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第57回中国地方会学術集会

WEB会場1

8：55〜9：00　　開会の辞
第 57 回中国地方会学術集会大会長　能祖 一裕

9：00〜10：20　　【新人賞】
座長：畠 二郎（川崎医科大学 検査診断学（内視鏡・超音波））　　　　　　　
　　　大西 秀樹（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器・肝臓内科学）

01 診断に苦慮した肝原発神経内分泌腫瘍の一例
藤井	貴昭1，大西	理乃1，安中	哲也1，門田	一晃2，大野	京太郎3，薮下	和久1

1福山市民病院	内科，2福山市民病院	外科，3福山市民病院	病理診断科

02 Superb Micro-vascular Imaging（SMI）で術前診断しえた胆嚢捻転症の一例
田口	健一1，髙畠	弘行1，山内	陽平2，水野	元夫1

1公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院	消化器内科，
2公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院	臨床検査技術部

03 当院で経験した肝神経内分泌腫瘍5例の超音波所見の検討
奥山	隆貴1，小橋	春彦2，歳森	淳一2，井上	雅文1，原田	亮1，秋田	光洋1，安井	稔博1，
秋元	悠1，沖	健太郎1，吉川	智輝1

1岡山赤十字病院	消化器内科，2岡山赤十字病院	肝臓内科

04 腹部超音波検査で胃壁外性発育形態を認めた胃原発bronchogenic cystの一例
木原	琢也，杉原	誉明，池田	傑，松木	由佳子，永原	天和，大山	賢治，岡野	淳一，磯本	一
鳥取大学医学部附属病院	消化器内科

05 慢性B型肝炎合併von Meyenburg症候群にて肝細胞癌が再発しFusion下にラジオ波焼灼
療法を行った症例

操田	智之，岩堂	昭太，詫間	義隆，植松	周二
広島市立広島市民病院	内科

06 急性胆嚢炎の診断基準に関する検討
伊藤	駿1，畠	二郎2，今村	祐志2，中藤	流以2，今村	かずみ2，高田	珠子3，竹之内	陽子4，
谷口	真由美4，岩﨑	隆一4，妹尾	顕祐4

1川崎医科大学附属病院	良医育成支援センター，2川崎医科大学	検査診断学（内視鏡・超音波），
3三菱三原病院	内科，4川崎医科大学附属病院	中央検査部

07 腹部超音波検査が診断に有用であった小膵癌の1例
山城	有斗1，藤井	雅邦2,3，水川	翔2，安梅	努3，藤岡	真一2,3，塩出	純二2

1岡山済生会総合病院	臨床研修部，2岡山済生会総合病院	内科，
3岡山済生会総合病院	超音波センター
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08 自家末梢血造血幹細胞移植後に多量の腹水貯留を認め特発性難治性腹水が疑われた一例
泉	亮介1，高木	慎太郎2，坂本	愛子2，大屋	一輝2，盛生	慶2，森	奈美2，岡信	秀治2，
辻	恵二2，古川	善也2

1広島赤十字・原爆病院	臨床研修部，2広島赤十字・原爆病院	消化器内科

10：30〜11：05　　【消化器1】
座長：桑木 健志（岡山済生会総合病院 内科）　　　　　　　　　　　　
　　　河岡 友和（広島大学大学院医系科学研究科 消化器・代謝内科学）

09 FNH-like lesionの経過観察中に発生したHCCにCEUSが有用であった1例
松原	夕子1，佐藤	幸恵2，福原	寛之2，佐藤	秀一2

1出雲市立総合医療センター	健康管理センター，2出雲市立総合医療センター	内科

10 自然消失をきたしたと考えられた肝細胞癌の1例
上田	直幸1,3，河岡	友和2，浅田	佳奈1,3，森本	恭子1,3，岡田	友里1,3，小田	綾香1,3，
沖西	由衣1,3，荒瀬	隆司1,3，横崎	典哉3，相方	浩2

1広島大学病院	診療支援部生体検査部門，2広島大学病院	消化器代謝内科，
3広島大学病院	検査部

11 肝部分切除術にて治療し得た肝粘液嚢胞腺癌の1例
矢﨑	友隆，片岡	祐俊，飛田	博史
島根大学医学部附属病院	肝臓内科

12 体外式超音波検査が診断に有用であった悪性腹膜中皮腫の一例
木村	正樹1，畠	二郎2，竹之内	陽子1，谷口	真由美1，岩崎	隆一1，妹尾	顕祐1，小倉	麻衣子1，
中藤	流以2，今村	祐志2，森谷	卓也3

1川崎医科大学附属病院	中央検査部，2川崎医科大学	検査診断学（内視鏡・超音波），
3川崎医科大学	病理学

13 当院における経皮的超音波下ラジオ波焼灼療法20年の現状について
狩山	和也，湧田	暁子，三宅	望，村上	詩歩，能祖	一裕
岡山市立市民病院	消化器内科・肝疾患センター

11：05〜11：47　　【消化器2】
座長：岩堂 昭太（広島市立広島市民病院 内科）　　　　

　　　杉原 誉明（鳥取大学医学部 消化器・腎臓内科学分野）

14 メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例
戸田	由香1，和田	望2，大西	秀樹1,2，竹内	麻梨1，丹羽	知子1，大山	淳史2，白羽	英則2，
高木	章乃夫2，大塚	文男1，岡田	裕之2

1岡山大学病院	超音波診断センター，2岡山大学病院	消化器内科

15 造影超音波検査が診断の一助となった肝瀰漫性大細胞性リンパ腫の一例
矢野	成樹1，河岡	友和1，村上	英介1，今村	道雄1，相方	浩1，黒田	慎太郎2，小林	剛2，
大段	秀樹2，森	馨一3，有廣	光司3

1広島大学病院	消化器・代謝内科，2広島大学病院	消化器・移植外科，
3広島大学病院	病理診断科
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16 非典型的エコー像を呈したリンパ腫の一例
村上	詩歩，能祖	一裕，三宅	望，湧田	暁子，狩山	和也
岡山市立市民病院	消化器内科

17 Meckel憩室内翻による腸重積症の1例
今村	かずみ1，畠	二郎2，竹之内	陽子3，谷口	真由美3，岩崎	隆一3，妹尾	顕祐3，木村	正樹3，
中藤	流以2，今村	祐志2，森谷	卓也4

1川崎医科大学附属病院	内視鏡・超音波センター，2川崎医科大学	検査診断学（内視鏡・超音波），
3川崎医科大学附属病院	中央検査部，4川崎医科大学	病理学

18 腹部エコーで診断し得た空腸重積の一例
佐伯	一成1,3，幸	敬子1，岡藤	友見1，米村	さとみ1，浦野	美佳1，藤井	亜里沙1，重田	匡利2，
久我	貴之2

1山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院	研究検査科	生理検査部門，
2山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院	外科，
3山口大学大学院医学系研究科	消化器内科

19 慢性虚血性腸炎により終末回腸の器質的狭窄をきたした慢性透析患者の1例
勝又	諒3，眞部	紀明1，松原	正樹2，中村	純3，物部	泰昌1,4，河本	博文3，鎌田	智有5，
山辻	知樹2，猶本	良夫2，春間	賢3

1川崎医科大学総合医療センター	中央検査科，2川崎医科大学総合医療センター	外科，
3川崎医科大学総合医療センター	内科2，4川崎医科大学総合医療センター	病理科，
5川崎医科大学総合医療センター	総合健診センター

12：10〜13：00　　ランチョンセミナー1
座長：狩山 和也（岡山市立市民病院 消化器内科）

「エコーは推理だ！」
畠 二郎（川崎医科大学 検査診断学）

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

13：30〜14：20　　特別講演
座長：能祖 一裕（岡山市立市民病院 消化器内科）

「超音波による肝腫瘍診断のための基礎知識 −超音波造影剤の歴史を添
えて−」

飯島 尋子（兵庫医科大学 消化器内科）

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社
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14：30〜15：05　　【消化器3】
座長：髙木 慎太郎（広島赤十字・原爆病院 消化器内科）　　　
　　　佐伯 一成（山口大学大学院医学系研究科 消化器内科学）

20 IDUSで検出後に胆道鏡による直視下生検で診断しえた胆管炎症性ポリープの一例 
川端	一美1，矢田	豊1，阿部	孝1，宮崎	純一1，高田	さゆり1，池尾	光一1，宮本	勇人1，
中川	泰樹1，杉森	聖司2，松尾	祥平3

1阪和住吉総合病院	消化器内科，2大阪市立総合医療センター	消化器内科，
3宝塚市立病院	病理診断科

21 演題取り下げ

22 体外式超音波検査により肝類洞閉塞症候群（SOS）の早期治療が可能であった一例
竹内	麻梨1，大西	秀樹1,2，能勢	資子1，丹羽	知子1，戸田	由香1，大山	淳史2，白羽	英則2，
高木	章乃夫2，大塚	文男1，岡田	裕之2

1岡山大学病院	超音波診断センター，2岡山大学病院	消化器内科

23 ガーゼオーマの1例
谷口	真由美1，畠	二郎2，竹之内	陽子1，岩崎	隆一1，妹尾	顕祐1，小倉	麻衣子1，木村	正樹1，
中藤	流以2，今村	祐志2，森谷	卓也3

1川崎医科大学附属病院	中央検査部，2川崎医科大学	検査診断学（内視鏡・超音波），
3川崎医科大学	病理学

24 術前の評価に超音波検査が有用であった腹腔動脈起始部圧迫症候群の2例
丹羽	知子1，大西	秀樹1,2，竹内	麻梨1，能勢	資子1，戸田	由香1，大山	淳史2，白羽	英則2，
高木	章乃夫2，大塚	文男1，岡田	裕之2

1岡山大学病院	超音波診断センター，2岡山大学病院	消化器内科

15：10〜17：10　　第20回中国地方会講習会

17：10〜　　閉会の辞
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WEB会場2

9：10〜9：38　　【循環器1】
座長：正岡 佳子（広島市立広島市民病院 循環器内科）
　　　太田 哲郎（松江市立病院 循環器内科）　　　　

25 ファロー四徴症術後の遠隔期に喀血と大動脈拡大、左室駆出率低下を来した1例
横濱	ふみ1，杜	徳尚1，赤木	禎治1，黒子	洋介2，小谷	恭弘2，笠原	真悟2，伊藤	浩1

1岡山大学	循環器内科，2岡山大学	心臓血管外科

26 重症大動脈弁閉鎖不全症を呈した大動脈四尖弁の一例
柏原	彩乃，岡	俊治，金川	宗寛，住元	庸二，政田	賢治，下永	貴司，木下	晴之，杉野	浩
独立行政法人国立病院機構呉医療センター中国がんセンター	循環器内科

27 心アミロイドーシス精査で偶発的に発見された三心房心の一例
岡野	祐美1，遠藤	竜也1，三浦	八千代1，村山	由佳1，塩見	千晴1，小野	環2

1岡山市立市民病院	臨床検査技術科，2岡山市立市民病院	循環器内科

28 腹部超音波検査が診断の契機となった感染性心内膜炎の一例
佐藤	友香1，松原	進1，正岡	佳子2，田村	健太郎3，久持	邦和3

1広島逓信病院	放射線室，
2地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院	循環器内科，
3地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院	心臓血管外科

9：38〜10：13　　【循環器2】
座長：田中 伸明（山口大学大学院医学系研究科 保健学専攻病態検査学講座）
　　　西岡 健司（広島市立広島市民病院 循環器内科）　　　　　　　　　　

29 稀有な部位に疣腫が形成された感染性心内膜炎の一例
政田	賢治1，上田	浩德2，小澤	優道3，三井	法真3，宇都宮	裕人4，高橋	信也5

1呉医療センター中国がんセンター	循環器内科，2県立広島病院	循環器内科，
3県立広島病院	心臓血管外科，4広島大学大学院医系科学研究科	循環器内科，
5広島大学大学院医系科学研究科	外科学心臓血管外科

30 感染性心内膜炎による急性心筋梗塞を発症した一例
柏原	彩乃，住元	庸二，金川	宗寛，政田	賢治，下永	貴司，木下	晴之，岡	俊治，杉野	浩
独立行政法人国立病院機構呉医療センター中国がんセンター	循環器内科

31 未指摘の先天性大動脈二尖弁を有する若年男性に発症したStreptococcus Gordoniiによ
る感染性心内膜炎の一例

植木	悠太，小野	環，宮木	亮輔，齋藤	映介，辻	真弘，河村	浩平，時岡	浩二，大江	透，
河合	勇介
岡山市立市民病院	循環器内科
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32 心室中隔穿孔を合併した偽性仮性心室瘤が疑われた1例
徳丸	雄介1，有北	仁美1，森實	晋平1，末田	駿介1，小川	仁美1，辻	奈緒1，西村	勝夢1，
松田	海音1，能美	伸太郎1，正岡	佳子2

1呉共済病院	検査部，2広島市民病院	循環器内科

33 たこつぼ型心筋症によって一過性の左室流出路狭窄を認めショックをきたした1例
宮木	亮輔，小野	環，植木	悠太，辻	真弘，齋藤	映介，河村	浩平，時岡	浩二，大江	透，
河合	勇介
岡山市立市民病院	循環器内科

10：13〜10：48　　【循環器3】
座長：田中屋 真智子（国立病院機構岩国医療センター 循環器内科）　　　　　　
　　　林田 晃寛（社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 循環器内科）

34 高齢HFpEF患者における骨格筋萎縮と左室GLSの関連性の検討
原田	侑，小畠	啓史，大澤	文乃，木下	未来，三上	慎祐
庄原赤十字病院	循環器内科

35 肺カルチノイド切除7年後に多発性肝転移をきたし、重症カルチノイド心疾患を発症した1例
正岡	佳子1，臺	和興1，檜垣	忠直1，西岡	健司1，塩出	宣雄1，吉岡	美紅2，有馬	珠美2，
山本	光子3，山本	正治4

1広島市立広島市民病院	循環器内科，2広島市立広島市民病院	臨床検査部，
3山本内科循環器科	消化器内科，4山本内科循環器科	循環器内科

36 巨大な心臓血管腫の一例
福原	黎，浪崎	秀洋，堀	優花，吉田	大和，中川	三保子，立花	佐和美，池田	和美，
中園	朱実，竹内	正明
産業医科大学病院	臨床検査・輸血部

37 右皮質脳梗塞患者の塞栓源探索にマイクロバブルテストが有用であった一例
三浦	八千代1，遠藤	竜也1，村山	由佳1，岡野	祐美1，塩見	千晴1，辻	真弘2，小野	環2

1岡山市立市民病院	臨床検査技術科，2岡山市立市民病院	循環器内科

38 経皮的冠動脈インターベンション後に上行大動脈内に線状高輝度エコーを認めた一例
田島	貴恵1，奥田	真一2，永井	仁志1，大元	美子1，守田	みゆき1，水上	萌子1，岩根	正樹1，
佐々木	卓哉1，中尾	文昭2，池田	安宏2

1山口県立総合医療センター	中央検査部，2山口県立総合医療センター	循環器内科

10：48〜11：02　　【体表】
座長：眞部 紀明（川崎医科大学総合医療センター 中央検査科）

39 診断に難渋した嚢胞内腫瘤の1例
山口	夏生1，鳥本	愛弓1，難波	浄美1，小柳	京子1，野間	翠2，尾﨑	慎治2，西阪	隆1

1県立広島病院	臨床研究検査科，2県立広島病院	消化器・乳腺・移植外科
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40 甲状腺原発リンパ腫と鑑別を要した好酸球増多を伴う甲状腺硬化性粘表皮癌の一例
岸田	雅之1，小松原	基志1，松浦	宏樹2，平田	香穂里2，大塚	勇輝2，菅波	由有2，能祖	一裕3，
佐々木	恵里佳4

1岡山市立市民病院	内分泌内科，2岡山市立市民病院	総合内科，
3岡山市立市民病院	消化器内科，4岡山大学病院	内分泌内科

11：10〜11：45　　【産婦人科1】
座長：中井 祐一郎（川崎医科大学 産婦人科学１）　　　　
　　　三輪 一知郎（山口県立総合医療センター 産婦人科）

41 術後診断が平滑筋腫ではなかった3症例
根津	優子，徳毛	敬三，川西	貴之，大道	千晶，佐々木	佳子，平松	祐司
岡山市立市民病院	産婦人科

42 胎児心臓腫瘍を契機に母児の結節性硬化症を診断した一症例
前川	亮1，村田	晋1，白蓋	雄一郎1，三原	由実子1，松本	慶子2，松浦	真砂美2，杉野	法広1

1山口大学医学部附属病院	総合周産期母子医療センター，2山口大学医学部附属病院	看護部

43 胎児期に総肺静脈還流異常Ⅲ型と診断し，早期に治療介入し得た一例（腹部断面 での異常構
造に着目する）

田中	奈緒子1，関野	和1，森川	恵司1，玉田	祥子1，上野	尚子1，石田	理1，児玉	順一1，
中川	直美2，佐世	正勝3

1広島市立広島市民病院	産科婦人科，2広島市立広島市民病院	循環器小児科，
3山口県立総合医療センター	産婦人科

44 出生後に総肺静脈還流異常症と診断された児の妊娠30週の胎児心エコー所見
萬	もえ1，沖本	直輝2，多田	克彦2

1医療法人サン・クリニック	産婦人科，
2独立行政法人国立病院機構岡山医療センター	産婦人科

45 横顔面裂および高度の顎骨形成不全を伴ったTreacher-Collins症候群の胎児超音波所見
森川	恵司1，上野	尚子1，田中	奈緒子1，玉田	祥子1，関野	和1，石田	理1，児玉	順一1，
木村	得尚2

1広島市立広島市民病院	産科婦人科，2広島市立広島市民病院	形成外科

12：10〜13：00　　ランチョンセミナー2
座長：河合 勇介（岡山市立市民病院 循環器内科）

「静脈血栓塞栓症の診断と治療」
高谷 陽一（岡山大学病院 循環器内科）

共催：第一三共株式会社
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14：30〜15：05　　【産婦人科2】
座長：正岡 博（医療法人社団正岡病院） 　　　　　　
　　　村田 晋（山口大学医学部附属病院 産科婦人科）

46 胎児期の超音波検査とMRI所見の比較を行った先天性食道閉鎖C型の1例
佐世	正勝，三輪	一知郎，高崎	ひとみ
山口県立総合医療センター	産婦人科

47 胎児食道径の計測とその意義について
伊達	健二郎
広島赤十字・原爆病院	産婦人科

48 胎児上部消化管閉鎖症例の周産期予後
関谷	彩，村田	晋，前川	亮，白蓋	雄一郎，杉野	法広
山口大学	産婦人科

49 羊水過多、胎児甲状腺腫大を認め臍帯静脈穿刺を行った1例
吉田	瑞穂，沖本	直輝，大岡	尚実，塚原	紗耶，熊澤	一真，多田	克彦
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター	産婦人科

50 双胎間輸血症候群に対して胎児鏡下レーザー凝固術（FLP）施行後、双胎貧血多血症のため
FLPを再施行した一例

村田	晋1，白蓋	雄一郎1，松本	慶子2，松浦	真砂美2，三原	由実子1，前川	亮1，杉野	法広1

1山口大学医学部附属病院	産科婦人科，2山口大学医学部附属病院	看護部




