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2019 年度 業績一覧（臨床生理機能検査部） 

【国際学会】 

日付 主催 演題名 場所 演者 

2019/9/6 

The World Federation for 

Ultrasound in Medicine and 

Biology 2019 Congress 

Provisional results of contrast-enhanced ultrasonography of 

breast tumors                 

(JABTS FLOW-CEUS01 study -part 1-) 

オーストラリア，

メルボルン 
三塚幸夫 

 

【国内学会】 

日付 主催 演題名 場所 演者 

2019/5/18 第 68 回日本医学検査学会 

当院で経験した Creutzfeldt-Jakob 病の 4 症例 

山口県 

丸山俊紀 

シンポジウム 

術中神経モニタリング 整形外科領域 
杉山邦男 

2019/5/24 
第 92 回日本超音波医学会学

術集会 

当院における乳房造影超音波検査 －検査手技とピッ

トホール－ 
東京都 三塚幸夫 

2019/5/25 
第 42 回日本乳腺甲状腺超音

波医学会学術集会 

シンポジウム 

CEUS の広がり診断のポイント 2 

～Evergreen Study における当院の登録症例提示～ 

東京都 三塚幸夫 

2019/6/28 
第 44 回日本睡眠学会定期学

術集会 
中枢性無呼吸が CPAP 装着後に消失した一例 愛知県 佐々木伸章

2019/10/14 
第 41回 SS関東甲信越地方会

学術集会 
超音波検査で経過観察した肝損傷の 1 例 東京都 三塚幸夫 

2019/11/9 
第 29 回日本乳癌検診学会学

術総会 

シンポジウム 

乳房超音波検査の教育を考える ～超音波検査指導技

師の立場から～ 

福井県 三塚幸夫 

2019/11/28 
第 49 回日本臨床神経生理学

会学術大会 

継時的に脳波記録をおこなった下垂体副腎クリーゼの

一例 
福島県 東谷剛志 

2020/1/26 
第 21 回日本 PSG 研究会関

東・北海道支部例会 
CPAP 治療の継続と中断要因について 東京都 東谷剛志 

2020/2/1～ 

2/2 
第 29 回日本乳癌画像研究会 

乳頭部血流の増加から推定しえた Paget 病の一例 

大阪府 三塚幸夫 乳房造影超音波における乳がんの広がり診断に関する

研究（Evergreen Study）における過小評価例の検討 
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【刊行論文】 

原著 

 

解説および総説 

内 容 著者 

【超実践!乳房超音波マニュアル】(第 3 章)乳房超音波検査の臨床 中間型腫瘤/ . Medical technology, 04/2019, P. 56. 三塚幸夫

【超実践!乳房超音波マニュアル】(第 3 章)乳房超音波検査の臨床 エラストグラフィ/. Medical technology, 04/2019, P. 88. 三塚幸夫

【可能性を拡げる超音波診断-令和が診る新時代】乳腺領域における微小血流評価/映像情報 Medical (1346-1354), 51 (5), P. 35. 三塚幸夫

目指せ達人！シャントエコー超入門講座(第 5 回) エコー装置の各ボタンにはどのような機能があるの?/ 透析ケア(1341-

1489), 25 (5), P. 460. 八鍬恒芳

下肢動脈エコーを短時間に精度良く行うためのノウハウ/医学検査 (0915-8669), 66 (j-stage-2), P. 74. 八鍬恒芳

【生理検査における医療安全】生理検査機器の安全管理/臨床検査 (0485-1420), 63 (6), P. 714. 桝谷直司

これから腎泌尿器超音波を始める方のためのレクチャー 腎・泌尿器 初級/ 超音波医学 (1346-1176), 46 (5), P. 409. 丸山憲一

【技師長欄】「東邦大学医療センター大森病院」/ KameraDen「私立医科大学臨床検査技師会誌」(1340-3621), (68), P. 13. 桝谷直司

【この 1 冊で安心!周術期の生理機能検査丸ごとガイド】乳房造影超音波検査のワンポイントアドバイス Medical 

technology (Tokyo. 1973) (0389-1887), 47 (13), P. 1480. 
三塚幸夫

【この 1冊で安心!周術期の生理機能検査丸ごとガイド】周術期における生理検査の実際 術中モニタリング 球海綿体反

射/ Medical Technology (0389-1887), 47 (13), P. 1550. 
杉山邦男

【生理検査-この所見を見逃すな！】腹部エコー/ 臨床検査 (0485-1420), 64 (1), P. 64. 工藤岳秀

【最新の超音波機器 超音波技術のトレンド】Aplio i-series の使用経験/ 臨床病理レビュー 01/2020 三塚幸夫

【最新の超音波機器 超音波技術のトレンド】LOGIQ E10 の試用経験から〜腹部領域〜/臨床病理レビュー 01/2020 丸山憲一

 

 

書籍 

内 容 著者 

改訂第 2 版 これから始める血管エコー【Ⅵ 下肢表在静脈（静脈瘤）】/ MEDICAL VIEW , 03/2020 八鍬恒芳

【実践に活きる臨床心エコー図法】エコーガイド下血管内治療，血管合併症 / 南江堂 , 03/2020 八鍬恒芳
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【講演】 

日付 主催 講演名 場所 演者 

2019/4/28 
第 44 回日本超音波検査学会学

術集会 

Meet the expert 1 達人から学ぶ！超音波所見の書き方 

「乳腺」 

神奈川県 

三塚幸夫

Live でみる！ Aplio の活かし方 最前線（ランチョン

セミナー） 

丸山憲一絶対に見落とさない！ －肝区域の走査法－ 

『検診で“正しく”脂肪肝を 拾い上げるために必要な知

識』 

2019/5/18 第 68 回日本医学検査学会 

エコーライブ“びまん性肝疾患における超音波検査” 脂

肪肝を正確に判定するコツと超音波エラストグラフィ

（SWE；Shear wave elastography）の注意点 

山口県 丸山憲一

2019/6/14 第 189 回東京超音波研究会 超音波の基礎から考える乳房超音波検査 東京都 三塚幸夫

2019/7/6 JSS 北海道第 36 回地方会研修会 もっと伝える超音波検査 乳腺領域 北海道 三塚幸夫

2019/7/20-21 
第 6 回日臨技乳房超音波技術講

習会 

グループ講習 『ハンズオン 2 走査法』 

東京都 

原 真弓

全体講習 『乳房超音波検査用語（腫瘤）』 三塚幸夫

グループ講習 『カテゴリー診断樹に即した診断法（腫

瘤）』 
三塚幸夫

2019/7/28 GE Meet the EXPERT 『ライブセミナー』 東京都 丸山憲一

2019/8/3 第 15 回長野超音波セミナー びまん性肝疾患の超音波検査 長野県 丸山憲一

2019/9/13 第 12 回赤坂乳房超音波勉強会 ドプラ法について 基礎から考えるちょっとしたコツ 東京都 三塚幸夫

2019/9/15-16 
第 12 回乳房超音波医師通常講

習会 

全体講習『超音波の基礎と組織特性』 
東京都 三塚幸夫

グループ講習『ハンズオン 1：画像評価』 

2019/9/22 JSS 九州第 27 回地方会研修会 診断力アップにつながる良・悪性の鑑別ポイント 沖縄県 丸山憲一

2019/9/28 
第 14 回中四国乳房超音波研究

会 
技師の立場から見た乳房超音波検査 岡山県 三塚幸夫

2019/10/6 
日本超音波検査学会第 135 回医

用超音波講義講習会 

一歩進んだ腹部超音波検診のために覚えておきたい婦

人科疾患 
大阪府 丸山憲一

2019/10/20 
日本超音波医学会第 31 回関東

甲信越地方会学術集会 

特別企画「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?－2019」 
東京都 丸山憲一

2019/11/2 第 13 回乳房超音波技術講習会 全体講習『超音波の基礎と組織特性』 東京都 三塚幸夫

2019/11/10 JSS 関西第 32 回地方会研修会 エキスパートによる一歩先をいく腎・婦人科疾患の診方 大阪府 丸山憲一

2019/11/10 JSS 中国第 28 回地方会研修会 腎・泌尿器疾患の典型像と診断の手がかり 鳥取県 三塚幸夫

2019/11/17 
JSS 関東甲信越第 42 回地方会学

術集会 
乳房超音波検査のノウハウ 栃木県 三塚幸夫
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日付 主催 講演名 場所 演者 

2020/12/14 
超音波スクリーニング研修講演

会 2019 五反田 
『ライブセミナー1 肝臓』 東京都 丸山憲一

2019/12/15 第 136 回医用超音波講義講習会 乳腺 何この症例？どう説く？ 東京都 三塚幸夫

2020/1/18 第 131 回腹部エコー研究会 腎臓超音波検査の基礎から実臨床への応用 東京都 丸山憲一

2020/1/26 第 1 回乳腺エコー実践研修会 
乳腺エコーに必要な知識 

長野県 三塚幸夫
初心者ハンズオン講習会 

2020/2/15-16 
第 7 回日臨技乳房超音波技術講

習会 

グループ講習 『ハンズオン 2 走査法』 

東京都 

原 真弓 

グループ講習 『カテゴリー診断樹に即した診断法（腫

瘤）』 
三塚幸夫

 


