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原智, 山本真由美, 江口真由美, 遠田由紀, 前川 清, 中岡良介, 谷池聡子, 

亀山千晴, 遠田弘一, 松井繁長, 山本健二, 由谷逸朗, 上硲俊法, 汐見幹夫, 

井上良一, 工藤正俊: 重複門脈の一例.  日本超音波医学会第 18 回関西地方



会, 9 月 4 日, 大阪. 

 

 1999 萩原 智, 浅田 卓, 井上達夫, 梅原 泰, 坂口康浩, 加藤玲明, 時枝数雄, 

福田信宏,山本真由美, 江口真由美, 遠田由紀, 前川 清, 中岡良介, 谷池聡子, 

亀山千晴, 遠田弘一, 松井繁長, 山本健二, 由谷逸朗, 上硲俊法, 汐見幹夫, 

井上良一, 工藤正俊, 土師誠二,野村秀明, 大柳治正: 超音波検査にて診断さ

れた遊走脾の一例.  日本超音波医学会第 18 回関西地方会, 9 月 4 日, 大阪. 

 

 1999 遠田弘一, 浅田 卓, 井上達夫, 梅原 泰, 坂口康浩, 加藤玲明, 時枝数雄, 

萩原 智, 福田信宏,山本真由美, 江口真由美, 遠田由紀, 前川 清, 中岡良介, 

谷池聡子, 亀山千晴, 松井繁長, 山本健二, 由谷逸朗, 上硲俊法, 汐見幹夫, 

井上良一, 工藤正俊: P-V シャントに伴う focal spared area の一例.  日本超音波

医学会第 18 回関西地方会, 9 月 4 日, 大阪. 

 

 1999 山本健二, 浅田 卓, 井上達夫, 梅原 泰, 坂口康浩, 加藤玲明, 時枝数雄, 

萩原 智, 福田信宏,山本真由美, 江口真由美, 遠田由紀, 前川 清, 中岡良介, 

谷池聡子, 亀山千晴, 遠田弘一, 松井繁長, 由谷逸朗, 上硲俊法, 汐見幹夫, 

井上良一, 工藤正俊, 橋本新一, 山形 仁: Fusion 3D による 3 次元超音波の有

用性について.  日本超音波医学会第 18 回関西地方会, 9 月 4 日, 大阪. 

 

 1999 井上達夫, 浅田 卓, 梅原 泰, 坂口康浩, 加藤玲明, 時枝数雄, 萩原 智, 

福田信宏,山本真由美, 江口真由美, 遠田由紀, 前川 清, 中岡良介, 谷池聡子, 

亀山千晴, 遠田弘一, 松井繁長, 山本健二, 由谷逸朗, 上硲俊法, 汐見幹夫, 

井上良一, 工藤正俊, 中島 収, 神代正道: Hypervascular を呈したアルコール性

過形成結節の一例.  日本超音波医学会第 18 回関西地方会, 9 月 4 日, 大阪. 

 

 1999 梅原 泰, 浅田 卓, 井上達夫, 坂口康浩, 加藤玲明, 時枝数雄, 萩原 智, 

福田信宏,山本真由美, 江口真由美, 遠田由紀, 前川 清, 中岡良介, 谷池聡子, 

亀山千晴, 遠田弘一, 松井繁長, 山本健二, 由谷逸朗, 上硲俊法, 汐見幹夫, 

井上良一, 工藤正俊: 食事負荷によって改善の見られた門脈逆流の一例.  日

本超音波医学会第 18 回関西地方会, 9 月 4 日, 大阪. 

 

 1999 工藤正俊: 肝腫瘍の造影エコー診断: 動注法と静注法について シンポジウ



ム: 血流情報よりみた各科領域における超音波診断の現況と未来−基礎と臨

床からの提言−.  日本超音波医学会第 18 回関西地方会, 9 月 4 日, 大阪. 

 

 1999 松井繁長, 井上良一, 中岡良介, 上硲俊法, 工藤正俊: 真性多血症による門脈

圧亢進症に対して TIPSを施行した 1例.  第 6回日本門脈圧亢進症学会総会, 9

月 3-4 日, 宇部. 

 

 1999 亀山千晴, 遠田弘一, 井上達夫, 梅原 泰, 浅田 卓, 坂口康浩, 小川 力, 

加藤玲明, 時枝数雄, 萩原 智, 中岡良介, 谷池聡子, 松井繁長, 由谷逸朗, 

山本健二, 上硲俊法, 汐見幹夫, 井上良一, 工藤正俊: 右胃静脈環流異常の 2

症例.  第 71回日本消化器病学会支部例会, 9月 11日, 大阪国際交流センター. 

 

 1999 遠田弘一, 井上達夫, 梅原 泰, 浅田 卓, 坂口康浩, 小川 力, 加藤玲明, 

時枝数雄, 萩原 智, 中岡良介, 谷池聡子, 亀山千晴, 松井繁長, 由谷逸朗, 

山本健二, 上硲俊法, 汐見幹夫, 井上良一, 工藤正俊: A-P シャントを伴う肝

血管腫の focal spared area の成因としての意義. 第 71 回日本消化器病学会支部

例会, 9 月 11 日, 大阪国際交流センター. 

 

 1999 山本健二, 井上達夫, 梅原 泰, 浅田 卓, 坂口康浩, 小川 力, 加藤玲明, 

時枝数雄, 萩原 智, 中岡良介, 谷池聡子, 亀山千晴, 遠田弘一, 松井繁長, 

由谷逸朗, 上硲俊法, 汐見幹夫, 井上良一, 工藤正俊: Fusion 3D 法を用いた 3 次

元超音波診断装置の使用経験. 第 71回日本消化器病学会支部例会, 9月 11日, 

大阪国際交流センター. 

 

 1999 萩原 智, 谷池聡子, 中岡良介, 亀山千晴, 遠田弘一, 松井繁長, 由谷逸朗, 

山本健二, 上硲俊法, 汐見幹夫, 井上良一, 工藤正俊, 岩崎拓也, 吉田英樹, 

土師誠二, 野村秀明, 大柳治正: 遊走脾の 1 例. 第 71 回日本消化器病学会支

部例会, 9 月 11 日, 大阪国際交流センター. 

 

 1999 由谷逸朗, 汐見幹夫, 萩原 智, 中岡良介, 亀山千晴, 谷池聡子, 松井繁長, 

山本健二, 上硲俊法, 井上良一, 工藤正俊, 山内勝治, 桑島宏彰: 内視鏡的に

止血し得た幼児出血性十二指腸潰瘍の1例. 第71回日本消化器病学会支部例

会, 9 月 11 日, 大阪国際交流センター. 



 

 1999 中岡良介, 汐見幹夫, 萩原 智, 谷池聡子, 亀山千晴, 松井繁長, 山本健二, 

由谷逸朗, 上硲俊法, 工藤正俊:特異な経過をたどった胃カルチノイドと原発

性肝細胞癌の 1 剖検例. 第 71 回日本消化器病学会支部例会, 9 月 11 日, 大阪

国際交流センター. 

 

 1999 北野元一, 山内孝哲, 今村 稔, 青木矩彦, 松井繁長, 汐見幹夫, 井上良一, 

工藤正俊, 河村史朗, 大柳治正: 低血糖発作を契機に発見された腹腔内転移

を呈する血管周皮腫型髄膜腫の 1 例. 第 71 回日本消化器病学会支部例会, 9

月 11 日, 大阪国際交流センター. 

 

 1999 安藤 淳, 宮里裕典, 森口直彦, 宮田 曠, 吉岡加寿夫, 工藤正俊, 井上良一, 

窪田昭男, 米倉竹夫, 臼井規朗: MRI angiography で診断し得た特発性門脈圧亢進

症の一男児例. 日本小児血液学会.  

 

 1999 神戸 章, 上硲俊法, 工藤正俊, 足立幸彦: 胆汁酸代謝におけるアルブミン

の影響（無アルブミンラットを用いて）. 第 3 回日本肝臓学会大会（DDW）, 10

月 28 日-29 日, 広島. 

 

 1999 由谷逸朗, 汐見幹夫, 中岡良介, 亀山千晴, 谷池聡子, 松井繁長, 上硲俊法, 

井上良一, 工藤正俊, 川端一史, 青木矩彦, 山住俊晃: Gastrointestinal stromal tumor 

(GIST)の 1 例. 第 41 回日本消化器病学会大会, 10 月 29-31 日, 広島. 

 

 1999 前川 清, 山本真由美, 江口真由美, 遠田由紀, 丁 紅, 中岡良介, 谷池聡子, 

亀山千晴, 遠田弘一, 松井繁長, 山本健二, 由谷逸朗, 上硲俊法, 汐見幹夫, 

工藤正俊: Levovist 静注による肝腫瘍の Intermittent Color Doppler Imaging の初期臨床

経験. 第 7 回日本腹部造影エコードプラ診断研究会, 11 月 6 日, 奈良. 

 

 1999 丁 紅, 中岡良介, 谷池聡子, 亀山千晴, 遠田弘一, 松井繁長, 山本健二, 由

谷逸朗, 上硲俊法, 汐見幹夫, 工藤正俊, 前川 清, 山本真由美, 江口真由美, 

遠田由紀: Levovist 静注による肝腫瘍の Harmonic Power Doppler 法: 初期臨床経験.  

第 7 回日本腹部造影エコードプラ診断研究会, 11 月 6 日, 奈良. 

 



 1999 井上達夫, 梅原 泰, 加藤玲明, 坂口康浩, 浅田 卓, 丁 紅, 中岡良介, 谷

池聡子, 亀山千晴, 由谷逸朗, 上硲俊法, 松井繁長, 山本健二, 汐見幹夫, 工

藤正俊: 肝細胞癌との鑑別が困難であったアルコール性過形成結節の 1 例.  

第 7 回南大阪消化器病懇話会, 11 月 19 日, リーガロイヤルホテル堺, 堺. 

 

 1999 北野元一, 木下理恵, 矢田裕人, 今村 稔, 青木矩彦, 亀山千晴, 谷池聡子, 

遠田弘一, 松井繁長, 工藤正俊, 遠田由紀, 前川 清: 経口テガフール製剤投

与により腫瘍縮小や腫瘍マーカーの陰性化をみた、Stage IV B, Vv3 の肝細胞癌

の一例. 第三回南大阪肝疾患研究会, 11 月 26 日, 堺. 

 

1999 北野元一, 今村 稔, 青木矩彦, 松井繁長, 井上良一, 工藤正俊, 長谷川由紀, 前川 清, 

黒岡京浩, 山本忠彦, 石川欽司: 解離性大動脈瘤に区域性の肝梗塞を合併し

た一例. 第 33 回日本肝臓学会西部会, 12 月 3, 4 日, 富山. 

 

IV. 学会発表（海外） 

 

 1999 Tanaka M, Satomura S, Saito A, Itoh K, Kumada T, Kudo M, Oka H, Seki T, Kasugai H, Osaki Y: 

Evaluation of lens culinaris agglutinin-reactivealpha or hepatocellular carcinoma after treatment.  

9th World Congress of the International Gastro-Surgical Club, October 19-23, 1999. Nagasaki, 

Japan. 

 

1999 Matsutani S, Kudo M, Mizuguchi Y, Takahashi S, Furuse J, Ohto M: Differential diagnosis of liver tumor by 

enhanced color Doppler with levovist. 1st International Kyoto Simposium on Ultrasound Contrast 

Imaging, October 23-24, 1999, Kyoto. 

 

V. 招待講演・特別講演（国内） 

 

1. 工藤正俊: 特別講演「腫瘍血流動態と肝細胞癌の病態」, 第 165 回岡山腹腔鏡研究会（岡

山大第 1 内科山本和秀先生主催）, ホテルニューオカヤマ, 岡山, 平成 11 年 1 月 9 日 

 

2. 工藤正俊: 特別講演「超音波血流イメ−ジングによる肝腫瘍の診断」, 宮城腹部エコー同



好会, 仙台, 平成 11 年 1 月 22 日 

 

3. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍の血流と病態−前癌病変・初期病変を含めて」, 第 2 回肝血

流動態画像セミナ−, 岐阜グランドホテル, 岐阜, 平成 11 年 1 月 23 日 

 

4. 工藤正俊: 特別講演「肝血流と病態」, 第 13 回城南・神奈川腹部超音波診断研究会, 平

成 11 年 2 月 16 日 

 

5. 工藤正俊: 特別講演「腹部領域における超音波造影法の臨床的意義」, 大阪超音波造影

剤勉強会, 大阪, 平成 11 年 2 月 19 日 

 

6. 工藤正俊: 特別講演「肝臓の血流動態と病態」, 第 20 回茨城県画像診断研究会, 県立医

療大学, 茨木, 平成 11 年 3 月 6 日 

 

7. 工藤正俊: 講演「21 世紀の画像診断ー超音波」, 第 25 回医学会総会, 東京国際フォーラ

ム, 東京, 平成 11 年 4 月 2-4 日 

 

8. 工藤正俊: 特別講演「肝癌の前癌病変、初期肝癌の画像診断」, 第 1 回肝病態・治療研

究会, 岐阜ルネッサンスホテル, 岐阜, 平成 11 年 5 月 14-15 日 

 

9. 工藤正俊: 特別講演「超音波血流画像と肝腫瘍」, 第 2 回北海道動態診断セミナ−, 札幌, 

平成 11 年 6 月 5 日 

 

10. 工藤正俊: 特別講演「肝炎・肝癌治療の現況」, 南大阪消化器病・病診連携懇話会, 堺, 平

成 11 年 6 月 12 日 

 

11. 工藤正俊: 特別講演「肝癌を早くみつけて治療する」, 消化器病学会第 32 回市民公開講

座, 三重大学三翠ホ−ル, 三重, 平成 11 年 6 月 13 日  

 

12. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍の血流画像と病態」, 兵庫県肝臓病同好会, 神戸, 平成 11

年 6 月 17 日 

 

13. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍性病変の血流と画像」, 第 12 回CT画像研究会, 大阪メディ



ックス, 平成 11 年 6 月 26 日 

 

14. 工藤正俊: 講演「肝癌の前癌病変・初期病変の超音波診断」, 第 1 回大阪がん学術セミ

ナー（安富正幸教授主催）, 帝国ホテル大阪, 平成 11 年 7 月 3 日 

 

15. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の血流と病態」, 第 2 回大阪肝疾患カンファレンス（黒

木哲夫大阪市大教授主催）, 天王寺都ホテル, 平成 11 年 7 月 8 日 

 

16. 工藤正俊: 特別講演「LOGIQ 700 MR Expert Breakthrough '99 の使用経験 〜消化器疾患におけ

る有用性〜」, ザ・リッツ・カールトン大阪, 平成 11 年 7 月 10 日 

 

17. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍性病変の血流と画像」, 第 55 回土曜会, 神戸, 平成 11 年 7

月 24 日 

 

18. 工藤正俊: 特別講演「肝疾患診療における画像の役割ー特に超音波を中心にー」, 堺内

科医会, 堺, 平成 11 年 8 月 25 日 

 

19. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の血流動態」, 第 15 回九州肝臓疾患談話会, 福岡, 平成

11 年 8 月 28 日 

 

20. 工藤正俊: 特別講演「肝硬変の肝表面血流: カラードプラによる観察」, 第 46 回腹腔鏡

懇話会講演, 横浜, 平成 11 年 9 月 16 日 

 

21. 工藤正俊: 特別講演「腹部領域における超音波造影法の進歩と今後の展望」, 日本超音

波医学会第 9 回九州地方会, 沖縄コンベンションセンター, 平成 11 年 9 月 19 日 

 

22. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍の血流と病態」, 第 4回三重肝臓フォ−ラム, 三重大学, 津, 平

成 11 年 10 月 2 日 

 

23. 工藤正俊: 特別講演「肝の画像診断」, 第 35 回日本医学放射線学会秋季臨床大会ランチ

ョンセミナー, 岡山, 平成 11 年 10 月 6 日 

 

24. 工藤正俊: 特別講演「肝癌の診断と治療」, 第 6 回釧路IVR研究会, 釧路, 平成 11 年 10 月



8 日 

 

25. 工藤正俊: 特別講演「画像から見た肝細胞癌の流入路及び流出路血流動態」, 15th Yokohama 

Imaging Conference, 横浜東急ホテル, 横浜, 平成 11 年 11 月 5 日 

 

26. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の新しい治療: RFA（ラジオ波）治療」, 第４回神戸肝疾

患懇話会, 神戸, 平成 11 年 11 月 8 日 

 

27. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍の超音波血流画像と病態」, 第 119 回高知肝疾患症例検討

会, 高知新阪急ホテル, 高知, 平成 11 年 11 月 9 日 

 

28. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍における超音波血流画像」, 第 10 回滋賀臨床画像懇話会（大

津赤十字病院主催）, 琵琶湖ホテル, 平成 11 年 11 月 11 日 

 

29. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍の超音波血流画像と病態」, 日本超音波医学会四国地方会, 

高松, 平成 11 年 11 月 13 日 

 

30. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の流入路および流出路血流動態ー前癌病変・初期病変を

含めてー」, 第 23 回京都肝癌セミナー, ホテルフジタ, 京都, 平成 11 年 11 月 19 日 

 

31. 工藤正俊: 特別講演「今日の肝疾患診療」, 日本医師会教育講演会, 日本医師会大講堂, 東

京, 平成 11 年 11 月 25-26 日 

 

32. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍の超音波血流画像と病態」, 第 18 回西胆振画像診断検討会, 

室蘭登別保健センター, 室蘭, 平成 11 年 11 月 26 日 

 

33. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍の血流と病態」, 第 19 回北近畿画像診断・IVR勉強会, 舞鶴

赤十字病院, 舞鶴, 平成 11 年 11 月 27 日 

 

34. 工藤正俊: 特別講演「肝臓の画像診断」, 第 59 回堺画像研究会, ホテルサンルート堺, 堺, 

平成 11 年 12 月 4 日 

 

35. 工藤正俊: 特別講演「限局性脂肪肝と血流異常」, 第 15 回神戸消化器病懇話会, 神戸, 平



成 11 年 12 月 6 日 

 

36. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の血流と画像: 最近の進歩」, 名古屋大学第三内科関連病

院消化器疾患研究会, 名古屋, 平成 11 年 12 月 11 日 

 

37. 工藤正俊: 特別講演「腹部超音波診断学について」, 大阪府放射線技師会南ブロック冬

期研修会, ホテルリバティプラザ, 堺, 平成 11 年 12 月 18 日 


