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一般演題発表　循環器

循環器（虚血性心疾患）6月2日　9:00～9:50 第3会場

 座長 渡邊　伸吾（心臓血管研究所付属病院）
  井関　進也（公立豊岡病院）
43-循 -1　心室ペーシングを伴う腎機能低下を合併した不安定狭心症の1例
  原田　　修（関東中央病院）
43-循 -2　心外膜下脂肪厚計測の有用性の証明～多施設共同研究～
  平田有紀奈（徳島大学病院）
43-循 -3　心不全を契機に診断し得た巨大左室後壁瘤の1例
  岩永　　大（労働者健康安全機構　関西労災病院）
43-循 -4　心臓超音波検査にて心サルコイドーシスを疑った中隔枝梗塞の1例
  越知　博之（市立池田病院）
43-循 -5　負荷心電図前の冠動脈エコーが有用であった虚血性心疾患の2例
  山村　展央（市立八幡浜総合病院）

循環器（弁膜症1）6月2日　9:00～9:40 第5会場

 座長 加賀　早苗（北海道大学大学院）
  萬雲　正清（箕面市立病院）
43-循 -6　感染性心内膜炎患者の塞栓症リスク因子の検討
  村山　博紀（トヨタ記念病院）
43-循 -7　心エコー図検査にて経過観察し得た非細菌性血栓性心内膜炎の1例
  妹尾　彰之（徳島赤十字病院）
43-循 -9　大動脈弁置換術後感染性心内膜炎を発症した1例
  御領　里絵（国立循環器病研究センター）
43-循 -10　頻回の経胸壁心エコーにて発見しえた感染性心内膜炎の1例
  津村　京子（住友病院）

循環器（循環器・その他1）6月2日　13:50～14:40 第2会場

 座長 遠藤　竜也（国立病院機構　岡山医療センター）
  山形久美子（渡邊高記念会　西宮渡辺心臓・血管センター）
43-循 -12　左室容量と左室駆出率の測定精度に関する検討
  浪崎　秀洋（産業医科大学病院）
43-循 -13　Heart Modelによる左房容積算出はルーチンに利用できるか
  大平真梨子（国立病院機構　京都医療センター）
43-循 -14　高齢者の上行大動脈径拡大は腹部大動脈瘤の危険因子である
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  風間　知之（山形大学医学部附属病院）
43-循 -15　心臓超音波検査を契機に発見されたバルサルバ洞動脈瘤の2例
  高橋　英紀（竹田健康財団　竹田綜合病院）
43-循 -16　心エコー図検査が診断の契機になったオスラー病の1例
  藤本　正和（香川県立中央病院）

循環器（先天性心疾患1）6月2日　15:00～15:40 第2会場

 座長 戸出　浩之（獨協医科大学埼玉医療センター）
  今川　　昇（京都工場保健会）
43-循 -17　左回旋枝右房瘻合併妊娠の1例
  水元　綾香（国立循環器病研究センター）
43-循 -18　右側相同心に共通肺静脈閉塞を合併した2例
  幸田　愛子（国立循環器病研究センター）
43-循 -19　当院で経験したバルサルバ洞動脈瘤破裂の3症例
  平　真由美（厚生会　仙台厚生病院）
43-循 -20　心外型総肺静脈還流異常症の簡便なスクリーニング法
  古賀　恭子（福岡市立病院機構　福岡市立こども病院）

循環器（循環器・その他2）6月2日　15:00～15:40 第6会場

 座長 中島　英樹（筑波大学附属病院）
  久山　祥子（労働者健康安全機構　関西労災病院）
43-循 -21　経食道超音波検査が有用であった人工弁感染性心内膜炎の1例
  鈴木　若奈（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
43-循 -22　心室中隔欠損症に肺動脈弁の感染性心内膜炎が合併した1症例
  浦園　真司（飯塚病院）
43-循 -23　DVT・PTEの治療中に非細菌性血栓性心内膜炎の出現を認めた1例
  仙崎菜々恵（住友病院）
43-循 -24　血栓溶解療法に伴い左室内血栓の可動性拡大を生じた1例
  加藤夕利奈（みやぎ県南中核病院）

循環器（心機能）6月2日　16:00～17:00 第2会場

 座長 西尾　　進（徳島大学病院）
  小林　康之（群馬県立心臓血管センター）
43-循 -25　川崎病急性期の左室収縮は円周方向より長軸方向に強く低下する
  一宮　千代（徳島県立中央病院）
43-循 -26　TTADと各指標を用いた右心機能評価の検討
  筒井　貴弘（さぬき市民病院）
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43-循 -27　心筋ストレインを用いたTAVIによる心機能の影響
  宮元　祥平（高知医療センター）
43-循 -28　左室駆出率計測時トレースを利用する簡易ストレイン計測法の精度
  岡田　一範（北海道大学　大学院保健科学研究院）
43-循 -29　心筋細胞外容積分画と左室捻転運動の関連性
  齊藤　　央（ 神奈川県立病院機構　神奈川県立循環器呼吸器病センター）
43-循 -30　当院における収縮期僧帽弁輪運動速度の基準範囲について
  堤　由美子（心臓血管研究所付属病院）

循環器（心筋・心膜疾患1）6月2日　16:00～17:00 第6会場

 座長 山村　展央（市立八幡浜総合病院）
  余語　保則（トヨタ記念病院）
43-循 -31　術前心エコー検査を契機に野生型ATTRアミロイドーシスの診断に至った1例
  岩本恵理子（福岡大学病院）
43-循 -32　洞調律で左房内血栓を認めた心アミロイドーシスの1例
  平田　理恵（大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院）
43-循 -33　洞調律下にて左房内血栓を生じた心アミロイドーシスの1例
  岡崎　麻利（国立病院機構　岡山医療センター）
43-循 -34　ペースメーカー植込み後に心囊液とたこつぼ型心筋症を認めた1例
  山本真由美（きつこう会　多根総合病院）
43-循 -35　肝腎移植後にアミロイドーシスと診断され左室肥大が進行した1例
  山本　裕香（岩手医科大学附属病院）
43-循 -36　ミトコンドリア心筋症の兄弟例
  萬雲　正清（箕面市立病院）

循環器（循環器・その他3）6月3日　9:00～9:40 第5会場

 座長 藤田　雅史（みやぎ県南中核病院）
  谷口　京子（近畿大学医学部附属病院）
43-循 -37　右肺動脈原発の未分化多形性肉腫の1例
  清水　　哉（鉄焦会　亀田総合病院）
43-循 -38　肺動脈肉腫により右心負荷を認めた2症例
  生駒　卓宏（群馬大学医学部附属病院）
43-循 -39　心タンポナーデを引き起こした転移性心臓腫瘍の1例
  衣川　尚知（市立池田病院）
43-循 -40　肺動脈弁狭窄症をきたした肺動脈肉腫の1手術例
  平川　大悟（高知大学医学部附属病院）
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循環器（弁膜症2）6月3日　9:00～9:50 第8会場

 座長 髙橋　秀一（恩賜財団　済生会中和病院）
  飯田　典子（筑波大学附属病院）
43-循 -41　術前心臓エコー検査にてパラシュート型僧帽弁を疑った2症例
  竹村盛二朗（近畿大学医学部奈良病院）
43-循 -42　経胸壁心エコーにて検出した半月弁四尖弁の形態および機能的特徴
  松林　正人（三重ハートセンター）
43-循 -43　大動脈弁狭窄症における最大血流速度検出の検討
  遠藤　竜也（国立病院機構　岡山医療センター）
43-循 -44　透析患者における大動脈弁狭窄症の特徴について
  原　　裕子（偕行会　名古屋共立病院）
43-循 -45　急性大動脈解離Stanford A型において急性循環不全を呈した1症例
  山本　理絵（国立病院機構　鹿児島医療センター）

循環器（弁膜症3）6月3日　10:20～11:20 第3会場

 座長 山崎　正之（恩賜財団　済生会支部　大阪府済生会中津病院）
  藤田　晋一（労働者健康安全機構　山陰労災病院）
43-循 -46　経胸壁心エコーで詳細な観察ができた人工弁感染性心内膜炎の1例
  平井　栄梨（静岡県立病院機構　静岡県立総合病院）
43-循 -47　術後早期に発症した大動脈弁位人工弁機能不全の1例
  三﨑なつき（恩賜財団　済生会今治病院）
43-循 -48　大動脈弁位人工弁狭窄の診断に苦慮した1例
  菅井　綾里（新潟大学医歯学総合病院）
43-循 -49　術後早期に生体弁機能不全を心エコー図検査にて評価し得た1例
  細川　千鶴（岡山大学病院）
43-循 -50　TAVI症例におけるEchoNavigatorの有用性と課題
  鈴木　駿輔（静岡県立病院機構　静岡県立総合病院）
43-循 -51　AVR術前評価で下肢挙上負荷にて機能性MR手術併行の評価した1例
  黒川　真悟（国立病院機構　岡山医療センター）

循環器（心筋・心膜疾患2）6月3日　10:50～11:40 第6会場

 座長 鈴木　博英（東京大学医学部附属病院）
  古島　早苗（長崎大学病院）
43-循 -52　拡張期奇異性血流検出が診断に有用であったMVOの2症例
  岩田　詠子（旭川赤十字病院）
43-循 -53　経皮的中隔心筋焼灼術にて心エコーの有用性を再認識した1例
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  金井　美友（愛心会　東宝塚さとう病院）
43-循 -54　若年女性に発症した三尖弁感染性心内膜炎の1例
  辻川　恵美（関西電力病院）
43-循 -55　心室中隔欠損症に伴う感染性心内膜炎の経過を観察しえた1例
  柴本　由香（市立加西病院）
43-循 -56　2D speckle trackingを施行した心膜囊腫の1症例
  福留　裕八（天神会　新古賀病院）

循環器（先天性心疾患2）6月3日　14:20～15:00 第4会場

 座長 岡庭　裕貴（群馬県立心臓血管センター）
  津村　京子（住友病院）
43-循 -57　外科術前検査にて偶然発見された膜性部心室中隔瘤の1例
  永谷　道一（沖縄徳洲会　榛原総合病院）
43-循 -58　胎児期に肺動脈弁欠損症と診断した2例
  荒木　聖子（国立循環器病研究センター）
43-循 -59　胎児期に心房逆位を伴う房室弁交差症と診断された1例
  中村　友香（国立循環器病研究センター）
43-循 -60　右側相同心の肺静脈還流　―胎児診断と出生後診断との比較―
  中本富士子（国立循環器病センター）

循環器（循環器・その他4）6月3日　15:00～16:00 第6会場

 座長 水上　尚子（鹿児島大学病院）
  吉川　淳一（大阪市立大学医学部附属病院）
43-循 -61　維持透析患者の定期心エコー検査で遭遇したCATの1症例
  中岡加奈子（川島会　川島病院）
43-循 -62　心エコーが診断の契機となったCalci�ed Amorphous Tumorの1例
  山岡　　誠（渡辺医学会　桜橋渡辺病院）
43-循 -63　短期間で形成されたcalci�ed amorphous tumorの1症例
  谷本　理香（松山赤十字病院）
43-循 -64　経胸壁心エコー検査を契機に発見された右巨大冠動脈瘤の1例
  中島　康隆（北海道勤労者医療協会　勤医協札幌病院）
43-循 -65　左室内血栓に合併した冠動脈廔の1例
  川口　　港（国立国際医療研究センター病院）
43-循 -66　脳梗塞を契機に心臓超音波検査で発見された転移性心臓腫瘍の1例
  新村　真弓（トヨタ記念病院）



S36 超音波検査技術 vol. 43 Suppl.（2018）

循環器（先天性心疾患3）6月3日　15:50～16:30 第3会場

 座長 藤田　圭二（国立病院機構　四国こどもとおとなの医療センター）
  沖　　都麦（神戸大学医学部附属病院）
43-循 -67　無症候性成人三心房心の1例
  島谷　文彦（尾道市立市民病院）
43-循 -68　心房中隔欠損症で経過観察中に粘液腫を認めた1症例
  元野　睦美（松山赤十字病院）
43-循 -69　老年期に発見された未治療の成人Fallot四徴症の1症例
  森山　祐一（国立病院機構　岡山医療センター）
43-循 -70　冠動脈瘻に伴う多発巨大冠動脈瘤を認めた1例
  小島　光司（JA愛知厚生連　江南厚生病院）
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一般演題発表　血管

血管（四肢静脈）6月2日　10:40～11:40 第5会場

 座長 浅岡　伸光（八尾市立病院）
  喜舎場智之（阪南医療福祉センター　阪南中央病院）
43-血 -1　当院における脳卒中患者の下肢静脈超音波検査について
  吉岡　明治（天理よろづ相談所病院）
43-血 -2　当院での静脈血管・肺塞栓予防に対する取り組み
  中山　　霞（筑波大学附属病院）
43-血 -3　左下腿に巨大潰瘍を形成した内腸骨動静脈瘻の1症例
  齊藤　雪枝（国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院）
43-血 -4　下肢腫脹を主訴とした後腹膜線維症の1例
  藤本　敬久（国立病院機構　高崎総合医療センター）
43-血 -5　悪性腫瘍に合併した鎖骨下静脈血栓で肺血栓塞栓症を呈した2症例
  井手　愛子（長崎大学病院）
43-血 -6　超音波検査が有用であった原発性鎖骨下静脈血栓症の1症例
  瀬戸　茂誉（国立病院機構　東京医療センター）

血管（胸腹部血管）6月2日　13:50～14:40 第6会場

 座長 三木　　俊（東北大学病院）
  手嶋　敏裕（恩賜財団　済生会福岡総合病院）
43-血 -7　狭窄様式が明瞭に描出できた腹腔動脈起始部圧迫症候群の1例
  三浦　大輔（徳洲会　福岡徳洲会病院）
43-血 -8　下大静脈内の血栓にガス像を認めた1例
  上田　彩未（高知医療センター）
43-血 -9　当院における腹部大動脈瘤の計測方法の検討
  大久保洋平（天神会　古賀病院21）
43-血 -10　大動脈解離に合併した脳梗塞にエコー検査が有効であった1症例
  青柳　真一（脳血管研究所　美原記念病院）
43-血 -11　脳梗塞と高血圧を発症し線維筋性異形成が疑われた新生児の1例
  中村　雅美（りんくう総合医療センター）

血管（バスキュラーアクセス1）6月2日　15:00～15:50 第5会場

 座長 菊地　　実（萬田記念病院）
  岩永　　大（労働者健康安全機構　関西労災病院）
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43-血 -12　シャント作製前における中心静脈の血行動態的特徴について
  奥永　明子（近畿中央病院）
43-血 -13　脱血不良例に超音波検査を実施するも責任病変を見逃した1症例
  山本　裕也（心信会　大川バスキュラーアクセス・腎クリニック）
43-血 -14　エコーガイド下にて経皮的血栓除去を行ったシャント不全の1症例
  山本　裕也（心信会　大川バスキュラーアクセス・腎クリニック）
43-血 -15　医療安全からみたシャント穿刺時の橈骨神経浅枝損傷防止の取組み
  桐木　洋明（養生館　苫小牧日翔病院）
43-血 -16　当院のバスキュラーアクセスUS異常所見に対する修復術施行状況
  渡邊　亮司（恩賜財団　済生会今治病院）

血管（頭頸部血管）6月3日　9:00～10:00 第3会場

 座長 嶋田　裕史（福岡大学病院）
  山本　哲也（埼玉医科大学　国際医療センター）
43-血 -17　超音波検査が有用であった巨細胞性動脈炎の4症例
  石川　明子（国立病院機構　東京医療センター）
43-血 -18　頸動脈プラークが塞栓源と考えられた左網膜中心動脈閉塞症の1例
  中村　良幸（国立国際医療研究センター病院）
43-血 -19　Jelly�sh plaqueの動的解析―拍動性血流との関係―
  久米　伸治（広島大学病院）
43-血 -20　頸動脈プラーク潰瘍形成と神経学的症状の有無について
  湯浅　麻美（徳島大学病院）
43-血 -21　原発性副甲状腺機能亢進症における動脈硬化の検討
  濱口　浩敏（北播磨総合医療センター）
43-血 -22　薬物治療による頸動脈プラークの退縮過程を観察し得た1例
  松田美津子（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）

血管（四肢動脈）6月3日　10:20～11:10 第5会場

 座長 内藤　博之（北関東循環器病院）
  山本　真大（健康保険組合連合会　大阪中央病院）
43-血 -23　人工血管術後に非吻合部仮性動脈瘤を来した1例
  玉井佑里恵（国立循環器病研究センター）
43-血 -24　超音波検査が有用であった膝窩動脈瘤の1例
  宮内　隆光（松山赤十字病院）
43-血 -25　浅大腿動脈–腓骨動脈バイパス静脈巨大グラフト瘤の1症例
  宮崎　真紀（愛媛大学医学部附属病院）
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43-血 -26　下肢動脈に散見された線維筋性異形成の1症例
  山岡　弘和（厚生会　仙台厚生病院）
43-血 -27　透析患者の末梢動脈疾患に対する下肢動脈超音波検査の有用性
  塚田　靖憲（恩賜財団　石川県済生会金沢病院）

血管（頭頸部血管・四肢動脈）6月3日　14:30～15:30 第3会場

 座長 中野　英貴（圭春会　小張総合病院）
  木村　尚貴（労働者健康安全機構　大阪労災病院）
43-血 -28　当院におけるカテーテル治療後の医原性合併症のUS診断について
  平方奈津子（市立函館病院）
43-血 -29　橈骨動脈穿刺後の仮性動脈瘤および動静脈瘻合併の1症例
  奈良谷　俊（ 長崎市立病院機構　長崎みなとメディカルセンター）
43-血 -30　超音波検査を契機に発見された大腿深動脈分枝医原性損傷の1症例
  田中祐紀子（愛心会　東宝塚さとう病院）
43-血 -31　術前頸動脈超音波検査時に発見された内頸静脈血栓の1例
  加藤　自正（岡本病院（財団）　京都岡本記念病院）
43-血 -32　頸部内頸動脈遠位部の可動性�apをdetectできた1例
  久米　伸治（広島大学病院）
43-血 -33　頸動脈ステント術後の下肢痛原因検索にエコーが有用であった1例
  平栗　有沙（東邦大学医療センター大橋病院）

血管（バスキュラーアクセス2）6月3日　14:30～15:30 第5会場

 座長 浪崎　秀洋（産業医科大学病院）
  別當　勝紀（伊勢赤十字病院）
43-血 -34　シャント瘤によるシャント血管狭窄の2症例
  菊地　　実（萬田記念病院）
43-血 -35　鎖骨下静脈狭窄部に血栓形成を伴ったシャント静脈高血圧症の1例
  中田　拓史（尽心会　亀井病院）
43-血 -36　鎖骨下に発生した腫瘤による静脈高血圧症の1例
  小林　大樹（労働者健康安全機構　関西労災病院）
43-血 -37　増大するシャント瘤の要因に関する検討～エコーによる形態評価～
  多田　浩章（川島会　川島病院）
43-血 -38　短期間にVAイベントを繰り返すシャント静脈狭窄の形態的特徴
  正木　千晶（川島会　川島病院）
43-血 -39　狭窄を繰り返すVAのエコー経過の1例
  真部　美穂（東北大学病院）
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血管（静脈・バスキュラーアクセス）6月3日　15:45～16:35 第5会場

 座長 渡邊　亮司（恩賜財団　済生会今治病院）
  小林　大樹（労働者健康安全機構　関西労災病院）
43-血 -40　透析患者の開心術後周術期のシャントトラブル発生に関する検討
  熊谷　祐二（浅ノ川　心臓血管センター金沢循環器病院）
43-血 -41　災害時下肢静脈エコーリアルタイム遠隔画像診断システムの開発
  福重　翔太（恩賜財団　済生会熊本病院）
43-血 -42　シャント肢における超音波検査での複数心拍計測の有用性の検討
  八杉　　潤（三祥会　幸町記念病院）
43-血 -43　維持透析患者に対する超音波検査バスキュラーアクセスの管理
  野村　圭佑（クレド　さとうクリニック）
43-血 -44　バスキュラーアクセスエコーにおける検査業務改善の取り組み
  尾形　裕里（恩賜財団　済生会熊本病院）
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一般演題発表　腹部

腹部（膵臓1）6月2日　9:00～9:40 第6会場

 座長 川地　俊明（大垣市民病院）
  有馬　隆幸（恩賜財団　大阪府済生会野江病院）
43-腹 -1　膵原発と考えられたExtra-Gastrointestinal stromal tumorの1例
  山下　　都（川崎医科大学総合医療センター）
43-腹 -2　検診で発見され診断に苦慮した膵神経内分泌腫瘍の1例
  宍戸　淑子（慈泉会　相澤健康センター）
43-腹 -3　膵神経内分泌腫瘍の組織学的悪性度と超音波検査所見の検討
  伊藤　　泉（山梨大学医学部附属病院）
43-腹 -4　膵SPNの超音波所見の検討
  米山　昌司（静岡県立静岡がんセンター）

腹部（小腸1）6月2日　9:00～9:40 第7会場

 座長 浅野　幸宏（成田赤十字病院）
  松原　友紀（生登会　寺元記念病院）
43-腹 -5　小腸憩室穿孔の1例
  田中　勝徳（恩賜財団　宮崎県済生会日向病院）
43-腹 -6　診断に苦慮したランゲルハンス組織球症の1例
  原　　智子（兵庫県立尼崎総合医療センター）
43-腹 -7　IgA血管炎の重症度評価における腹部超音波の有用性の検討
  木本　知沙（静岡県立病院機構　静岡県立こども病院）
43-腹 -8　同時期に発症したロタウイルス感染症に伴う腸重積の4症例
  八木　祥子（沖縄徳洲会　榛原総合病院）

腹部（膵臓2）6月2日　10:00～10:40 第6会場

 座長 三浦　大輔（徳洲会　福岡徳洲会病院）
  山下真理子（大阪市立大学医学部附属病院）
43-腹 -9　膵臓の描出率について
  南里　和秀（静岡県立静岡がんセンター）
43-腹 -10　左側腹部横走査による膵体尾部の描出能の検討
  大井　直樹（磐田市立総合病院）
43-腹 -11　他院から膵頭部腫瘤として紹介された1例
  大橋　泰弘（みやぎ県南中核病院）
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43-腹 -12　膵癌と鑑別が困難であった大腸癌リンパ節転移の膵浸潤の1例
  内海　良太（鉄蕉会　亀田総合病院）

腹部（小腸2）6月2日　11:00～11:40 第8会場

 座長 倉重　佳子（天神会　古賀病院21）
  橋本喜代美（京都社会事業財団　京都桂病院）
43-腹 -13　腸重積で発症した回盲部悪性リンパ腫の1例
  板東　淳子（旭豊会　旭川三愛病院）
43-腹 -14　小腸 In�ammatory �broid polypの1例
  三崎千恵美（厚生会　仙台厚生病院）
43-腹 -15　大量の消化管出血を呈した多血性小腸GISTの1例
  淀川　千尋（あいち肝胆膵ホスピタル）
43-腹 -16　幽門輪温存膵頭十二指腸切除術後に発生した原発性小腸癌の1例
  小林　謙介（誠馨会　新東京病院）

腹部（胆囊・胆道）6月2日　15:00～15:40 第8会場

 座長 松田　英世（友愛会　豊見城中央病院）
  馬場　昭好（石鎚会　田辺中央病院）
43-腹 -17　超音波検査にて特徴的な所見が得られた胆道閉鎖症の2例
  岡村　隆徳（聖マリアンナ医科大学病院）
43-腹 -18　腹部超音波検査で指摘し得た胆管非拡張型膵・胆管合流異常の1例
  近藤　吉将（恩賜財団　済生会今治病院）
43-腹 -19　膵・胆管合流異常に合併した胆囊癌の超音波像に関する検討
  杉山　博子（藤田保健衛生大学病院）
43-腹 -20　肝外胆管走査とファーター乳頭癌，膵鉤部癌のエコー像検討
  小沼　清治（鉄蕉会　亀田京橋クリニック）

腹部（胆囊）6月2日　16:10～16:50 第7会場

 座長 安本　浩二（三重県立総合医療センター）
  長友　昌志（労働者健康安全機構　大阪労災病院）
43-腹 -21　収縮・拡張時の形態を観察し得た多隔壁胆囊の2症例
  小西　　香（山梨大学医学部附属病院）
43-腹 -22　急性胆囊炎に併発した胆囊周囲膿瘍の1例
  鴻野　陽子（旭豊会　旭川三愛病院）
43-腹 -23　腹部超音波検査が診断に有用であった壊疽性胆囊炎の1例
  伊藤　里美（国立国際医療研究センター国府台病院）
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43-腹 -24　胆囊癌と鑑別困難であった黄色肉芽腫性胆囊炎の1例
  白倉　　聡（国立国際医療研究センター病院）

腹部（肝臓1）6月3日　9:00～9:50 第2会場

 座長 田村　悦哉（水色の木もれ陽　肝臓クリニック札幌）
  寺西ふみ子（八尾市立病院）
43-腹 -25　肝硬変と診断された遺伝性出血性末梢血管拡張症（オスラー病）
  寺島　　健（JA新潟県厚生連　小千谷総合病院）
43-腹 -26　当院での腹部超音波・CTで指摘した門脈ガス血症の45例について
  赤星　佑喜（恩賜財団　済生会熊本病院）
43-腹 -27　判定困難な肝硬化性血管腫の1例（回腸GIST併発例）
  永井　　悟（徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院）
43-腹 -28　原発性肝放線菌症の1例
  新井　悠太（鉄蕉会　亀田総合病院）
43-腹 -29　腹部エコー検査にて発見しえた肝エキノコックス症の1例
  廣田　元紀（トヨタ記念病院）

腹部（虫垂・大腸）6月3日　9:00～10:00 第7会場

 座長 山下　　都（川崎医科大学総合医療センター）
  平方奈津子（市立函館病院）
43-腹 -30　胆囊炎経過中に検出し胃癌遠隔期転移とされた虫垂及び小腸病変
  森　　貞浩（相模原赤十字病院）
43-腹 -31　超音波検査が発見の契機となった虫垂子宮内膜症の1例
  町田　直子（相模原赤十字病院）
43-腹 -32　虫垂穿孔との鑑別に苦慮したバリウム盲腸穿孔の1例
  上田　真路（沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院）
43-腹 -33　内視鏡所見と対比した潰瘍性大腸炎での体外式超音波検査の有用性
  丹伊田　卓（JA北海道厚生連　札幌厚生病院）
43-腹 -34　当院における閉塞性大腸癌23例の検討
  大石　武彦（取手北相馬保健医療センター医師会病院）
43-腹 -35　直腸癌に対する超音波検査の描出率と壁深達度評価の検討
  小野寺亜希（苫小牧市立病院）

腹部（肝臓2）6月3日　10:00～10:40 第2会場

 座長 山下　安夫（労働者健康安全機構　東北労災病院）
  関　　　康（市立池田病院）
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43-腹 -36　細胆管細胞癌の超音波画像と病理組織像を比較検討した1例
  沖野久美子（徳洲会　札幌東徳洲会病院）
43-腹 -37　医原生リンパ増殖性疾患の1症例
  吉村　昭宏（恩賜財団　大分県済生会日田病院）
43-腹 -38　RS3PE症候群治療中に発生した肝偽リンパ腫の1例
  友國　淳子（大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院）
43-腹 -39　浸潤性肝悪性リンパ腫の臨床病態および超音波検査所見の検討
  平賀麻衣子（東海大学医学部付属病院）

腹部（腹部造影・エラスト）6月3日　11:00～11:40 第7会場

 座長 井手口　太（福西会　福西会病院）
  塩屋　晋吾（霧島市立医師会医療センター）
43-腹 -40　肝類上皮血管内皮腫の造影超音波1症例
  手嶋　敏裕（恩賜財団　福岡県済生会福岡総合病院）
43-腹 -41　Shear Wave Elastographyの測定条件の設定と安定性の検討
  朝日佳代子（大阪大学医学部附属病院）
43-腹 -42　食前後における肝臓の粘性と門脈血流の関係性
  竹之内陽子（川崎医科大学附属病院）
43-腹 -43　Shear Wave Elastographyにおける計測困難例の検討
  奥田　安範（愛媛県立中央病院）

腹部（泌尿器・その他）6月3日　14:30～15:10 第2会場

 座長 渡辺　秀雄（圭春会　小張総合病院）
  中西　久幸（北里大学病院）
43-腹 -44　尿失禁を主訴に受診した尿道憩室の1例
  分野　秀規（あんしん会　四谷メディカルキューブ）
43-腹 -45　BPHにおける前立腺動脈血流測定の有用性―下部尿路障害の評価―
  佐藤　寛之（日本医科大学多摩永山病院）
43-腹 -46　両側精巣原発悪性リンパ腫の1例
  菅谷　陽平（筑波大学附属病院）
43-腹 -47　精巣上体に発生した炎症性筋線維芽細胞腫瘍の1例
  沖倉　秀明（公立福生病院）

腹部（婦人科・その他）6月3日　14:30～15:10 第7会場

 座長 藤井　　滋（北里大学病院）
  新津　好江（山梨勤労者医療協会　甲府共立病院）
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43-腹 -48　胎児超音波検査にて観察し得た乳児筋線維腫症の1例
  松﨑　俊樹（姫路赤十字病院）
43-腹 -49　後腹膜原発傍神経節腫の1症例
  神山　恭子（国立病院機構　埼玉病院）
43-腹 -50　伝わるUSレポートを目指して
  塩屋　晋吾（霧島市立医師会医療センター）
43-腹 -51　腹部超音波検査の手順書構築の試み
  池地　世起（臼井会　田野病院）

腹部（胃・十二指腸）6月3日　14:30～15:30 第8会場

 座長 古藤　文香（福岡大学西新病院）
  大石　武彦（取手北相馬保険医療センター医師会病院）
43-腹 -52　胃十二指腸潰瘍の超音波検査リンパ節スクリーニングの有用性
  伊藤　将倫（名鉄病院）
43-腹 -53　ストレイン法を用いた正常被験者での胃壁機能評価の検討　第2報
  安本　浩二（三重県立総合医療センター）
43-腹 -54　USによるSMAとAo間の距離と角度から診断したSMA症候群の1例
  喜舎場智之（阪南医療福祉センター　阪南中央病院）
43-腹 -55　十二指腸平滑筋腫の1例
  竹井　絵梨（尾道市立市民病院）
43-腹 -56　巨大Brunner腺過形成の1例
  松本　慎吾（佐賀県医療センター好生館）
43-腹 -57　超音波検査において経過観察し得た急性十二指腸粘膜病変の1例
  長田　　剛（国家公務員共済組合連合会　高松病院）

腹部（腎臓）6月3日　15:30～16:30 第2会場

 座長 加藤　英樹（岡崎市民病院）
  中島　　亮（国立病院機構　高崎総合医療センター）
43-腹 -58　左側臥位による右腎の遊走性が腹痛の原因と診断できた1例
  花村　圭一（横浜市立みなと赤十字病院）
43-腹 -59　感染性囊胞との鑑別を要した腎仮性動脈瘤の1例
  喜舎場智之（阪南医療福祉センター　阪南中央病院）
43-腹 -60　右腎原発悪性リンパ腫の1例
  鳥居　裕太（徳島大学病院）
43-腹 -61　腎細胞癌との鑑別が困難であった腎オンコサイトーマの1例
  齊木　克央（国立病院機構　埼玉病院）
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43-腹 -62　超音波診断によるメタボ腎症の診断率の向上
  長谷川恵美（千葉県勤労者医療協会　千葉健生病院付属まくはり診療所）
43-腹 -63　腎内静脈ドプラ法を用いた腎うっ血の検討
  寺尾　陽子（大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院）
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一般演題発表　体表・検診・管理

体表（軟部組織・その他）6月2日　9:00～9:40 第8会場

 座長 荒谷　浩一（USサポート浜松）
  岡村　隆徳（聖マリアンナ医科大学病院）
43-体 -1　サルコペニアと深部静脈血栓症及び炎症マーカーの関連性
  渡邉　恒夫（岐阜大学医学部附属病院）
43-体 -2　アキレス腱超音波検査の基礎的検討
  渡辺　智暁（文京学院大学大学院）
43-体 -3　アキレス腱による家族性高コレステロール血症の診断能の検証
  道倉　雅仁（国立循環器病研究センター研究所）
43-体 -4　表在性平滑筋肉腫の1例
  諸根　隆行（兵庫県立がんセンター）

体表（乳腺1）6月2日　10:00～10:30 第8会場

 座長 佐藤　恵美（北海道大学病院）
  持冨ゆかり（博愛会　相良病院）
43-体 -5　被包性乳頭癌と診断された男性乳癌の1例
  多久島　新（佐賀県医療センター好生館）
43-体 -6　副乳に発生した葉状腫瘍の1例
  星野　知子（藤田保健衛生大学病院）
43-体 -7　乳房の皮膚に発生した隆起性皮膚線維肉腫の1例
  ハーリー弘子（ひろしま駅前乳腺クリニック）

体表（乳腺2）6月2日　14:20～15:00 第7会場

 座長 松元香緒里（熊本大学医学部附属病院）
  壬生　明美（川口市立医療センター）
43-体 -8　当院における乳腺超音波検査精度管理の取り組み
  吉村　汐里（産業医科大学病院）
43-体 -9　乳腺病変の大きさによるカラードプラ法の有効性についての検討
  岩本　　洋（JA神奈川県厚生連　伊勢原協同病院）
43-体 -10　マンモグラフィ検査で指摘困難だった乳癌症例の特徴
  清水さおり（国立病院機構　四国がんセンター）
43-体 -11　自然経過の追えた乳癌の1例
  平野映里佳（帝京大学ちば総合医療センター）
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体表（甲状腺・その他）6月2日　16:20～17:00 第5会場

 座長 宇治橋善勝（北里大学病院）
  新田　江里（島根大学医学部附属病院）
43-体 -12　病理診断の得られた転移性甲状腺腫瘍の14例
  稲村　慶太（静岡県立静岡がんセンター）
43-体 -13　良性腫瘤との鑑別に苦慮した甲状腺乳頭癌の1例
  深澤佐知子（山梨大学医学部附属病院）
43-体 -14　鑑別に苦慮した乳癌の甲状腺転移1症例
  奥井　悠友（国立病院機構　東京医療センター）
43-体 -15　血管平滑筋腫と他の皮下腫瘤との超音波像の比較検討
  濱田　　靖（国立病院機構　埼玉病院）

体表（乳腺3）6月3日　9:00～9:40 第4会場

 座長 小柳　敬子（新潟県立がんセンター新潟病院）
  吉田　有紀（成田赤十字病院）
43-体 -16　乳腺浸潤性小葉癌症例の検討
  伊藤万里子（川崎市立井田病院）
43-体 -17　Basal-like乳癌の超音波所見
  前田奈緒子（よしもとブレストクリニック）
43-体 -18　乳腺基質産生癌の1例
  上田　信恵（国立病院機構　広島西医療センター）
43-体 -19　膿瘍よりC. kroppenstedtiiが検出された肉芽腫性乳腺炎の1例
  田島　尚美（市立砺波総合病院）

体表（運動器・その他）6月3日　9:00～9:50 第6会場

 座長 石崎　一穂（三井記念病院）
  乙部　克彦（大垣市民病院）
43-体 -20　関節リウマチとリウマチ性多発筋痛症の上肢小関節滑膜炎の比較
  鶴田　克久（ 在日本南プレスビテリアンミッション　淀川キリスト教病院）
43-体 -21　関節エコーにおける検者内・間評価の信頼性に関する多施設調査
  渡邉　恒夫（岐阜大学医学部附属病院）
43-体 -22　乾癬性関節炎に特徴的な超音波所見の検討
  坂野　稜典（北海道大学病院）
43-体 -23　受傷後から器質化の完成まで経過観察した腓腹筋肉離れの1症例
  吉田　大志（苑田会　苑田第三病院）
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43-体 -24　右側背部痛の1例
  北村　拓郎（徳洲会　茅ヶ崎徳洲会病院）

検診・管理（検診・その他）6月2日　13:50～14:40 第5会場

 座長 村上　和広（小豆嶋胃腸科内科クリニック）
  島﨑　　洋（JA北海道厚生連　遠軽厚生病院）
43-体 -25　試験紙法の微量タンパク尿は頸動脈硬化と関連している．
  鈴木　宏佳（松柏会　国際セントラルクリニック）
43-体 -26　腹部超音波検診判定マニュアルを用いた膵臓超音波検診の現状
  湯浅　良太（北海道労働保健管理協会）
43-体 -27　健診超音波における膵囊胞性病変の検討
  杉山早奈江（大久保健診センター）
43-体 -28　腹部超音波検査時の被検者体位とベッド高が及ぼす検者の身体負担
  丸山　　勝（東京逓信病院）
43-体 -29　ソノグラファーの努力が認められる為に，超音波にマネジメントを
  島ノ江信芳（株式会社　コ・メディカル）


