第一会場での発表者は会場に設定してある PC による発表を原則とします． 
 第二会場での発表者はご自分の PC による発表を原則としますが，PC の用意が出来ない場合は， 
 USB を持参してください． 
   大会事務局が用意する PC の仕様は下記のものです． 

OS：Windows 10 
プレゼンテーション：Microsoft Power Point 2016    
対応解像度：画面サイズ 1024×768 ドット（XGA） 

   ※1：発表スライドはアスペクト比 4:3 でご準備ください． 
   ※2：動画を使用する場合や，Macintoch で発表される方は，必ずご自分の PC を持参して 

ください． 

座長へのお願い 
・ご担当のセッション開始時刻の 10 分前までに，会場の「次座長席」にご着席ください． 

・セッションの進行はお任せ致します．時間厳守での進行にご協力お願い致します． 

 上記発表時間に座長からの紹介も含みますのでご留意ください． 

単位について 
 ・筆頭者で発表された超音波専門医，工学フェローの方には 15 単位(共著者での発表には 7.5 単 
  位)，筆頭者で発表された超音波検査士の方には 5 単位の研修・業績単位が与えられます． 
 ・学術集会に出席された超音波専門医，工学フェローの方には 15 単位，超音波検査士の方には 
  5 単位の研修・業績単位が与えられます． 



日程表 

第一会場（ 4F 多目的ホール ） 第二会場（ 4F 小会議室 402 ） 

8:55-9:00 開会の挨拶  

大会長  高野 真澄 

 

9:00-10:05 循環器・基礎 I  

座長 伏見 悦子（平鹿総合病院循環器内科）  
    山田 雅大（弘前大学循環器内科） 

 

10:06-10:34 第 17 回奨励賞審査セッション 

 座長 小玉 哲也（東北大学大学院医工学研究科） 

谷川原真吾 

        （仙台赤十字病院総合周産期母子医療センター） 

 

10:35-11：58 消化器 I 

座長 黒田 英克（岩手医科大学内科学講座） 

   大山 葉子（秋田厚生医療センター臨床検査科） 

10:40-11:30 奨励賞選考委員会 
 

12:00-13:00 ランチョンセミナー 
共催: 東芝メディカルシステムズ株式会社 

 講師 小川 眞広（日本大学病院消化器内科） 

 座長 大平 弘正（福島県立医科大学消化器内科学講座） 

12:00-12:45 運営委員会 

13:00-14:30 第 32 回講習会 
講演 1 13:00-13:45 
 講師 鈴木 眞一（福島県立医科大学甲状腺内分泌学講座） 

 座長 志村 浩巳（福島県立医科大学臨床検査医学講座） 

講演 2 13:45-14:30 
 講師 渡辺 弘之 

      （東京ベイ・浦安市川医療センター ハートセンター）  

 座長 高野 真澄（福島県立医科大学集中治療部） 

 

14:30-14:40 奨励賞表彰式 
奨励賞選考委員長  小玉 哲也 

 

14:40-15:26 基礎・産婦人科・甲状腺・その他 
 座長 明城 光三（仙台医療センター産婦人科） 

   藤森 敬也（福県立医科大学産婦人科学講座） 

14:50-15:43 循環器・基礎Ⅱ 
座長 渡部 朋幸（医療生協わたり病院内科循環器科） 

荒川 元孝（東北大学大学院医工学研究科） 

15:27-16:17 消化器Ⅱ 

 座長 赤羽 武弘（石巻赤十字病院消化器内科） 

    山下 安夫（東北労災病院超音波診断室） 

15:45-16:28 循環器・基礎Ⅲ 

座長 菅原 重生（日本海総合病院循環器内科） 

   大原 貴裕（東北医科薬科大学病院総合診療科） 

16:18-17:34 消化器Ⅲ 

 座長 長沼 裕子（市立横手病院消化器内科） 

   幕田 倫子（大原綜合病院臨床検査センター） 

 

17:35-17:40 閉会の挨拶  
 東北地方会運営委員長  小野寺 博義 

 



 

 

第一会場 （ 4F 多目的ホール ） 
 

１．循環器・基礎 I  9:00- 10:05             

        座長  平鹿総合病院循環器内科   伏見 悦子 

弘前大学附属病院循環器内科 山田 雅大 

 

54-1 【一般演題】  左心系弁膜症手術に伴う軽度三尖弁逆流に対する三尖弁形成術は術後 5 年の三尖弁逆流増悪を抑制する 
                              金澤 晃子  （太田綜合病院附属太田西ノ内病院） 

54-2 【一般演題】 パーキンソン病患者における左室心室弛緩及び収縮障害は左室中隔に出現する 
                   藤原 理佐子（秋田県立脳血管研究センター） 
54-3 【一般演題】  総頚動脈の蛇行は心血管イベントの予測因子である-頚動脈エコーによる長期追跡研究- 
                   渡部 朋幸  （医療生協わたり病院） 
54-4 【一般演題】  多数点で超音波計測した動脈壁振動解析による脈波伝播速度の算出に関する検討 
                              伊藤 未夏  （東北大学大学院医工学研究科） 

54-5 【一般演題】 糖尿病患者の赤血球集合における超音波散乱の特性解析 
                   榊  紘輝 （東北大学大学院医工学研究科） 
 
 

 

２．第 17 回奨励賞審査セッション  10:06-10:34  

       座長  東北大学大学院医工学研究科        小玉 哲也 

仙台赤十字病院総合周産期母子医療センター 谷川原真吾 

 

54-6 【一般演題】  重症大動脈弁狭窄症における術後収縮能改善の予測：global longitudinal strain 改善と術前 
MRI 遅延造影との関連 

                              藤宮  剛 （福島県立医科大学） 
54-7 【一般演題】  位相差トラッキング法を用いた新生児脈圧の推定値と実測値の比較 
                              小堀 周作 （宮城県立こども病院） 

 
 
３．消化器 I  10:35-11：58                     

 座長  岩手医科大学医学部内科学講座  黒田 英克 

秋田厚生医療センター臨床検査科 大山 葉子 

 

54-8 【症例報告】 超高齢者にみられた原発性肝細胞癌(HCC)の 1 例 
                   石田 秀明 （秋田赤十字病院） 
54-9 【症例報告】 肝悪性リンパ腫の 1 例：超音波所見を中心に 
                              今野 ひかり（秋田赤十字病院） 

54-10【症例報告】 Superb Microvascular Imaging (SMI)と造影超音波検査が診断に有用であった悪性リンパ腫の 2 例 
本郷 祥子  （秋田赤十字病院） 

54-11【症例報告】 肝実質パターンに注目した Focal nodular hyperplasia (FNH)の拾い上げ 
                   鈴木 裕也  （山形県立中央病院） 
54-12【症例報告】  多発性肝転移と鑑別を要した炎症性偽腫瘍の 1 例 
                 小丹 まゆみ（市立横手病院） 
54-13【一般演題】  自己免疫性肝疾患における Transient elastography による肝硬度測定の検討 
                              阿部 和道  （福島県立医科大学） 

54-14【症例報告】 肝転移をきたした solid pseudopapillary neoplasm of pancreas (SPN)の 1 例 
                   伊藤 恵子  （大曲厚生医療センター） 
54-15【症例報告】 肝内門脈腫瘍栓を伴った横行結腸癌の 1 例 
                   千葉 蒔七 （秋田厚生医療センター） 
 
 



 

 
４．基礎・産婦人科・甲状腺・その他   14:40-15:26       

座長  仙台医療センター産婦人科     明城 光三 

福島県立医科大学産婦人科学講座  藤森 敬也 

 
54-16【一般演題】  硬膜外麻酔支援のための超音波によるヒト脊椎表面描出の高精度化 

横山 智大 （東北大学大学院医工学研究科） 
54-17【症例報告】  尿路閉塞から高度両側水腎症となり胎児膀胱破裂を来した 1 例 

鳥羽 直弥 （福島県立医科大学） 
54-18【症例報告】  出産後に発症した甲状腺機能低下症の超音波像を発症前後で比較し得た橋本病の 1 症例 
                              伊藤 祐子 （福島県立医科大学） 

54-19【一般演題】  超音波検査士として 短期海外ボランティア経験の報告 
                              渡部 典子  （富岡中央医院） 

 
 

 

５．消化器Ⅱ  15:27-16:17                     

                              座長  石巻赤十字病院消化器内科 赤羽 武弘 

                                  東北労災病院超音波診断室 山下 安夫 

 

54-20【症例報告】  膵神経内分泌腫瘍(NET)症例の造影超音波所見の検討  
                              若月 志保里（秋田厚生医療センター） 

54-21【症例報告】  中腸軸捻転を合併しない腸回転異常症の 1 例  
                              松田 美津子（太田綜合病院附属太田西ノ内病院） 

54-22【症例報告】  外傷後脾仮性動脈瘤の 1 例 
               神馬 夏紀 （秋田赤十字病院） 

54-23【症例報告】 脾動静脈瘻の 1 例 
                   長沼 裕子 （市立横手病院） 
54-24【症例報告】 脾過誤腫の 1 例 
                   吉田 千穂子（平鹿総合病院） 
 

 

６．消化器Ⅲ  16:18-17:34                            
座長  市立横手病院消化器内科    長沼 裕子 

大原綜合病院臨床検査センター 幕田 倫子    
         

54-25【症例報告】 診断に苦慮した von Meyenburg complex(VMC)の１例 
                   渡部 多佳子（秋田赤十字病院） 
54-26【症例報告】 典型的超音波所見を認めた日本住血吸虫症の 1 例 
                   林   学 （福島県立医科大学） 
54-27【症例報告】 急性肝壊死と思われた 1 例—超音波所見を中心に 

               宮部  賢 （秋田厚生医療センター） 
54-28【一般演題】  急性肝不全における広範肝壊死と血流変化に関する考察：病理と画像所見の対比                   

黒田 英克 （岩手医科大学） 
54-29【症例報告】 ほぼ同時期に超音波と CT 検査を施行した門脈ガスの 2 例 

               高橋 あゆみ（栗原中央病院） 
54-30【症例報告】  左側門脈圧亢進症を伴った Cavernomous transformation of the portal vein(CTPV)の 1 例                      

大山 葉子 （秋田厚生医療センター） 
54-31【一般演題】  超音波減衰量イメージングによる非侵襲的肝脂肪定量化～肝線維化と肥満の影響について～                      

藤原 裕大 （岩手医科大学） 
 

 

 

 



 

 
第二会場 （ 4F 小会議室 402 ） 
 
１．循環器・基礎Ⅱ 14:50-15:43                       

座長  医療生協わたり病院内科循環器科 渡部 朋幸 

東北大学大学院医工学研究科   荒川 元孝  

 

54-32【症例報告】 くも膜下出血に伴う，両心室に低収縮を来たしたたこつぼ型心筋症の，経時的変化を捉えた 
1 症例（第 2 報） 

                   大阪 孝子 （秋田県立脳血管研究センター） 
54-33【症例報告】 大動脈狭窄症に対する弁置換後に機械的溶血性貧血を生じた 1 例 
                   赤崎 友美 （弘前大学医学部附属病院） 
54-34【症例報告】 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の 1 例 
                   葛西 智子 （仙台医療センター） 
54-35【症例報告】 心エコーで経過をおえた全身性エリテマトーデス関連心膜・心筋炎の 1 例 
                               武田 美香 （弘前大学医学部附属病院） 
54-36【一般演題】 超音波による心臓計測の時間分解能向上における送信平面波の最適幅の計測 
                   古澤 直也  （東北大学大学院医工学研究科） 
 

 

２．循環器・基礎Ⅲ  15:45-16:28                     

座長  日本海総合病院循環器内科     菅原 重生 

東北医科薬科大学病院総合診療科  大原 貴裕 

 

54-37【症例報告】 左前下行枝の急性心筋梗塞発症後に右冠動脈領域の下部中隔基部に心室中隔穿孔を合併した 1例 
                   小松 真司 （太田綜合病院附属太田西ノ内病院） 
54-38【症例報告】 左室流出路付近に疣贅を認めた感染性心内膜炎の 1 例 
                   氏家 道夫 （医療生協わたり病院） 
54-39【症例報告】 経胸壁心エコーにて肺静脈狭窄を認めた総肺静脈還流異常症修復術後の 1 例 
                               佐藤 ゆかり（福島県立医科大学附属病院） 
54-40【一般演題】 超音波による橈骨動脈の血管径－血圧同位置計測に関する検討 

                工藤 広太 （東北大学大学院工学研究科） 
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