日本超音波医学会第 57 回東北地方会学術集会
日
場

時 ： 平成 31 年 3 月 3 日（日） 9 時 15 分 ～ 17 時 20 分
所 ： 仙台市中小企業活性化センター（アエル仙台 5 階）
宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1
大 会 長 ： 仙台医療センター 乳腺外科 渡辺 隆紀
参 加 費 ： 1,500 円
地方会 URL ： http://www.ecei.tohoku.ac.jp/~jsum/
連 絡 先 ： 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野 2-8-8
仙台医療センター 乳腺外科 内
日本超音波医学会第 57 回東北地方会学術集会事務局
担当：茂木 綾子
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】
発表者は会場に設定してある PC による発表をお願いします。
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）
・発表データはスライドサイズ[4：3]でご準備ください。

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（ 5F 多目的ホール ）

第二会場（ 6F ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 1(A)(B) ）

9:15-9:20 開会の挨拶
大会長

渡辺 隆紀

9:20-10:23 消化器 I
座長

長沼 裕子（市立横手病院消化器科）
渡部多佳子(秋田赤十字病院超音波センター)

10:23-10:51 第 20 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）
鬼平

聡（きびら内科クリニック）

10:51-11：51 消化器Ⅱ
座長

10:55-11:50 奨励賞選考委員会

菅野

敦（東北大学病院･消化器内科）

虻江

誠（宮城県立がんセンター消化器内科）

12:00-13:00 ランチョンセミナー

12:00-12:40 運営委員会

共催:第一三共株式会社
講師

角田 博子（聖路加国際病院放射線科）

座長

大貫 幸二（岩手県立中央病院乳腺・内分泌外科）

13:00-14:30 第 35 回講習会
講演 1 13:00-13:45
講師

黒田 英克

座長

鵜飼 克明（仙台医療センター消化器内科）

（岩手医科大学内科学講座消化器内科肝臓分野）

講演 2 13:45-14:30
講師 植野
映（つくば国際ブレストクリニック）
座長 渡辺 隆紀（仙台医療センター乳腺外科）

14:30-14:35 運営委員会からのお知らせ
14:35-14:45 奨励賞表彰式
奨励賞選考委員長

小玉 哲也

14:45-14:50 第 93 回学術集会ﾎﾟｽﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝ表彰式
14:55-16:20 乳腺・甲状腺・小児・筋肉・血液 15:00-16:09 循環器
座長 鈴木 眞一（福島県立医科大学医学部内分泌学講座）
吉澤 晋 （東北大学大学院工学研究科）

16:20-17:13 消化器Ⅲ
座長

野田 裕

（仙台オープン病院消化管・肝胆膵内科）

幕田 倫子（福島県立医科大学附属病院検査部）

17:15-17:20 閉会の挨拶
東北地方会運営委員長

鈴木 眞一

座長

早瀬 敏幸（東北大学流体科学研究所）
渡邉

哲 （山形大学医学部附属病院第一内科）

第一会場 （ 5F 多目的ホール ）
１．消化器 I 9:20- 10:23
座長

57-1【一般演題】

市立横手病院消化器科
長沼 裕子
秋田赤十字病院超音波センター 渡部多佳子

右肋弓下走査における range-ambiguity artifact
石田 秀明 （秋田赤十字病院）

57-2【症例報告】

肝アミロイドーシスの 1 例
高橋 潤

57-3【症例報告】

（秋田赤十字病院）

門脈海綿状変形を認めた本態性血小板増多症に合併した肝外門脈閉塞症の 1 例
岡本 卓也 （岩手医科大学）

57-4【症例報告】

消化管出血で発症した特発性門脈圧亢進症の 1 例
小林 未来 （秋田厚生医療センター）

57-5【症例報告】

Shear wave elastography (SWE)と Superb micro-vascular imaging (SMI)が診断と経過観察に
有用であった急性肝壊死の 1 例
鈴木奈津子 （市立秋田総合病院）

57-6【症例報告】

超音波検査および肝硬度測定で経時的変化を観察し得たガンシクロビルが著効した
単純ヘルペスウイルス非昏睡型急性肝不全の 1 例
阿部 珠美 （岩手医科大学）

２．第 20 回奨励賞審査セッション

10:23-10:51
座長

57-7【一般演題】

東北大学大学院医工学研究科
きびら内科クリニック

小玉 哲也
鬼平 聡

超音波計測による頸動脈内腔表面粗さの高精度推定のための拍動成分除去法の検討
阿部 貴久 （東北大学大学院医工学研究科）

57-8【症例報告】

血栓消失後も高度の右心負荷所見を呈した急性肺塞栓症の 1 例
青木 竜男 （東北大学病院）

３．消化器Ⅱ 10:51-11：51
座長

東北大学病院消化器内科
菅野 敦
宮城県立がんセンター消化器内科 虻江 誠

57-9 【症例報告】 悪性腫瘍を合併した内臓逆位症の 2 例
山中有美子 （秋田赤十字病院）
57-10【症例報告】

膵転移の 2 例：超音波所見を中心に
孝橋 里花 （秋田厚生医療センター）

57-11【症例報告】 頚動脈エコーで頚部食道嚢胞が疑われた 1 例
木村 孝穂 （群馬大学大学院医学系研究科）
57-12【症例報告】

胃内の微小出血描出に超音波検査が有用であった 1 例
幕田 高平 （福島赤十字病院）

57-13【症例報告】

Brunner 腫瘤の 2 例
渡部多佳子 （秋田赤十字病院）

57-14【症例報告】

子宮広間膜裂孔ヘルニアの 1 例：超音波所見を中心に
大山 葉子

（秋田厚生医療センター）

４．乳腺・甲状腺・小児・筋肉・血液

14:55-16:20
座長

57-15【一般演題】

福島県立医科大学医学部内分泌学講座
東北大学大学院工学研究科

鈴木 眞一
吉澤 晋

当院における非浸潤性乳管癌(DCIS)の画像分類別の頻度
渡辺 隆紀 （仙台医療センター）

57-16【一般演題】

30 歳代乳がん超音波検診における技師のカテゴリー判定と組織診断結果の整合性の検討
大渡久美子 （宮城県対がん協会）

57-17【一般演題】

甲状腺内埋没副甲状腺の 6 例

57-18【症例報告】

肝腫瘤の精査で発見された甲状腺濾胞癌の超音波所見

松本 佳子 （福島県立医科大学）
峯
57-19【症例報告】

勇人 （福島県立医科大学）

超音波所見の経時的変化をおった先天性筋性斜頸の自然軽快例
藤井 喜充

57-20【一般演題】

（東北医科薬科大学）

医用超音波による硬膜外麻酔補助のための骨・筋組織からの反射・散乱特性の差異による
胸椎の描出
横山 智大 （東北大学大学院医工学研究科）

57-21【一般演題】

超音波を用いた赤血球集合度と血糖値との相関に関する検討
深瀬 晶予

５．消化器Ⅲ

（東北大学医学部）

16:20-17:13
座長

57-22【症例報告】

仙台オープン病院消化管・肝胆膵内科
福島県立医科大学附属病院検査部

高分化肝細胞癌(HCC)の 2 例
伊藤 恵子 （大曲厚生医療センター）

57-23【症例報告】

原発性悪性肝神経内分泌腫瘍の 1 例
柴田 聡子 （平鹿総合病院）

57-24【症例報告】

胆嚢神経内分泌癌の 1 例
田口 由里 （市立横手病院）

57-25【症例報告】

胆嚢炎による胆嚢出血の 2 例
高橋 秀悟 （秋田厚生医療センター）

57-26【一般演題】

Shear wave elastography における肝嚢胞の timpani 現象
長沼 裕子 （市立横手病院）

野田
幕田

裕
倫子

第二会場 （ 6F セミナールーム 1（A）（B） ）
１．循環器

15:00-16:09
座長

57-27【一般演題】

優

（東北大学工学部）

収縮期初期における心臓壁の螺旋状の動きの検出～高速スペックルトラッキングによる検出～
金井

57-29【一般演題】

浩

（東北大学大学院工学研究科）

なにが Heart Failure with Preserved Ejection Fraction 患者の左室駆出率の経時的変動を
規定するのか？
篠崎

57-30【症例報告】

毅 （仙台医療センター）

心筋症との鑑別を要した心臓原発悪性リンパ腫の 1 例
阿部 武彦 （坂総合病院）

57-31【症例報告】

心臓脂肪腫の 1 例
今

57-32【症例報告】

早瀬 敏幸
渡邉 哲

心筋収縮応答における心室中隔壁微小速度波形の超音波計測のための送信波に関する基礎検討
小原

57-28【一般演題】

東北大学流体科学研究所
山形大学医学部附属病院第一内科

舞子

（平鹿総合病院）

運動負荷心エコーが息切れの原因診断に有用であった心臓転移性腫瘍の 1 症例
髙橋 千里

（仙台医療センター）

