
【 第2・3会場 】　　 401・402号室

発表順 抄録集No 発表開始 発表終了 演題名 氏名 施設名

1 生理-1 9:00 9:09
当センターにおける脳波検査の現状
～新病院移転に向けて～

益子　明子 埼玉県立小児医療センター

2 生理-2 9:09 9:18 聴神経腫瘍摘出における術中モニタリングの一症例 松本　実華
自治医科大学附属
さいたま医療センター

3 生理-3 9:18 9:27
ウォッチパットの使用経験
PSGとの比較検討

高橋　彩香
自治医科大学附属
さいたま医療センター

4 生理-4 9:27 9:36 当院におけるPSG検査の問題点とその対応 寺本　実加 獨協医科大学越谷病院

5 生理-5 9:36 9:45
無線使用での精密睡眠時無呼吸検査測定法検討
ペースメーカー・埋込み型除細動器患者での検査法

平山　真人
埼玉県立循環器
・呼吸器病センター

6 生理-6 9:45 9:54 CPAPカード外来でのウイルス対策の構築 樋口　翔大
埼玉県立循環器
・呼吸器病センター

7 生理-7 9:54 10:03 呼吸機能検査予測式の現状と方向性 藤井　絢子 埼玉県立がんセンター

8 生理-8 10:03 10:12 補聴器外来患者の語音聴力検査と純音聴力検査に関する検討 菊地　久代 埼玉県済生会栗橋病院

【 第4会場 】　　403号室

発表順 抄録集No 発表開始 発表終了 演題名 氏名 施設名

1 生理-9 9:00 9:09 経胸壁心臓超音波検査にて評価困難であった大動脈弁一尖弁の一症例 柴田　真明
上尾中央医科グループ
上尾中央総合病院

2 生理-10 9:09 9:18 術前スクリーニングで経胸壁心臓超音波が有効であった大動脈四尖弁の一症例 岡野　舞子
上尾中央医科グループ
上尾中央総合病院

3 生理-11 9:18 9:27 左線維三角に弁輪周囲膿瘍を認めた大動脈弁感染性心内膜炎の1例 馬場　彩淑 埼玉医科大学病院

4 生理-12 9:27 9:36 頸動脈エコー検査を契機に発見された大動脈解離を伴う脳梗塞の1例 近藤　朝子
戸田中央医科グループ
朝霞台中央総合病院

5 CM-1 9:36 9:51
心臓突然死発生リスクの予知
Brugada症候群、Ｊ波症候群、心室遅延電位（ＬＰ）の観点から

今井　浩一 フクダ電子西関東販売株式会社

6 生理-13 9:51 10:00
心電図検査使用電極における細菌学的検討と運用法について
－第2報　院内感染予防を目指したルーチン運用について－

吉野　優里 埼玉県立がんセンター

7 CM-2 10:00 10:15
～心電図検査にあらたな可能性を～
新技術：導出18誘導心電図のご紹介

水田　陽 日本光電北関東株式会社

8 生理-14 10:15 10:24
マイクロソフト　エクセルのマクロ機能を使おう
起立試験のデータ解析に用いて

横田　進 埼玉県立小児医療センター

9 生理-15 10:24 10:33 当院におけるバスキュラーアクセス（VA）管理 永島　彬
上尾中央医科グループ
白岡中央総合病院

10 生理-16 10:33 10:42 当院におけるCLI（重症下肢虚血）外来の現状 吉田　裕希
戸田中央医科グループ
戸田中央総合病院

11 生理-17 10:42 10:51 当院におけるＦＭＤ測定に伴う皮膚損傷予防への取り組み 森岡　真衣香 埼玉県済生会川口総合病院

12 生理-18 10:51 11:00 鎖骨下動脈閉塞時におけるABI検査の有用性 西野　香織
戸田中央医科グループ
戸田中央総合病院

13 生理-19 11:00 11:09 皮膚灌流圧（SPP）とABIの相関と血液データについて 堀　あずさ
上尾中央医科グループ
三郷中央総合病院

14 生理-20 11:09 11:18 第43回埼玉県医学検査学会『動脈硬化体験コーナー』におけるAVI,APIの傾向 小倉　春海
上尾中央医科グループ
上尾中央総合病院

【 第7会場 】　　602号室

発表順 0 発表開始 発表終了 演題名 氏名 施設名

1 生理-21 13:00 13:09
がん診療連携拠点病院における超音波検査の現状 1（はじめに・運営）
～埼玉県がん臨床検査ネットワークアンケート調査から～

塚原　晃
戸田中央医科グループ
戸田中央総合病院

2 生理-22 13:09 13:18
がん診療連携拠点病院における超音波検査の現状 2（技術）
～埼玉県がん臨床検査ネットワークアンケート調査から～

田名見　里恵
上尾中央医科グループ
上尾中央総合病院

3 生理-23 13:18 13:27
がん診療連携拠点病院における超音波検査の現状 3（教育・まとめ）
～埼玉県がん臨床検査ネットワークアンケート調査から～

瀧沢　義教 獨協医科大学越谷病院

4 生理-24 13:27 13:36
超音波検査における腫瘤体積算出方法の検討
～観察対象の設置角度の違いにおける影響について～

八鍬　安里菜
埼玉医科大学　保健医療学部
健康医療科学科

5 生理-25 13:36 13:45 人間ドック受診者で成人多脾症候群が疑われた一例 八木下　有美
上尾中央医科グループ
メディカルトピア　草加病院

6 生理-26 13:45 13:54 肝腫瘍性病変における腹部超音波検診判定マニュアルによる判定基準の検討 大熊　ちひろ 獨協医科大学越谷病院

7 生理-27 13:54 14:03 超音波検査が有用だった腹腔動脈瘤の1例 三野輪　直美
上尾中央医科グループ
八潮中央総合病院

8 生理-28 14:03 14:12 偶発的に発見された混合型肝癌の一例 浅見　省吾
上尾中央医科グループ
彩の国東大宮メディカルセンター

9 生理-29 14:12 14:21 黄疸患者における閉塞性黄疸の超音波診断率の調査 小林　倫太朗
上尾中央医科グループ
吉川中央総合病院

10 生理-30 14:21 14:30 線維腺腫から発生した非浸潤性小葉癌の1例 鵜野　礼子
上尾中央医科グループ
アルシェクリニック

11 生理-31 14:30 14:39 当院における胎児超音波スクリーニングの現状 熊谷　佳奈江 越谷市立病院

12 生理-32 14:39 14:48 横行結腸まで嵌入する腸重積を発症した虫垂粘液性腫瘍の一例 岡野　里賀 越谷市立病院

13 生理-33 14:48 14:57 子宮内膜症と診断された臍部皮下腫瘤の３例 九谷　恵子 埼玉医科大学病院


