
日本超音波医学会 第 64 回東北地方会学術集会 
 

 日   時 ： 令和 4 年 9 月 11 日（日）9:00 ― 17:10 
 場   所 ： Web 開催（Live 配信のみ） 
 大 会 長 ： 福島県立医科大学 臨床検査医学講座 志村 浩己 
 参 加 費 ： 1,500 円（会員：不課税），1,650 円（非会員：税込み） 

参加登録期間： 令和 4 年 8 月 5 日～9 月 10 日（講習会についても） 
 地方会 URL ： http://www.ecei.tohoku.ac.jp/~jsum/ 
 連 絡 先 ： 〒960-1295 福島県福島市光が丘 1 番地  
        福島県立医科大学 臨床検査医学講座  
        日本超音波医学会第 64 回東北地方会学術集会運営事務局 
        E-mail: jsum-tohoku@senkyo.co.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 4 分の合計 12 分間 

症例報告：1 題につき発表時間 6 分，討論時間 3 分の合計 9 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】 
  一般講演 
   ・発表方法 1.2.について、事前に事務局までご連絡ください. 

1. 学会当日，発表・質疑共に，Zoom ミーティングにてライブで行ってください. 

2. 発表スライドにナレーション（音声）を入力したファイルを事前に事務局へお送りくだ

さい.学会当日，事務局がその音声付発表スライドを発表時に再生します．質疑はライブ

で行います.（提出期間：9 月 1 日～9 月 5 日） 

   ・接続テスト: 9 月 2 日～9 月 3 日 
  奨励賞審査セッション   

・学会当日，発表・質疑共に，Zoom ミーティングにてライブで行ってください． 

・接続テスト: 9 月 2 日～9 月 3 日 

座長へのお願い 
・ご担当セッションの開始時刻 15 分前までにご入室ください． 
・Zoom 画面の名前を，氏名（所属）に入力し直してください． 
・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． 

 
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． 
 ・地方会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（2015 年～2018 年の各 4 月 1 日に認定された方），10 単位（2019 年 4 月 1 日以降に認定さ

れた方）の研修・業績単位が与えられます． 

mailto:jsum-tohoku@senkyo.co.jp%EF%BC%88%E7%AC%AC63


日程表 
第 1 会場 第 2 会場・第 3 会場 

8:50-9:00 開会の挨拶 
大会長 志村 浩己 

 

9:00-9:56 第 27 回奨励賞審査セッション 
座長 志村 浩己（福島県立医科大学医学部臨床検査医学講座） 

小玉 哲也（東北大学大学院医工学研究科） 

東 

10:00-10:45 消化器 I（胆管・胆嚢・門脈） 
座長  赤羽 武弘（石巻赤十字病院消化器内科） 

    阿部 和道（福島県立医科大学医学部消化器内科学講座） 

10:00-10:45 奨励賞選考委員会（第 3 会場） 

10:50-11:47 循環器・基礎 
座長 西山 悟史（山形大学第一内科） 

       齋木 宏文（岩手医科大学医学部小児科学講座循環器小児科学） 

 

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

 講師 杉本 勝俊（東京医科大学臨床医学系消化器内科学分野） 

 座長 阿部 和道（福島県立医科大学医学部消化器内科学講座） 

12:00-13:00 運営委員会（第 3 会場） 

 13:05-14:35 第 42回講習会（第 2 会場） 
講演 I  13:05-13:50 
講師 福成 信博  

（昭和大学横浜市北部病院甲状腺センター・外科） 

座長 志村 浩己（福島県立医科大学医学部臨床検査医学講座） 
講演 II  13:50-14:35 
講師 尾本 きよか 

（自治医科大学附属さいたま医療センター総合医学第１講座） 

座長 鈴木 眞一 （福島県立医科大学甲状腺治療学講座） 
14:40-14:45 運営委員会からのお知らせ 
14:45-14:50 奨励賞表彰式 
奨励賞選考委員長 志村 浩己 

 

14:55-15:16 甲状腺・体表 
座長 鈴木 聡  （福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター） 

佐藤 綾子（福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター） 

 

15:20-16:12 消化器 II (膵臓) 
座長 虻江 誠  （宮城県立がんセンター消化器内科） 

松田 美津子（福島県立医科大学附属病院検査部） 

 

16:15-17:09 消化器 III (肝腫瘍) 
座長  黒田 英克（岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科分野） 

奥山 和夫（山形県立新庄病院消化器内科） 

 

17:10-17:15 閉会の挨拶 
    東北地方会運営委員長 金井 浩 

 



第 64 回東北地方会学術集会 プログラム 
 
１．第 27 回奨励賞審査セッション  9:00-9:56 

座長  福島県立医科大学医学部臨床検査医学講座 志村 浩己 
東北大学大学院医工学研究科        小玉 哲也 

 
64-1 【一般演題】 リンパ行性薬剤送達法における高浸透圧・高粘度溶媒によるリンパ節内薬剤貯留性の向上に

関する超音波画像による解析 
志水 洸太 （東北大学大学院医工学研究科） 

64-2 【一般演題】 光音響/超音波イメージングシステムによる組織中血管密度の定量評価法 
鈴木 陸  （東北大学大学院医工学研究科） 

64-3 【一般演題】 頸動脈内腔表面の粗さ計測における血管拍動によるビーム方向変位の除去法 
山根 綾太 （東北大学大学院医工学研究科） 

64-4 【一般演題】 肝臓における shear wave elastography および shear wave dispersion の臨床検査データとの

関連性の解析 
石橋 伸治 （福島県立医科大学附属病院） 

 
 
２．消化器 I（胆管・胆嚢・門脈） 10:00-10:45 

座長  石巻赤十字病院消化器内科     赤羽 武弘 
福島県立医科大学消化器内科   阿部 和道 

 
64-5 【症例報告】 大腸癌切除後に見られた肝内胆管癌(small duct type)の一例 

松本 朋大 （秋田赤十字病院） 
64-6 【症例報告】 胆嚢管癌の一例 

佐々木 琢 （秋田厚生医療センター） 
64-7 【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胆嚢腺筋症の１例 

奥本 和夫 （山形県立新庄病院） 
64-8 【症例報告】 肝区域腫大を伴った門脈走行異常の一例 

大山 葉子 （秋田厚生医療センター） 
64-9 【症例報告】 腹部超音波検査で診断した特発性門脈ガス血症・腸管気腫症の一例 

渡部 朋幸 （医療生協わたり病院） 
 
３．循環器・基礎 10:50-11:47 

座長  山形大学医学部附属病院第一内科          西山  悟史 
岩手医科大学小児科学講座循環器小児科学 齋木 宏文 

 
64-10【一般演題】 超音波を用いた血管粘弾性推定における内圧の影響の検討 

鈴木 沙綺 （東北大学大学院医工学研究科） 
64-11【一般演題】 低出力パルス超音波による血管新生に超音波照射条件が及ぼす影響 

大内 大輝 （東北大学大学院工学研究科） 
64-12【一般演題】 超音波プローブの素子群での散乱波受信時刻分布を用いた２次元変位推定法の検討 

原 魁星  （東北大学大学院医工学研究科） 
64-13【一般演題】 心筋ストレインレート計測における超音波 RF 信号包絡振幅値の深さ方向分布に起因する 

偏り誤差の補正 
小原 優  （東北大学大学院医工学研究科） 

64-14【症例報告】 右心不全増悪に伴って拡張期三尖弁逆流が出現した１例 
古川 和樹 （仙台医療センター） 



 
 
４．甲状腺・体表  14:55-15:16 

座長 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター  鈴木 聡  
福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター  佐藤 綾子 

 
64-15【一般演題】 びまん性甲状腺腫大をきたした原発不明癌の転移性甲状腺腫瘍の１例 

高間 朗  （南相馬市立総合病院） 

64-16【症例報告】 鼠蹊部に見られた孤立性悪性リンパ腫の一例 

石田 秀明 （秋田赤十字病院） 
 
 
５．消化器 II (膵臓)  15:20-16:12 
 座長  宮城県立がんセンター消化器内科  虻江 誠  

福島県立医科大学附属病院検査部  松田美津子 
 

64-17【一般演題】 ゲル包埋生体組織を対象とした気泡増強 HIFU 加熱における伝播方向焦点走査が気泡および

加熱凝固領域に与える影響 
神野藤颯汰 （東北大学大学院医工学研究科） 

64-18【一般演題】 腫瘍マーカー陰性膵癌例の検討 

山崎 晃汰 （秋田赤十字病院） 

64-19【症例報告】 PanIN（膵上皮内腫瘍性病変）の一例 

本郷麻依子 （大曲中通病院） 

64-20【症例報告】 Amphicrine type, Mixed-neuroendocrine neoplasm の１例 

池田 未緒 （東北大学病院） 

64-21【症例報告】 画像診断で破裂を未然に防いだ脾原発悪性リンパ腫の一例 

岡島なるみ （秋田赤十字病院） 
 
 
６．消化器 III（肝腫瘍）  16:15-17:09 

  座長  岩手医科大学内科学講座消化器内科分野  黒田 英克 
山形県立新庄病院消化器内科       奥本 和夫 

 
64-22【症例報告】 腫瘍の超音波所見の成り立ちを考える上で示唆に富む一例 

三浦 優衣 （秋田厚生医療センター） 
64-23【症例報告】 細胆管細胞癌（CoCC）の一例 

小松 洋  （市立横手病院） 

64-24【症例報告】 肝内細胆管癌の一例 
金子 優  （由利組合総合病院） 

64-25【症例報告】 声門癌治療４年後に発症した MPM(multiple primary malignancies)関連肝細胞癌の１例 
倉光 泰良 （秋田厚生医療センター） 

64-26【症例報告】 MPM:悪性リンパ腫の３年後に発症した原発性肝細胞癌の１例 
長沼 裕子 （市立横手病院） 

64-27【症例報告】 腹部超音波検査にて肝腫瘍として紹介となった下大静脈平滑筋肉腫の１例 
伊藤 麻美 （岩手医科大学附属病院） 
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