プログラム

プログラム 特別企画

特別企画

10 月 18 日（土）

第 3 会場（東館 9 階 研修室 908）
基礎技術研究会
座長：竹内 真一（桐蔭横浜大学 医用工学部 臨床工学科）
内田 武吉（産業技術総合研究所 計測標準研究部門 音響超音波標準研究室）

K-2 超音波安全性指標 TI と MI について
内藤 みわ（日立アロカメディカル株式会社、日超医・機器及び安全委員会）

P32

K-3 高強度超音波測定用堅牢ハイドロホンの開発
椎葉 倫久（桐蔭横浜大学大学院工学研究科医用工学専攻）

P33

K-4 NMIJ における超音波計量標準
内田 武吉（産業技術総合研究所 計測標準研究部門 音響超音波標準研究室）

P33

K-5 ＤＮＡ分子レベルでの超音波キャビテーションの生体作用の検討
吉田 憲司（千葉大学 フロンティア医工学センター）

P34

消化器

P32

新人賞

K-1 音響放射力による診断手法の基礎知識
蜂屋 弘之（東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻）

講習会

13:10 〜 15:10

産婦人科
泌尿器
基礎
体表
循環器
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プログラム 特別企画

特別企画

10 月 19 日（日）

第 1 会場（ホール 500）

講習会

9:00 〜 11:30

【特別企画】けんしん

今日から役立つけんしんエコー

座長：関口 隆三 （東邦大学医療センター大橋病院 放射線科）
中島 美智子（埼玉医科大学 総合診療内科）
神宮字広明 （東京都予防医学協会 検診検査部）

P35

新人賞

演者：白石 周一 （東海大学医学部付属八王子病院 臨床検査技術科）
松田 幸男 （東芝メディカルシステムズ株式会社 超音波営業部）
南里 和秀 （静岡がんセンター 生理検査科）

消化器

15:10 〜 18:00

【特別企画】消化器
「イメージリーディングセッション－この症例をどう撮るか、どう読むか ? －」

産婦人科

座長：森 秀明
（杏林大学医学部第３内科）
小川 眞広 （駿河台日本大学病院内科）
中島 美智子（埼玉医科大学総合診療内科）
症例提示：岡庭
高安
矢吹
若杉

信司 （飯田市立病院消化器内科）
賢太郎（駿河台日本大学病院内科）
美樹 （自衛隊中央病院 臨床検査科）
聡
（亀田総合病院消化器診断科）

泌尿器

コメンテーター：万代 恭嗣（東京山手メディカルセンター）
イメージリーダー：

基礎
体表

【医師】 住野
関口
竹内
藤本

泰清（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）
隆三（東邦大学医療センター大橋病院放射線科）
和男（虎の門病院消化器科）
武利（平塚胃腸病院外科）

【技師】 浅野
河本
鶴岡
丸山

幸宏（成田赤十字病院検査部）
敦夫（東京医科大学放射線診断部）
尚志（三宿病院診療技術部）
憲一（東邦大学医療センター大森病院臨床生理機能検査部）

循環器
− 16 −

P37

プログラム 特別企画

特別企画

10 月 19 日（日）

第 2 会場（ホール 300）
【特別企画】循環器
一度は診ておきたい二次性心筋疾患

講習会

10:10 〜 11:50

座長：原田 昌彦（東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部）
コメンテーター：岩永 史郎（埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科）
P39
P39
P40
P40
P41

新人賞

演者：川井 真
（東京慈恵会医科大学 内科学講座循環器内科）
吉川 浩一 （東邦大学医療センター大橋病院）
林 慶子
（東京女子医科大学病院 循環器内科）
島田 恵
（北里大学北里研究所病院 循環器内科、病理診断科）
小林 さゆき（獨協医科大学越谷病院 循環器内科）

消化器
産婦人科
泌尿器
基礎
体表
循環器
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プログラム 特別企画

第 13 回関東甲信越地方会講習会

10 月 18 日（土）

第 2 会場（ホール 300)

講習会

14:20 〜 15:20

第 13 回関東甲信越地方会講習会 表在血管
座長：大熊 潔（慶應義塾大学 放射線診断科）
超音波ならでは - 超音波の魅力を語る -「表在血管」
演者：金田 智（東京都済生会中央病院 放射線科）

新人賞

15:20 〜 15:50

第 13 回関東甲信越地方会講習会 産婦人科
座長：田中 守（慶應義塾大学医学部産婦人科学教室）

消化器

超音波ならでは - 超音波の魅力を語る -「胎児診断と胎児治療」
演者：宮越 敬（慶應義塾大学医学部産婦人科学教室）
15:50 〜 16:20

産婦人科

P46

泌尿器

第 13 回関東甲信越地方会講習会 基礎
座長：平田 慎之介（東京工業大学大学院機械制御システム専攻）
超音波ならでは - 超音波の魅力を語る -「基礎」
演者：蜂屋 弘之（東京工業大学大学院機械制御システム専攻）

基礎

16:50 〜 17:50

P45

第 13 回関東甲信越地方会講習会 泌尿器科
座長：石塚 修（信州大学医学部泌尿器科学教室）
超音波ならでは - 超音波の魅力を語る -「泌尿器科」
演者：皆川 倫範（信州大学医学部泌尿器科学教室）

16:20 〜 16:50

P45

P46

第 13 回関東甲信越地方会講習会 消化器
座長：水口 安則（国立がん研究センター中央病院 放射線診断科）
超音波ならでは - 超音波の魅力を語る -「消化器」
演者：森 秀明（杏林大学医学部第 3 内科）

体表
循環器
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P47

プログラム 特別企画

第 13 回関東甲信越地方会講習会

10 月 19 日（日）

第 2 会場（ホール 300)
第 13 回関東甲信越地方会講習会 循環器
座長：石塚 尚子（東京女子医科大学附属成人医学センター 循環器内科）
P48

新人賞

全身性疾患に合併する心・血管病変をエコーで診る
演者１）心臓編：芦原 京美（東京女子医科大学病院 循環器内科）
演者２）血管編：原田 昌彦（東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部）

講習会

15:00 〜 16:00

消化器
産婦人科
泌尿器
基礎
体表
循環器
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プログラム 特別企画

一般演題

10 月 18 日（土）

第 1 会場 ( ホール 500)

講習会

09:00 ～ 10:00

消化器 (1)

肝 ( びまん性疾患 )

座長：丸山 紀史（千葉大学大学院医学研究院 消化器・腎臓内科学）
丸山 憲一（東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部）

消 01 造影超音波（CEUS）が診療に寄与した A 型急性肝炎の 1 例

新人賞

山田 悠人（東邦大学医療センター大森病院 消化器内科）

消 02 Virtual Touch Quantification（VTQ）が診断のきっかけとなった特発性
門脈圧亢進症の 1 例
松清 靖（東邦大学医療センター大森病院 消化器内科）

消 03 超音波ドプラが一連のマネージメントに有用であった生体肝移植後慢性肝

消化器

不全の一例
関本 匡（千葉大学医学部附属病院 消化器内科）

消 04 肝組織脂肪化におけるコンベックス・高周波リニアプローブを併用した脂

産婦人科

肪肝所見の検討
伝法 秀幸（虎の門病院分院 臨床検査部）

消 05 慢性肝障害における Precision Imaging の有用性の検討
野口 瑞恵（亀田総合病院 超音波検査室）

10:00 ～ 11:00

消化器 (2)

P59

P59

P60

P60

P61

肝 ( 腫瘤性病変 )

泌尿器

座長：今井 康晴（東京医科大学八王子医療センター 消化器内科）
櫻井 正児（聖マリアンナ医科大学病院 超音波センター）

消 06 一過性に血中ＣＡ１９－９が上昇した肝嚢胞内出血の２例
田中 瑶子（黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 検査部）

基礎

消 07 ガス産生を伴った化膿性肝膿瘍の一例

小沼 清治（総合守谷第一病院 臨床検査部 生理検査室）

消 08 SMI を用いて明瞭な spoke-wheel pattern を描出できた肝限局性結節性
過形成 (FNH)
三宅 瑠璃子（国立がん研究センター中央病院 臨床検査部）

体表

消 09 粒子解析を用いた肝腫瘍の鑑別の検討

松本 直樹（日本大学医学部 消化器肝臓内科）

消 10 HCC（破裂後）摘出標本と水浸法超音波画像を対比する

循環器

井上 誠（大田病院 検査科）

11:00 ～ 11:40

消化器 (3)

P61
P62

P62

P63
P63

肝 ( 線維化診断 )

座長：和久井 紀貴（東邦大学医療センター大森病院 消化器内科）
岡村 隆徳（聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査部 超音波センター）

消 11 超音波弾性法 VTTQ および血清肝線維化マーカーを用いた肝線維化診断の
有用性
福野 よしみ（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 臨床検査部）

消 12 NASH の線維化診断における Heart beat induced strain elastography
（S-Map）の有用性
和久井 紀貴（東邦大学医療センター大森病院 消化器内科）
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P64

P64

10 月 18 日（土）

消 13 NASH モデルラット肝における縦波・横波音速比較
井上 健太（千葉大学大学院 工学研究科）

消化器 (4)

肝 ( 造影① )

講習会

13:10 ～ 14:30

P65

座長：小川 眞広（駿河台日本大学病院 内科）
高梨 昇（東海大学医学部付属八王子病院 中央臨床検査科）
石崎 雅俊（東京慈恵会医科大学附属第三病院 放射線部）

消 15 造影超音波検査が診断に有用であった平滑筋肉腫肝転移の一例
栗原 浩子（栃木県立がんセンター 検査技術部）

消 16 硬化型肝細胞癌の一切除例

消 17 肝 Marginal zone B-cell lymphoma の一例

塩澤 一恵（東邦大学医療センター大森病院 消化器内科、済生会横浜市東部病院 消化器内科）

消 18 超音波にて特異な肝腫瘤像を呈した悪性リンパ腫の１例
消 19 孤立性胆管過誤腫の一例

荻野 悠（東邦大学医療センター大森病院 消化器内科）

14:30 ～ 15:50

消化器(5)

P66
P67
P67
P68

肝(造影②)

消 20 早期肝細胞癌と進行肝細胞癌に対する RFA 後局所再発についての検討
羽尾 義輝（横浜市立大附属市民総合医療センター 消化器病センター）

陰影欠損の比較
二本松 宏美（横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター）

消 22 陽子線治療前後にソナゾイド造影超音波により血流動態を評価し得た肝細
消 23 肝実質内高輝度エコースポットが門脈血栓内石灰化であることが造影超音
波で示唆された一例
工藤 岳秀（東邦大学医療センター大森病院 消化器内科）
松井 太吾（東邦大学医療センター大森病院 消化器内科）

消 25 小児肝外傷における sonazoid 造影超音波検査の経験

岡村 隆徳（聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査部 超音波センター）

15:50 ～ 16:50

消化器 (6)

P70

P70
P71

胆道①

座長：岡庭 信司（飯田市立病院 消化器内科）
山川 仁憲（東京慈恵会医科大学附属病院 放射線部）

消 26 高齢男性亀背体型の胆嚢捻転症 2 例のエコー像について
小沼 清治（総合守谷第一病院 臨床検査部 生理検査室）

消 27 超音波検査にて非典型像を呈し診断に苦慮した胆嚢腺筋腫症の一例
米山 昌司（静岡県立静岡がんセンター 生理検査科）
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P71
P72

循環器

消 24 造影超音波で肝実質内血流障害の経時的変化を観察し得たショック肝の 1 例

P69

体表

胞癌の 1 例
長谷川 直之（筑波大学 消化器内科）

P69

基礎

消 21 多血肝細胞癌における低音圧造影モードと高音圧造影モード間歇撮影での

P68

泌尿器

座長：沼田 和司（横浜市立大学付属市民総合医療センター 消化器病センター）
河本 敦夫（東京医科大学病院 画像診断部）

産婦人科

樋口 真希（虎の門病院 臨床生理検査部）

P66

消化器

大久保 裕直（順天堂大学練馬病院 消化器内科）

P65

新人賞

消 14 肝細胞癌との鑑別が困難であった肝血管筋脂肪腫の一例

プログラム 特別企画

一般演題

プログラム 特別企画

一般演題

10 月 18 日（土）

消 28 造影超音波検査よる TACE 後胆嚢炎の病態把握

高安 賢太郎（駿河台日本大学病院 消化器肝臓内科）

消 29 門脈血流欠損を伴った胆管癌の 2 例

講習会

鵜澤 綾奈（医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院

超音波検査室）

消 30 intraductal papillary neoplasm of the bile duct（IPNB）の 2 切除例
中島 幸恵（国立がん研究センター中央病院 臨床検査部）

新人賞

16:50 ～ 17:40

消化器 (7)

P72
P73
P73

胆道②・その他

座長：青野 茂昭（自衛隊中央病院 内科）
松原 馨（朝日新聞東京本社診療所）

消 31 腹部超音波検査が診断の契機となった原発性硬化性胆管炎の 1 例

消化器

瀧沢 義教（獨協医科大学越谷病院 臨床検査部）

消 32 気腫性胆管炎の一例

大久保 裕直（順天堂大学練馬病院 消化器内科）

消 33 超音波診断装置 8 台同時観察録画システムの構築

産婦人科

櫻井 智生（東京慈恵会医科大学附属病院 超音波診断センター）

消 34 高周波プローブを備えた新型ポケットエコーの使用経験
三浦 隆生（日本大学病院 消化器肝臓内科）

P74
P74
P75
P75

泌尿器

第 2 会場 ( ホール 300)
09:30 ～ 10:25

新人賞応募演題 (1)

基礎・循環器

座長：鈴木 真事（東邦大学医療センター大橋病院 臨床検査部）
吉田 憲司（千葉大学 フロンティア医工学センター）

基礎

新 01 生体模擬ファントム内に円柱型模擬骨を有する場合の超音波による温度上
昇の測定
深澤 昂太（神奈川大学大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻）

新 02 弾性 FDTD-HCE 法を用いた集束超音波照射による肋骨近傍の温度上昇解析
清水 一磨（神奈川大学大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻）

体表

新 03 炎症性疾患に伴う大動脈弁閉鎖不全症に対し、Bentall 手術を施行した 1 例
大久保 健志（榊原記念病院 循環器内科）

新 04 低左心機能を伴う大動脈一尖弁狭窄に対して、ドブタミン負荷エコーによ

循環器

る評価を行った一例
山本 泰士（榊原記念病院 内科）

10:35 ～ 11:30

新人賞応募演題 (2)

P53

P53
P54

P54

産婦人科・消化器

座長：関口 隆三（東邦大学医療センター大橋病院 放射線科）

新 05 子宮下節の開大時期と前置胎盤の出血に関する検討
後藤 未奈子（昭和大学 産婦人科学講座）

新 06 B-Flow を用いた内臓動脈瘤コイル塞栓術後の効果判定
金子 真大（日本大学医学部 消化器肝臓内科）

新 07 腹部超音波検査にて発見された膵周囲リンパ節結核の 1 例
和田 有美子（虎の門病院 消化器内科）
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P55
P55
P56

10 月 18 日（土）

新 08 携帯型超音波診断装置を用いた肝動脈化学塞栓療法（ＴＡＣＥ）術中の
モニタリングの有用性
武井 章矩（駿河台日本大学病院 消化器肝臓内科）
消化器 (8)

講習会

13:10 ～ 14:10

P56

膵

座長：小山 里香子（虎の門病院 消化器内科）
鶴岡 尚志（三宿病院 診療技術部）
高橋 麻里子（亀田総合病院 超音波検査室）

消 36 3 年間の経過観察後切除された転移性肝腫瘍を伴う膵 neuroendocrine
消 37 groove 領域の浸潤性膵管癌の 3 切除例

小林 幸子（国立がん研究センター中央病院 臨床検査部）

消 38 浮腫性急性膵炎の経過中に一過性の膵多発嚢胞性病変を認めた一症例
消 39 超音波内視鏡検査：EUS にて診断した十二指腸乳頭部癌の 1 例
丸山 雅史（長野赤十字病院 消化器内科）

第 3 会場 ( 東館 9 階

P77
P78

研修室 908)

泌尿器

09:00 ～ 09:50

P77

産婦人科
座長：田中 守（慶應義塾大学 医学部 産婦人科学教室）
梅原 永能（国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター）
小澤 克典（国立成育医療研究センター 胎児診療科）

P89

産 02 甲状腺摘出術後のバセドウ病合併妊娠において，胎児甲状腺機能評価を行っ
た 2 症例
兼重 照未（国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター、

基礎

産 01 Twin Amniotic Fluid Discordance 症例の胎児心機能評価による重症化予測

産婦人科

塚本 真（社会福祉法人東京有隣会有隣病院 内科）

P76

消化器

tumor(NET) の 1 例
石山 美奈子（(公財)東京都予防医学協会 生理機能検査科）

P76

新人賞

消 35 診断に難渋した巨大膵神経内分泌癌の１例

プログラム 特別企画

一般演題

P89

東京女子医科大学病院 高血圧・内分泌内科）

2 症例

正木 繭（慶應義塾大学 医学部 産婦人科学教室）

産 04 ケーブルレスプローブを用いた侵襲的検査の安全性

10:00 〜 11:00

P90

泌尿器科 (1)
座長：石塚 修（信州大学 医学部 泌尿器科学教室）

泌 01 腎充実性病変（腎細胞癌、腎血管筋脂肪腫）の詳細検討
石井 勝（亀田総合病院 超音波検査室）

泌 02 乳頭状腎細胞癌のソナゾイド造影超音波所見の検討
橋本 正弘（慶應義塾大学 医学部 放射線科）

泌 03 乳頭状腎細胞癌の一例

嶌森 直子（杏林大学医学部付属病院 臨床検査部）
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P93
P93
P94

循環器

大西 庸子（北里大学病院 総合周産母子成育医療センター産科）

P90

体表

産 03 妊娠中期より広範な胎盤内低エコー領域を認め，異なる胎盤所見を呈した

プログラム 特別企画

一般演題

10 月 18 日（土）

泌 04 腎臓に浸潤したバーキットリンパ腫の一例：転移性腎腫瘍との鑑別点に

講習会

ついて
浦田 毅（杏林大学医学部付属病院 臨床検査部）

泌 05 腎悪性リンパ腫が疑われた 1 症例

田中 崇（東邦大学医療センター大橋病院 臨床生理機能検査部）

11:00 ～ 11:50

P94

P95

泌尿器科 (2)

新人賞

座長：西沢 理（長野県厚生連安曇総合病院 泌尿器科）

泌 06 腎辺縁に hypoechoic cortical rim を認めた一例
宮脇 晴子（杏林大学医学部付属病院 臨床検査部）

泌 07 膀胱 MALT リンパ腫の 1 例

消化器

平野 美穂（がん・感染症センター 都立駒込病院 臨床検査科）

泌 08 気腫性膀胱炎の 1 例

篠﨑 勇介（国立病院機構千葉医療センター 内科）

産婦人科

泌 09 精巣上体 Adenomatoid 腫瘍の 1 例

桜井 正児（聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査部 超音波センター）

15:20 ～ 16:10

P95
P96
P96
P97

基礎
座長：蜂屋 弘之（東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻）

泌尿器

基 01 超音波診断装置でみられる音響流についての基礎的検討
丸山 勝（東京逓信病院 臨床検査科）

基 02 超 広 帯 域 プ ロ ー ブ 特 性 を 活 か す 送 受 信 技 術 ～ Triad Tissue Harmonic

基礎

Imaging ～
谷口 哲哉（コニカミノルタ株式会社 ヘルスケアカンパニー 超音波事業推進部）

基 03 ＰＩＶを用いた定在波音場・集束音場における音響流の観測
植村 友樹（桐蔭横浜大学大学院 工学研究科）

基 04 穿刺アシスト機能の開発 ～ Simple Needle Visualization ～

体表

武田 義浩（コニカミノルタ株式会社 ヘルスケアカンパニー 超音波事業推進部）

16:10 ～ 17:10

体表 (1)

P101

P101

P102
P102

甲状腺・頸部

座長：山田 恵子（がん研有明病院 超音波検査部）

循環器

体 01 当院における小児甲状腺検診の試み

大﨑 吉隆（小山記念病院 放射線科）

体 02 正中頸嚢胞合併甲状腺癌が疑われた 2 例についての検討
神田 美穂（自治医科大学 臨床検査医学）

体 03 甲状腺乳頭癌に対するソナゾイド造影超音波の初めての試み

軸薗 智雄（小山記念病院 甲状腺科、小山記念病院 健康管理センター、日本医科大学 内分泌外科）

体 04 頸動脈エコーで副甲状腺腫瘍が疑われた食道 Zenker 憩室の１例

木村 孝穂（群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学、群馬大学附属病院検査部）

体 05 超音波検査が有用であった新生児の下咽頭梨状窩瘻の 1 例

阿野 千紘（聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査部 超音波センター）
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P105
P105
P106
P106
P107

17:10 ～ 18:00

体表 (2)

プログラム 特別企画

一般演題

10 月 18 日（土）

乳腺・その他

体 06 対策型および任意型検診により発見された乳癌の超音波検査施行状態に

P107
ついて
櫻井 健一（日本大学医学部附属板橋病院 乳腺内分泌外科、医療法人社団藤崎病院外科）

原 由起子（日本大学医学部 乳腺内分泌外科）

体 08 ケロイドに対する保存的治療前後における、acoustic radiation force
impulse を用いた組織硬度測定の試み
山田 祥岳（慶應義塾大学 放射線診断科）

下転移の 1 例
永田 仁（獨協医科大学 第二外科、獨協医科大学 超音波センター）

P108

P109

消化器

体 09 右外腸骨動脈周囲原発 inflammatory myofibroblastic tumor の右大腿皮

P108

新人賞

体 07 造影超音波検査で術前化学療法の効果判定を行った１例

講習会

座長：金田 智（東京都済生会中央病院 放射線科）
富樫 保行（がん研有明病院 超音波検査部）

産婦人科
泌尿器
基礎
体表
循環器
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プログラム 特別企画

一般演題

10 月 19 日（日）

第 1 会場 ( ホール 500)
13:10 ～ 14:10

講習会

消化器 (10)

消化管①

座長：若杉 聡（亀田総合病院 消化器診断科）
浅野 幸宏（成田赤十字病院 検査部生理検査課）

消 45 体外式超音波検査が深達度診断に有用であった早期胃癌の一例

新人賞

尾股 佑（上尾中央総合病院 消化器内科）

消 46 腹部超音波検査が有用だった上部消化管有茎性隆起性病変の 2 例
石井 那奈（亀田総合病院 超音波検査室）

消 47 小児十二指腸壁内血腫の 4 症例

細川 崇洋（埼玉県立小児医療センター 放射線科）

消化器

消 48 術中超音波検査が有用であった、腸間膜膿瘍を伴う小腸型クローン病に対
する腹腔鏡補助下小腸切除の 1 例
永田 仁（獨協医科大学 第二外科、獨協医科大学 超音波センター）

消 49 類似の超音波所見が観察された、同一感染経路の Campylobacter 腸炎の

産婦人科

3例

14:10 ～ 15:00

肥田野 なつき（日本大学医学部附属板橋病院 臨床検査部超音波検査室）

消化器 (11)

P81
P81
P82

P82

P83

消化管②・けんしん

泌尿器

座長：仁平 武（水戸済生会総合病院）
神宮字 広明（東京都予防医学協会 検診検査部）

消 50 上行結腸粘膜下腫瘍の所見を呈した悪性リンパ腫疑いの一例
富澤 稔（国立下志津病院 消化器内科）

消 51 直腸 S 状部癌術後、転移性痔瘻癌が疑われた 1 例

永田 仁（獨協医科大学 第二外科、獨協医科大学 超音波センター）

基礎

消 52 腹部超音波がん検診判定マニュアルの前向き研究（肝疾患）
若杉 聡（亀田総合病院 消化器診断科）

消 53 検診超音波検査にて発見した肝細胞癌の 1 切除例

小針 友理子（(公財)東京都予防医学協会 生理機能検査科）

P83
P84
P84
P85

体表

第 2 会場 ( ホール 300)
09:00 ～ 10:00

消化器 (9)

後腹膜・脾

循環器

座長：中田 典生（東京慈恵会医科大学 放射線医学講座）
竹内 浩司（群馬県立がんセンター 技術部検査課）

消 40 脾過誤腫の１例

岡野 真紀子（国立病院機構 千葉医療センター 臨床検査科）

消 41 超音波検査が有用であった下大静脈由来の平滑筋肉腫 2 切除例
松永 明日香（国立がん研究センター中央病院 臨床検査部）

消 42 膵腫瘍との鑑別が問題となった後腹膜傍神経節腫の 1 切除例
橋本 碧（国立がん研究センター中央病院 臨床検査部）

消 43 後腹膜原発キャッスルマン病の 1 例

岡野 宏美（栃木県立がんセンター 検査技術部）

消 44 腹腔内リンパ節（No.8）腫大で発見されたサルコイドーシスの一例
小川 恭子（虎の門病院 健康管理センター）
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P78
P79
P79
P80
P80

13:10 ～ 14:00

プログラム 特別企画

一般演題

10 月 19 日（日）

循環器 (1)

循 01 透析患者の僧帽弁石灰化を母地として発生したと考えられる左房内腫瘤の
２例

金子 厚子（日本鋼管病院 特殊検査科）
風間 香里（獨協医科大学越谷病院 臨床検査部）

循 03 大動脈弁および大動脈基部に腫瘤が疑われた一例

藤井 崇博（東邦大学医学部内科学講座循環器内科学分野）

循 04 右室流出路狭窄をきたした悪性腫瘍との臨床診断と病理所見とが解離した

14:00 ～ 14:50

知念 大悟（日本医科大学付属病院 循環器内科）

P114

P114

循環器 (2)

循 05 ミトコンドリア病 MELAS と診断された 6 成人症例の心エコー図の特徴
椎名 亮揮（筑波大学附属病院 検査部）

循 06 重症大動脈弁閉鎖不全症に左室心筋非緻密化層を有し経過中たこつぼ型心
循 07 非頻脈性発作性心房粗動のアブレーションにより心不全，拡張機能が改善
した一例
中村 政彦（山梨県立中央病院 循環器内科）
て胸腔鏡下左心耳切除を施行した 1 例
岡村 賢一（筑波記念病院 心臓血管外科）

P116

P116

基礎

循 08 左心耳内 Spontaneous Echo Contrast を伴う再発性心原性脳梗塞に対し

P115

泌尿器

筋症を合併した一例
栗原 明日香（獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管内科）

P115

産婦人科

座長：本間 博 （日本医科大学 循環器内科）
黒川 文夫（東京女子医科大学 中央検査部 心臓超音波検査室）

消化器

一例

P113

新人賞

循 02 大動脈弁、僧帽弁、肺動脈弁の３弁に疣腫を認めた心室中隔欠損症の１例

P113

講習会

座長：安 隆則 （獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管内科）
飯田 典子（筑波大学附属病院 検査部）

体表
循環器
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プログラム 特別企画

ランチョンセミナー

講習会

10 月 18 日（土）12：00 〜 13：00
第 1 会場（ホール 500）

新人賞

ランチョンセミナー (1)

共催：日立アロカメディカル株式会社

「血管はどこまでも診える！
！ ライブデモによる腹部下肢静脈検査のアプローチ」
座長：金田 智 （東京都済生会中央病院 放射線科）
演者：山本 哲也（埼玉医科大学国際医療センター 中央検査部）

消化器

第２会場（ホール 300）
ランチョンセミナー (2)

共催：第一三共株式会社

産婦人科

「超音波ならでは - ソナゾイド造影超音波の魅力を語る -」
座長：水口 安則（国立がん研究センター中央病院 放射線診断科）
演者：沼田 和司（横浜市立大学付属市民総合医療センター 消化器病センター）

泌尿器
基礎

10 月 19 日（日）12：00 〜 13：00
第 1 会場（ホール 500）
ランチョンセミナー (3)

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

体表

座長：金田 智（東京都済生会中央病院 放射線科）
｢超音波による肝臓の診断と治療へのアプローチ」
演者：杉本 勝俊（東京医科大学 消化器内科）

循環器

「Aplio Platinum シリーズの最新技術～ SMI から Shear Wave まで～」
演者：浜田 聡明（東芝メディカルシステムズ株式会社）
第２会場（ホール 300）
ランチョンセミナー (4)

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

｢設定上手は検査上手～症例とライブデモから学ぶ血管エコーの極意～」
座長：中島 哲 （国立がん研究センター中央病院）
演者：八鍬 恒芳（東邦大学医療センター大森病院）
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