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2020 年度 業績一覧（臨床生理機能検査部） 

 

【国際学会】 

 

【国内学会】 

日付 主催 演題名 場所 演者 

2020/9/19 
第 45 回日本乳腺甲状腺超音

波医学会学術集会 

JABTS44 リバイバル 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部会企画 組織型別造影超

音波診断：浸潤性乳管癌充実型 

WEB 三塚幸夫 

2020/10/15 
第 28 回日本乳癌学会学術総

会 

超音波ドプラにより鑑別した Paget 病と乳頭部湿疹の

症例 
WEB 三塚幸夫 

2020/11/26 
第 50 回日本臨床神経生理学

会 
条件変更で MEP が記録できた小児の 2 症例 京都府 杉山邦夫 

2020/12/2 
第 93 回日本超音波医学会学

術集会 

新機能の知識と検査導入への取り組み～shear wave 

elastography（SWE）を例として～ 
WEB 丸山憲一 

2020/12/19 
第 45 回日本超音波検査学会

学術集会 

静脈血栓症による後天性動静脈瘻形成について－超音

波による検討－ 
WEB 八鍬恒芳 

2020/12/19 
第 45 回日本超音波検査学会

学術集会 
診断に苦慮した肝原発神経内分泌腫瘍の一例 WEB 内村智也 

2020/12/19 
第 45 回日本超音波検査学会

学術集会 

腹部超音波検診の標準走査法を考える  －超音波医

学会認定検査士，健診領域の取り組み－ 
WEB 丸山憲一 

2020/12/20 
第 45 回日本超音波検査学会

学術集会 

新機能の知識と検査導入への取り組み～shear wave 

elastography（SWE）を例として～ 
WEB 丸山憲一 

2020/12/20 
第 45 回日本超音波検査学会

学術集会 
私が考える乳腺エコーの教育論 WEB 三塚幸夫 

2020/12/20 
第 18 回東邦脳神経外科セミ

ナー 
急性小脳出血症例における大脳誘発電位の有用性 WEB 山本啓介 

2021/2/18 第 157 回東邦医学会 
脊髄病変患者における術前神経放射線所見と術中の球

海綿体反射の振幅との関係 
東京都 杉山邦夫 
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【刊行論文】 

原著 

原 真弓・三塚幸夫・緒方秀昭 他．乳房自動スキャン超音波検査の有用性 － 手動スキャン超音波検査との比較 －,  

超音波検査技術, 2020; vol.45 No.2 ; 155-167 

 

 

解説および総説 

内 容 著者 

これで万全！緊急を要するエコー所見 肝損傷/ 臨床検査 vol 45(4) ,320-325 丸山憲一

これで万全！緊急を要するエコー所見 急性肝炎/ 臨床検査 vol 45(4) ,334-338 丸山憲一

【US Today 2020 超音波検査・診断最前線-表在(乳腺・甲状腺)領域の最新動向を中心に】表在(乳腺・甲状腺)領域の技術

と臨床の最新動向 乳房超音波検査における血流イメージング技術と臨床応用, INNERVISION 2020.5  三塚幸夫

血管エコーにおける装置設定のキホン/ 超音波検査技術 45(3): 300-309 (2020)  八鍬恒芳

超音波検査報告書の書き方—良い例，悪い例 急性肝炎/ 臨床検査 vol 64(6) ,654-659 丸山憲一

超音波検査報告書の書き方—良い例，悪い例 原発性硬化性胆管炎/ 臨床検査 vol 64(6) ,660-664 内村智也

超音波検査報告書の書き方—良い例，悪い例 自己免疫性膵炎/ 臨床検査 vol 64(6) ,666-671 丸山憲一

超音波検査報告書の書き方—良い例，悪い例 腎盃腎炎/ 臨床検査 vol 64(6) ,672-676 内村智也

乳房超音波検査の教育を考える 信頼される超音波検査とは 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/日本乳癌検診学会誌 2020, 29(2) SEP, 79-82 
三塚幸夫

できる！使いたくなる！腹部エコー 婦人科領域の異常所見/ レジデントノート, 22(14), 2731-2739, 12/2020 丸山憲一

【特集 対比して学ぶ エコー所見で鑑別に悩む疾患 子宮：子宮筋腫と子宮体癌（内膜癌）/ 臨床検査 vol 65(1) ,42-47 丸山憲一

心電図を読む：見逃してはならない波形/ 検査と技術 49(1), 40-46 桝谷直司

 

 

書籍 

内 容 著者 

エキスパートの手元がみえる！血管エコー/羊土社, 12/2020 八鍬恒芳

症候別に学ぶ血管エコーのアプローチ法 検査オーダーからエコーレポートまで/文光堂, 02/2021 八鍬恒芳
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【講演】 

日付 主催 講演名 場所 演者 

2020/9/19 
第 35 回関東甲信越支部 WEB

勉強会 
脳波検査初心者のための電極装着法 WEB 杉山邦夫

2020/10/2 令和 2 年度 臨床検査技師研修 DVT 診断のポイント（超音波検査を中心に） WEB 八鍬恒芳

2020/11/28 
第 57 回日本臨床神経生理学会

技術講習 
極めよう！脳波検査（基礎から判読まで） 京都府 杉山邦夫

2020/12/1 
第 93 回日本超音波医学会学術

集会 

ハンズオンセミナー（血管領域） 中・上級者向け 血管

エコー達人への道 ～  

中上級者向けスーパーライブを交えて～ 「シャント」 

WEB 八鍬恒芳

2020/12/12 第１回 日本睡眠検査学会 脳波計の精度管理 WEB 杉山邦夫

2021/1/20 
腹部エコーマスター講座 

STEP2 アドバンスドセミナー 
消化管エコーの診かた WEB 八鍬恒芳

2021/1/24 JSS 中部第 34 回地方会研修会 
Case-based lecture 「乳房超音波検査のこんな時どうす

る!？」 
WEB 三塚幸夫

2021/1/26 
第 61 回広島乳腺超音波診断カ

ンファレンス 

オンラインの可能性 ～Zoom によるオンラインプレゼ

ンテーションのちょっとしたポイント～ 
WEB 三塚幸夫

2021/2/14 
第 21 回動脈硬化教育フォーラ

ム 
大動脈エコー WEB 八鍬恒芳

2021/2/14 
第 21 回動脈硬化教育フォーラ

ム 
第 25 回診断技術向上セミナー ハンズオンセッション WEB 八鍬恒芳

 


