
日本超音波医学会第30回関東甲信越地方会学術集会　一般演題　採択通知
1演題　口演7分＋討論3分

登録
番号

講演分野 セッションテーマ 日にち 時間 講演タイトル

5001 消化器 胆道 10月27日（土）10:50-11:30 悪性疾患と鑑別困難であった良性胆道狭窄の一例
5002 脈管 脈管 10月27日（土）13:30-14:40 肺血栓塞栓症再発の原因と診断された膝窩静脈瘤の1手術例

5003 消化器 膵臓1 10月28日（日）13:20-14:10
ステロイド治療で寛解中の自己免疫性膵炎（AIP）に膵体尾部癌を発症
した1例

5004 運動器 技師奨励賞候補者口演 10月27日（土）10:40-11:30
非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）における骨格筋異常 － 超音
波を用いた解析と評価

5005 循環器 弁膜症とその他 10月28日（日）9:20-10:30
急速な経過で心嚢液の貯留とフィブリン化の進行を認め、心タンポナー
デを呈したSLEの1例

5006 乳腺・甲状腺・体表乳腺・甲状腺・体表 10月27日（土）14:40-15:50 既往の葉状腫瘍に類似した超音波画像を呈した浸潤癌の1例
5007 その他 けんしん・その他 10月28日（日）10:30-11:30 超音波が診断に有用であった尿膜管遺残膿瘍の1例
5008 消化器 消化管 10月27日（土）16:10-17:00 胃神経鞘腫の1例
5009 産婦人科 婦人科、母体合併症ほか 10月27日（土）13:30-14:40 妊娠終了後に画像所見を呈した急性妊娠脂肪肝
5010 基礎 基礎 10月27日（土）10:40-12:00 超音波探触子から送信される超音波
5011 循環器 弁膜症とその他 10月28日（日）9:20-10:30 大動脈弁置換術後に多彩な合併症を併発した一症例
5012 産婦人科 胎児2 10月27日（土）10:10-11:30 胎児超音波検査で先天性静脈管欠損と診断された1例
5013 消化器 膵臓1 10月28日（日）13:20-14:10 診断が困難であった膵神経内分泌腫瘍の1例
5014 消化器 膵臓2 10月28日（日）14:10-15:00 急性膵炎を契機に発見された先天性胆道拡張症・膵胆管合流異常の
5015 乳腺・甲状腺・体表乳腺・甲状腺・体表 10月27日（土）14:40-15:50 経時的観察により嚢胞内乳癌が示唆された１例
5016 産婦人科 胎児1 10月27日（土）9:00-10:10 当院での胎児スクリーニングの現状と課題

5017 その他 けんしん・その他 10月28日（日）10:30-11:30
血友病を背景とし、びまん性尿管壁肥厚を呈した、Subepithelial renal
pelvic hematomaの1例

5018 その他 けんしん・その他 10月28日（日）10:30-11:30 1ｍｍ以下の棘（異物）の超音波像
5019 循環器 弁膜症とその他 10月28日（日）9:20-10:30 大動脈弁二尖弁による大動脈弁閉鎖不全症に弁形成術を施行した1例
5020 循環器 心臓腫瘍 10月27日（土）9:30-10:40 たこつぼ型心筋症の経過をエコーとMRIを用いて経過観察した一例
5021 泌尿器 泌尿器・運動器 10月27日（土）11:30-12:10 運動後急性腎不全を発症した腎性低尿酸血症の1例

5022 循環器 心臓腫瘍 10月27日（土）9:30-10:40
バルーン肺動脈形成術により無事に出産に至った慢性血栓塞栓性肺
高血圧症の一例

5023 消化器 消化管 10月27日（土）16:10-17:00 IgG4関連疾患と診断された胃十二指腸病変の一例
5024 けんしん けんしん・その他 10月28日（日）10:30-11:30 腹部超音波検診で指摘されたIPMNにおける精検の検討
5025 消化器 肝臓1 10月27日（土）9:00-9:50 腹部超音波で診断まで至らなかった肝原発神経内分泌腫瘍の１例

5026 循環器 弁膜症とその他 10月28日（日）9:20-10:30
僧帽弁形成術後にリングと弁輪の離開による僧帽弁逆流が緩徐に増悪
し弁置換術を要した一例

5027 循環器 心臓腫瘍 10月27日（土）9:30-10:40 心エコーで診断に苦慮した右室流出路腫瘤
5028 泌尿器 泌尿器・運動器 10月27日（土）11:30-12:10 腎結核の一例
5029 循環器 弁膜症とその他 10月28日（日）9:20-10:30 心タンポナーデから収縮性心膜炎に移行した一例
5030 乳腺・甲状腺・体表技師奨励賞候補者口演 10月27日（土）10:40-11:30 Luminal乳癌のKi-67と超音波画像の検討
5031 循環器 技師奨励賞候補者口演 10月27日（土）10:40-11:30 超音波診断にて確定できた成人大動脈一尖弁の一例
5032 消化器 技師奨励賞候補者口演 10月27日（土）10:40-11:30 クローン病に対する消化管超音波検査の有用性
5033 泌尿器 泌尿器・運動器 10月27日（土）11:30-12:10 右副腎腫瘍との鑑別を要した後腹膜神経鞘腫の画像所見を振り返る
5034 消化器 胆道 10月27日（土）10:50-11:30 胆嚢内分泌細胞癌の1例
5035 乳腺・甲状腺・体表乳腺・甲状腺・体表 10月27日（土）14:40-15:50 肉芽腫性乳腺炎における臨床と超音波画像の検討
5036 消化器 肝臓1 10月27日（土）9:00-9:50 高エコーの肝内胆管癌（M癌）の1例
5037 脈管 脈管 10月27日（土）13:30-14:40 深部静脈血栓症における静脈径左右差の検討
5038 消化器 肝臓1 10月27日（土）9:00-9:50 若年者の正常肝に発生したAFP上昇を伴う多血性肝腫瘤の一例

5039 消化器 新人賞候補者口演 10月27日（土）9:00-10:30
C型肝炎治療後に肝巨大腫瘍, 腹腔内, 頸部多発リンパ節腫大を呈し,
診断に苦慮した肝原発未分化癌の一例

5040 消化器 肝臓2 10月27日（土）9:50-10:50 下部胆管癌門脈浸潤に対する門脈ステント留置前後にShear Wave
5041 循環器 心臓腫瘍 10月27日（土）9:30-10:40 マイクロバブルテストを併用することにより同定しえた右房内腫瘤の一

5042 消化器 消化管 10月27日（土）16:10-17:00
十二指腸Brunnel腺過形成の1例　嚢胞構造の大きさと描出能の関係に
ついて

5043 基礎 新人賞候補者口演 10月27日（土）9:00-10:30 臓器を追従する小型超音波診断ロボットの開発

5044 基礎 基礎 10月27日（土）10:40-12:00
造影剤投与後の音響放射力インパルスを伴う超音波照射による期外収
縮の誘発

5045 消化器 膵臓2 10月28日（日）14:10-15:00 膵リンパ上皮嚢胞の１例

5046 脈管 脈管 10月27日（土）13:30-14:40
不安定な頸動脈プラークを有する症例におけるプラーク破綻と脳梗塞
の進展に関する検討

5047 消化器 肝臓1 10月27日（土）9:00-9:50 びまん性に脂肪化をきたした巨大肝細胞癌の1例

5048 循環器 新人賞候補者口演 10月27日（土）9:00-10:30
多彩な症状を呈した左房内粘液腫と乳頭状弾性線維腫の重複心臓腫
瘍の一例

5049 消化器 膵臓1 10月28日（日）13:20-14:10 体位変換が有用であった膵インスリノーマの1例
5050 消化器 胆道 10月27日（土）10:50-11:30 腹部超音波検査にて診断しえた非定型的な胆嚢捻転症の一例

5051 基礎 基礎 10月27日（土）10:40-12:00
音響放射力インパルスによる肺損傷についての検討－ウサギを用いた
動物実験－

5052 産婦人科 胎児1 10月27日（土）9:00-10:10 3D超音波検査が診断に有用であった胎児リンパ管腫の2例
5053 循環器 心臓腫瘍 10月27日（土）9:30-10:40 当院における高度左室流出路狭窄の検討
5054 産婦人科 胎児2 10月27日（土）10:10-11:30 出生前診断された鼡径ヘルニアの一例
5055 産婦人科 胎児1 10月27日（土）9:00-10:10 眼球構造の欠損から疑った臨床的無眼球症の一例

5056 消化器 膵臓2 10月28日（日）14:10-15:00
検診腹部超音波検査にて発見した膵充実性偽乳頭状腫瘍（SPN）の1切
除例

5057 産婦人科 婦人科、母体合併症ほか 10月27日（土）13:30-14:40 妊娠32週に前置血管と診断し生児を得た1例
5058 消化器 消化管 10月27日（土）16:10-17:00 巨大ブルンネル腺過形成の1例
5059 乳腺・甲状腺・体表乳腺・甲状腺・体表 10月27日（土）14:40-15:50 短期間で再燃した亜急性甲状腺炎の1例

5060 乳腺・甲状腺・体表乳腺・甲状腺・体表 10月27日（土）14:40-15:50
全自動乳房超音波診断装置(ABUS) が広がり診断に有用であった乳癌
の1例

5061 消化器 肝臓2 10月27日（土）9:50-10:50 薄型コンベックスプローブを用いた2D-SWEによる肝線維化診断の経験
5062 けんしん けんしん・その他 10月28日（日）10:30-11:30 超音波検診で指摘された脾過誤腫の1例



日本超音波医学会第30回関東甲信越地方会学術集会　一般演題　採択通知
1演題　口演7分＋討論3分

登録
番号

講演分野 セッションテーマ 日にち 時間 講演タイトル

5063 泌尿器 技師奨励賞候補者口演 10月27日（土）10:40-11:30 スマートフォン型超音波装置WiZによる膀胱容量計測の検討
5064 乳腺・甲状腺・体表乳腺・甲状腺・体表 10月27日（土）14:40-15:50 甲状腺超音波ルーチン検査における組織弾性の検討

5066 脈管 脈管 10月27日（土）13:30-14:40
膵頭部仮性動脈瘤の破裂を契機に見つかった正中弓状靭帯圧迫症候
群の一例

5067 循環器 心臓腫瘍 10月27日（土）9:30-10:40 心臓原発骨外性粘液型軟骨肉腫の一例

5068 基礎 新人賞候補者口演 10月27日（土）9:00-10:30
超音波およびMRエラストグラフィ両用ファントムの開発における縦波音
速の調整

5069 基礎 基礎 10月27日（土）10:40-12:00
異なる粘性を有する超音波およびMRエラストグラフィ両用ファントムを
用いた剪断波速度の周波数依存性の検討

5070 消化器 膵臓2 10月28日（日）14:10-15:00 術前診断に苦慮した膵原発デスモイド腫瘍の１例
5071 基礎 基礎 10月27日（土）10:40-12:00 筋層の厚さ測定のための機械学習を用いた筋膜の検出

5072 消化器 膵脾・その他 10月27日（土）11:30-12:10
高周波プローブを用いた体外式超音波検査における膵臓のエコーレベ
ルと飲酒歴の関連性について

5073 消化器 胆道 10月27日（土）10:50-11:30 胆嚢腺筋症の経過観察中に発見された胆嚢腺扁平上皮癌の1例
5074 消化器 膵脾・その他 10月27日（土）11:30-12:10 C型肝硬変の経過観察中に発症した悪性リンパ腫の1例

5075 乳腺・甲状腺・体表新人賞候補者口演 10月27日（土）9:00-10:30
著明な乳房肥大を呈し、鑑別診断及び術後フォローの決定に難渋した
右乳房腫瘤の一例

5076 循環器 弁膜症とその他 10月28日（日）9:20-10:30
心室中隔欠損症を起因とした感染性心内膜炎により右肺動脈瘤を合併
しコイル塞栓を施行した１例

5077 基礎 基礎 10月27日（土）10:40-12:00 生体模擬ファントムの粘弾性がせん断波の伝搬に与える影響の検討
5078 消化器 消化管 10月27日（土）16:10-17:00 2cm未満の胃粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診の

5079 消化器 肝臓2 10月27日（土）9:50-10:50
慢性肝疾患におけるShear Wave Elastographyと他の肝硬度マーカーと
の比較検討

5080 循環器 心臓腫瘍 10月27日（土）9:30-10:40 術前鑑別診断に苦慮した左心耳内腫瘤の1例
5081 産婦人科 婦人科、母体合併症ほか 10月27日（土）13:30-14:40 子宮内ガーゼ忘れの超音波所見―扇サイン

5082 運動器 泌尿器・運動器 10月27日（土）11:30-12:10
超音波エラストグラフィーを用いた神経ブロックの効果判定：イヌモデル
を用いた初期経験

5083 循環器 弁膜症とその他 10月28日（日）9:20-10:30
心エコーにて基礎疾患のない右心系感染性心内膜炎の診断を行い、早
期手術に踏み切った一例

5084 消化器 膵臓1 10月28日（日）13:20-14:10 腎細胞癌術後膵転移の2症例

5085 脈管 脈管 10月27日（土）13:30-14:40
超音波造影剤（ソナゾイド）経皮的注入によるリンパ管造影：イヌによる
動物実験

5086 脈管 脈管 10月27日（土）13:30-14:40
造影超音波検画像およびSMIを用いた神経上膜内血流評価：イヌを用
いた動物実験

5087 基礎 基礎 10月27日（土）10:40-12:00 ラット肝臓の機械的粘弾性とせん断波伝播速度の関係性の評価

5088 消化器 膵臓2 10月28日（日）14:10-15:00
急性膵炎を契機に発見されEUS-FNAで診断した膵Solid-
pseudopapillary neoplasmの一例

5089 消化器 膵臓1 10月28日（日）13:20-14:10 検診腹部超音波にて発見した浸潤性膵管癌(stage IA)の1切除例
5090 基礎 新人賞候補者口演 10月27日（土）9:00-10:30 深層学習を用いた2次元超音波ガイド下3次元腫瘍追跡法に関する研
5091 産婦人科 胎児2 10月27日（土）10:10-11:30 血管の観察が診断に有用であった胎児異所性腎の1例
5092 脈管 脈管 10月27日（土）13:30-14:40 超音波検査で下肢静脈血栓が疑われた解剖学的血流障害の一例
5093 乳腺・甲状腺・体表乳腺・甲状腺・体表 10月27日（土）14:40-15:50 Shear wave Elastographyによる乳腺悪性腫瘤診断
5094 産婦人科 胎児2 10月27日（土）10:10-11:30 自然縮小した胎児肺分画症の一例
5095 基礎 新人賞候補者口演 10月27日（土）9:00-10:30 超音波エコーの振幅モーメントを用いた肝線維化推定の精度検討
5096 産婦人科 胎児1 10月27日（土）9:00-10:10 表皮嚢腫との鑑別が困難であった後頭部髄膜瘤の一例
5097 産婦人科 婦人科、母体合併症ほか 10月27日（土）13:30-14:40 妊娠中に急速に増大した腟腫瘤の2例
5098 消化器 肝臓1 10月27日（土）9:00-9:50 肝細胞癌との鑑別が困難だった肝腫瘍の2切除例
5099 基礎 基礎 10月27日（土）10:40-12:00 超音波画像における臓器合成モデル構築のため音響陰影抽出手法
5100 産婦人科 胎児2 10月27日（土）10:10-11:30 胎児心房中隔瘤の1例
5101 産婦人科 婦人科、母体合併症ほか 10月27日（土）13:30-14:40 3cm未満で診断された卵巣悪性腫瘍の7例
5102 けんしん けんしん・その他 10月28日（日）10:30-11:30 乳腺超音波検査で検出し得た微小な浸潤性乳管癌の一例
5103 消化器 膵脾・その他 10月27日（土）11:30-12:10 超音波検査における装置monitor上での過去画像比較の有用性
5104 産婦人科 胎児1 10月27日（土）9:00-10:10 脳室拡大を契機に結節性硬化症の胎児診断に至った一例

5105 消化器 肝臓2 10月27日（土）9:50-10:50
B型肝炎ウイルスによる慢性肝障害に対する肝実質の超音波画像と組
織所見の比較検討

5106 消化器 膵脾・その他 10月27日（土）11:30-12:10 基準断面の統合画像診断を用いた教育効果

5107 産婦人科 胎児2 10月27日（土）10:10-11:30
胎児頻脈に対し、胎児心臓超音波基本断面の異常を契機に動脈管早
期収縮を出生前診断し得た一例

5108 消化器 肝臓2 10月27日（土）9:50-10:50 限局性結節性過形成におけるspoke-wheel patternの描出方法の検討
5109 消化器 肝臓2 10月27日（土）9:50-10:50 2cm以下の肝血管腫に対する血流評価の検討
5110 産婦人科 新人賞候補者口演 10月27日（土）9:00-10:30 妊娠初期超音波検査による双胎間輸血症候群の発症予測についての
5111 産婦人科 婦人科、母体合併症ほか 10月27日（土）13:30-14:40 診断に苦慮した3例の有茎性子宮腫瘍
5112 産婦人科 胎児2 10月27日（土）10:10-11:30 HDlive Flowにより胎児動脈管瘤が明瞭に描出された2症例
5113 産婦人科 婦人科、母体合併症ほか 10月27日（土）13:30-14:40 妊娠中期胎児発育不全における血流評価による娩出時期の検討

5115 泌尿器 新人賞候補者口演 10月27日（土）9:00-10:30
前立腺生検時のTRUS（経直腸エコー的超音波断層法）とPI-RADSの関
連性の検討

5116 産婦人科 胎児2 10月27日（土）10:10-11:30 胎児超音波検査で発見された血管輪の1例
5117 産婦人科 胎児1 10月27日（土）9:00-10:10 超音波断層法で胎児診断された開放型二分脊椎症の一例

5118 産婦人科 胎児1 10月27日（土）9:00-10:10
1st trimester screening(FTS)所見が鼻骨欠損(ANB)のみだった21トリソ
ミー(T21)症例


