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40周年記念講堂
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第２会場

運営委員会
（9:00 ～ 9:45）

選考委員会
（9:45 ～ 10:15）

附属病院本館（病棟）

学会スケジュール

第 1 会場
40 周年記念講堂

第 2 会場
臨床第 1講義室

8:20 開会挨拶
8:30

座長：中岡 洋子

The Best Imaging Award
01 ～ 05

9:05
9:10

9:00

運営委員会一般演題【循環器①】
06 ～ 11

座長：楠瀬 賢也
9:52
9:55

9:45

選考委員会一般演題【循環器②】
12 ～ 16

座長：齋藤 実
10:15

10:30 10:30
一般演題【消化器①】

17 ～ 21
座長：平岡 淳

特別講演
ランチョンセミナー

講師控室

11:05
11:10 特別講演

超音波デジタル画像のナショナルデータベース構築と
超音波AI 診断の開発

座長：日浅 陽一　演者：工藤 正俊
11:55
12:00

ランチョンセミナー
超音波心エコーを用いた心房細動合併心不全の

病態理解と治療戦略
座長：山口 修　演者：井上 勝次

共催：第一三共株式会社
12:45

13:20

総会・表彰式
13:50

一般演題【消化器②・血管・乳腺他】
22 ～ 26

座長：阿部 雅則

14:00

14:25
14:30

講習会①
乳腺：乳房解剖に基づく検査法・読影法の基礎

座長：渡邊 真由美　演者：何森 亜由美
15:10

講習会②
深部静脈血栓症の血管エコー検査Up-to-date

座長：作岡 南美子　演者：山田 博胤
15:50

講習会③
びまん性肝疾患のエコー診療	up	to	date

座長：耕崎 拓大　演者：廣岡 昌史
16:30

講習会④
心エコー検査で診る成人先天性心疾患
座長：檜垣 高史　演者：赤澤 祐介

17:10 閉会挨拶
17:20

企 業 展 示  10 月 10日（土）8：00～ 17：00　臨床講義棟２F　ロビー
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第 30 回四国地方会学術集会プログラム

第 1 会場（40 周年記念講堂）
愛媛大学医学部臨床講義棟 2F

8:30 ～ 9:05　The Best Imaging Award
座長：中岡 洋子（近森病院 循環器内科）　　　   　

審査委員：中岡 洋子（近森病院 循環器内科）　　 　  　
小川 力（高松赤十字病院 消化器内科）　   　
大森 浩二（JCHOりつりん病院 循環器内科）
久 直史（図南病院）　　　　　  　　 　　 　

01	 経胸壁3D心エコー図検査が有用であった右室ショックリード起因性重症三尖弁閉鎖不全症
の1例

三好 徹，井上 勝次，東 晴彦，上谷 晃由，青野 潤，永井 啓行，西村 和久，池田 俊太郎， 

山口 修

愛媛大学大学院 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学

02	 The	dyssynchrony	induced	myocardial	regurgitation
和氣 大輔 1，檜垣 里江子 1，河内 好子 1，西尾 静子 1，山田 忠克 3，中川 裕彦 2，藤井 昭 2， 

齋藤 実 2

1 喜多医師会病院 生理検査室，2 喜多医師会病院 循環器内科，3 愛媛県立中央病院 循環器内科

03	 左心房内に経静脈的進展をきたした肺原発多型癌の一例
宮﨑 慈大 1，大木元 明義 3，池田 俊太郎 2，濱田 希臣 3，松影 昭一 4

1 愛媛大学医学部附属病院 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座， 
2 愛媛大学医学部附属病院 地域救急医療学講座，3 市立宇和島病院 循環器内科， 
4 市立宇和島病院 病理診断科

04	 経食道心臓超音波検査における左心耳内血栓評価にイソプロテレノール負荷が有用であっ
た1例

高橋 智紀 1，楠瀬 賢也 1，山口 夏美 2，平田 有紀奈 2，西尾 進 2，大櫛 祐一郎 1，瀬野 弘光 1，

林 修司 1，山田 博胤 1，佐田 政隆 1

1 徳島大学 大学院医歯薬学研究部　循環器内科学，2 徳島大学病院 超音波センター



－ 14 －

05	 亜急性甲状腺炎や橋本病急性増悪との鑑別に難渋した甲状腺原発びまん性大細胞型B細胞リ
ンパ腫の1例

宮﨑 万純 1，渡部 杏子 1，神崎 さやか 1，中口 博允 2，三宅 映己 1，廣岡 昌史 3，古川 慎哉 4，

竹下 英次 5，松浦 文三 2，日浅 陽一 1

1 愛媛大学 消化器・代謝・内分泌内科，2 愛媛大学 地域生活習慣病・内分泌学， 
3 愛媛大学 総合診療サポートセンター，4 愛媛大学 総合健康センター， 
5 愛媛大学 地域消化器免疫医療学

9:10 ～ 9:52　一般演題「循環器①」
座長：楠瀬 賢也（徳島大学病院 循環器内科）

06	 本当に我々は肺静脈血流速波形を右上肺静脈で評価しているのか？
馬場 裕一，越智 友梨，弘田 隆省，有馬 直樹，杉浦 健太，久保 亨，山崎 直仁，北岡 裕章

高知大学医学部 老年病・循環器内科

07	 運動負荷心エコー図検査回復期のBrockenbrough現象後に著明な左室内圧較差が出現した
肥大型心筋症の1例

木下 将城 1，井上 勝次 1，東 晴彦 1，上谷 晃由 1，稲葉 慎二 1，青野 潤 1，永井 啓行 1，西村 和久 1，

池田 俊太郎 2，山口 修 1

1 愛媛大学大学院 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座， 
2 愛媛大学大学院 地域救急医療学講座

08	 劇的に心内血栓の形態が変化した急性心筋梗塞の一例
尾原 義和，吉村 由紀，福岡 陽子，谷岡 克敏，山本 克人

高知医療センター 循環器内科

09	 心アミロイドーシス患者におけるrelative	apical	sparing	patternの臨床的意義
河内 好子 1，齋藤 実 2，檜垣 里江子 1，中尾 恭久 3，大木元 明義 4，川上 秀生 5，岡山 秀樹 6，

井上 勝次 3，池田 俊太郎 3，山口 修 3

1 喜多医師会病院 生理検査室，2 喜多医師会病院 循環器内科， 
3 愛媛大学病院大学院 循環器・呼吸器・腎高血圧内科，4 市立宇和島病院 循環器内科， 
5 愛媛県立今治病院 循環器内科，6 愛媛県立中央病院 循環器内科

10	 経カテーテル大動脈弁留置術後に感染性心内膜炎を発症した１例
鹿野 由香理 1，木下 将城 2，濱川 稚菜 1，作岡 南美子 1，宮崎 真紀 1，髙須賀 康宣 1，宮本 仁志 1，

西村 和久 2，井上 勝次 2，山口 修 2

1 愛媛大学医学部附属病院 検査部，2 愛媛大学大学院 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学

11	 心アミロイドーシスのスクリーニングにおけるRelative	apical	sparing	patternを含めたス
コアの有用性

中尾 恭久 1，2，齋藤 実 1，檜垣 里江子 1，大木元 明義 3，川上 秀生 4，日浅 豪 5，岡山 英樹 5，

井上 勝次 2，池田 俊太郎 2，山口 修 2

1 喜多医師会病院 循環器内科，2 愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科，
3 市立宇和島病院 循環器内科，4 県立今治病院 循環器内科，5 県立中央病院 循環器内科
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9:55 ～ 10:30　一般演題「循環器②」
座長：齋藤 実（喜多医師会病院 循環器内科）

12	 TAVI前後で興味深い冠血流波形の変化を呈した一例
中岡 洋子，河本 マリナ，小松 洵也，菅根 裕紀，窪川 涉一，川井 和哉

社会医療法人近森会近森病院 循環器内科

13	 Fontan術後のうっ血肝による胃静脈瘤からの吐血の１例-Fontan術後患者における横断的
超音波検査の重要性-

菅根 裕紀，河本 マリナ，小松 洵也，中岡 洋子，窪川 渉一

社会医療法人近森会近森病院 循環器内科

14	 感染性心内膜炎疑いで加療中に著明な低アルブミン血症をきたし死に至った一例
鈴木 萌子 1，大下 晃 1，風谷 卓郎 1，川上 秀生 1，前田 智治 2

1 愛媛県立今治病院 循環器内科，2 愛媛県立中央病院 病理診断科

15	 肥大型心筋症に心房性僧帽弁閉鎖不全症を合併し，重症心不全を呈した一例
瀬野 弘光 1，楠瀬 賢也 1，谷 彰浩 1，大櫛 祐一郎 1，高橋 智紀 1，山田 博嗣 1，平田 有紀奈 2，

山尾 雅美 2，西尾 進 2，佐田 政隆 1

1 徳島大学病院 循環器内科，2 徳島大学病院 超音波センター

16	 発症時期の異なるMRSAによるデバイス関連感染性心内膜炎の2症例
岡本 奈緒 1，中岡 洋子 2，河本 マリナ 2，小松 洵也 2，菅根 裕紀 2，窪川 渉一 2，川井 和哉 2

1 高知県立　幡多けんみん病院 循環器内科，2 社会医療法人近森会　近森病院 循環器内科

10:30 ～ 11:05　一般演題「消化器①」
座長：平岡 淳（愛媛県立中央病院 消化器内科）

17	 診断に苦慮した転移性肝腫瘍の1例
田中 孝明，廣岡 昌史，行本 敦，中村 由子，渡辺 崇夫，小泉 洋平，吉田 理，徳本 良雄，阿部 雅則，

日浅 陽一

愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学

18	 血栓性微小血管障害症へ治療介入し肝血行動態の変化を捉える事ができたアルコール性肝
硬変の1例

中村 由子，徳本 良雄，広岡 昌史，行本 敦，田中 孝明，渡辺 崇夫，小泉 洋平，吉田 理，阿部 雅則，

日浅 陽一

愛媛大学医学部 消化器・内分泌・代謝内科学

19	 EUS-FNAにて診断し得た腫瘤形成型肝内胆管癌の1例
耕崎 拓大 1，村田 紘子 2，吉岡 玲子 2，宗景 玄祐 2，越智 経浩 2，小笠原 光成 2，野崎 靖子 2，

廣瀬 享 2，谷内 恵介 2，内田 一茂 1，2

1 高知大学医学部附属病院 内視鏡診療部，2 高知大学医学部附属病院 消化器内科
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20	 右側腹部痛を主訴に受診した若年女性
清水 さおり 1，滝川 稚也 2，井上 修志 3

1 独立行政法人国立病院機構高知病院 臨床検査科， 
2 独立行政法人国立病院機構高知病院 産婦人科， 
3 独立行政法人国立病院機構高知病院 消化器内科

21	 Shear	Wave	Elastographyによる食道胃静脈瘤の評価
田中 宏典，平田 圭市郎，田中 貴大，友成 哲，谷口 達哉，高山 哲治

徳島大学大学院医歯薬学研究部 消化器内科

11:10 ～ 11:55　特別講演
座長：日浅 陽一（愛媛大学大学院医学系研究科 消化器・内分泌・代謝内科学）

「超音波デジタル画像のナショナルデータベース構築と 
超音波AI診断の開発」

工藤 正俊（近畿大学医学部消化器内科）

12:00 ～ 12:45　ランチョンセミナー
座長：山口 修（愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 教授）

「超音波心エコーを用いた心房細動合併心不全の病態理解と治療戦略」
井上 勝次（愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 准教授）

共催：第一三共株式会社

13:20 ～ 13:50　総会・表彰式

13:50 ～ 14:25　一般演題「消化器②・血管・乳腺他」
座長：阿部 雅則（愛媛大学大学院医学系研究科 消化器・内分泌・代謝内科学）

22	 造影超音波を施行した肝偽性リンパ腫の1例
越智 裕紀，久門 志敬，丹下 正章，天野 通子，盛田 真，畔元 信明，眞柴 寿枝，横田 智行，

上甲 康二

松山赤十字病院 肝臓・胆のう・膵臓内科

23	 神経内分泌癌との鑑別が困難であった膵腺房細胞癌の1例
湯浅 麻美 1，西尾 進 1，森田 沙瑛 1，松本 力三 1，平田 有紀奈 1，山尾 雅美 1，田中 貴大 2， 

齋藤 裕 3，島田 光生 3，佐田 政隆 1

1 徳島大学病院 超音波センター，2 同 消化器内科，3 同 消化器外科
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24	 多房性嚢胞状腎細胞癌の2症例
松本 力三 1，西尾 進 1，大豆本 圭 2，森田 沙瑛 1，湯浅 麻美 1，平田 有紀奈 1，山尾 雅美 1， 

田中 貴大 3，金山 博臣 2，佐田 政隆 1

1 徳島大学病院 超音波センター，2 徳島大学病院 泌尿器科，3 徳島大学病院 消化器内科

25	 徳島県における胎児超音波スクリーニング向上のための取り組み：施設の集約化の面から
加地 剛，吉本 夏実，祖川 英至，吉田 あつ子，米谷 直人，苛原 稔

徳島大学病院 産科婦人科

26	 汎用ウェブ会議システムを用いた心エコー図検査講習会の試み：ウィズ・コロナ時代の超音
波教育を考える

山田 博胤 1，和田 靖明 2

1 徳島大学大学院医歯薬学研究部 地域循環器内科， 
2 山口大学医学部附属病院 検査部・循環器内科

14:30 ～ 15:10　第 19 回四国地方会講習会①
座長：渡邊 真由美（済生会西条病院 臨床検査科）

「乳腺：乳房解剖に基づく検査法・読影法の基礎」
何森 亜由美（香川医療生活協同組合高松平和病院乳腺外科）

15:10 ～ 15:50　第 19 回四国地方会講習会②
座長：作岡 南美子（愛媛大学医学部附属病院　検査部）

「深部静脈血栓症の血管エコー検査 Up-to-date」
山田 博胤（徳島大学大学院医歯薬学研究部　地域循環器内科学）

15:50 ～ 16:30　第 19 回四国地方会講習会③
座長：耕崎 拓大（高知大学医学部附属病院 内視鏡診療部）

「びまん性肝疾患のエコー診療 up to date」
廣岡 昌史（愛媛大学医学部附属病院総合診療サポートセンター）

16:30 ～ 17:10　第 19 回四国地方会講習会④
座長：檜垣 高史（愛媛大学大学院医学系研究科 地域小児・周産期学）

「心エコー検査で診る成人先天性心疾患」
赤澤 祐介（愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座）
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第 2 会場（臨床第 1 講義室）
愛媛大学医学部臨床講義棟 2F

9:00 ～ 9:45　  運営委員会

9:45 ～ 10:15　選考委員会


