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取得学位 博士（医学）・愛知医科大学 

学  歴 藤田保健衛生大学衛生学部衛生技術学科 

受賞歴等 
日本超音波検査学会学術賞、日本超音波検査学会若手研究奨励賞、日本臨床検査医

学会優秀論文賞 

所属学会 日本臨床検査医学会、日本不整脈心電学会、日本超音波検査学会 

 

教 育 活 動 

（主な担当科目） 

2021年：生理検査学、生理検査学実習Ⅰ、生理検査学実習Ⅱ、一般検査学 

 

 

研 究 活 動 

（論文等） 

・超音波検査における肩甲下筋腱断裂の診断能および筋内脂肪浸潤主権的評価の検討 

    渡邊恒夫、寺林伸夫、伊藤亜子、篠田貢一、野久謙、伊藤弘康、清島満 

  超音波検査技術、43:433-439,2018 

・皮膚科領域における表在エコーの超音波診断能の検討 

   松野寛子、渡邊恒夫、中山純里、高田彩永、篠田貢一、野久謙、伊藤弘康、水谷陽子、清島真理子 

超音波検査技術、43(5):573-579,2018 

・Structural comparison between the right and left atrial appendages using  

multi-detector computed tomography. 

Shinoda K, Hayashi S, Fukuoka D, Torii R, Watanabe T, Nakano T. 

BioMed Res Int. 2016:Article ID 6492183, 8 pages. 

・超音波検査が診断に有用であった Atretic cephalocele の 1 例 

    中山純里、渡邊恒夫、松野寛子、多田早織、篠田貢一、野久謙、古田伸行、岩佐将充、 

    伊藤弘康、加納宏行、清島真理子、清島満 

   岐阜県臨床検査技師会誌、46:7-9,2017 

・Sonographic detection of subcutaneous foreign bodies in 3 cases. 

Matsuno H, Watanabe T, Tada S, Sekine A, Nohisa Y, Shinoda K, Furuta N, Ito H, 

Shu E, Seishima M. 

Acta Dermatovener Cr. In press, 2016 

・腱板断裂肩における棘下筋脂肪浸潤の超音波評価 

渡邉恒夫、寺林伸夫、多田早織、伊藤亜子、篠田貢一、野久 謙、古田伸行、 

伊藤弘康、松岡敏男、清島 満 

超音波検査技術、41:17-23, 2016 



  
 

（研究発表等） 

・頬の腫脹で受診し超音波検査が診断に有用であった耳下腺唾石の 1 例 

  中山純里、関根綾子、高田彩永、篠田貢一、野久 謙、松山かなこ、久世文也、 

大倉宏之、清島真理子 

第 71 回日本皮膚科学会中部支部学術大会抄録  WEB 開催 2020.10.10 

・Superb Micro-Vascular Imaging（SMI）が有用であった T 細胞リンパ腫の 2 例 

中山純里、渡邉恒夫、関根綾子、高田彩永、野久 謙、篠田貢一、 

伊藤弘康、松山かなこ、水谷 陽子、清島真理子 

第 119 回日本皮膚科学会総会抄録、東京都 2020.6.4 

・当院で経験した右心房内血管肉腫の一例 

    細野裕未奈、関根綾子、藤本伸吾、大澤徳子、渡邊恒夫、篠田貢一、野久謙 

第 58 回 中部圏支部医学検査学会、岐阜市、2019.10.13 

・アフリカ系日本人スポーツ選手にみられた心電図異常の 1 症例 

    林智剛、関根綾子、坪井良樹、石田真理子、篠田貢一、渡邊恒夫、野久謙 

 第 58 回 中部圏支部医学検査学会、岐阜市、2019.10.12 

・心臓超音波検査を契機に偶発的に発見された特発性肺動脈拡張症の一例 

    藤本伸吾、細野裕未奈、大澤徳子、関根綾子、渡邊恒夫、篠田貢一、野久謙、 

渡辺崇量、伊藤弘康 

  第 38 回 日本臨床検査医学会 東海・北陸支部例会、静岡県、2019.7.28 

・リンパ節転移における超音波検査の有用性の検討 

~リンパ節に対する超音波診断能と PET—CT 診断能の比較検討~ 

    中山純里、渡邊恒夫、松野寛子、高田彩永、関根綾子、篠田貢一、野久謙、伊藤弘康、 

    松山かなこ、清島真理子 

  第 118 回 日本皮膚科学会、名古屋市、2019.6.6 

・関節リウマチおよび悪性疾患におけるサルコペニアの有病率の検討 

    渡邊恒夫、高田彩永、松野寛子、関根綾子、篠田貢一、野久謙、森田浩之 

  第 68 回 日本医学検査学会、下関市、2019.5.19 

・肩甲下筋腱断裂に対する超音波検査の有用性 

    林智剛、渡邊恒夫、高田彩永、中山純里、関根綾子、篠田貢一、野久謙 

  第 68 回 日本医学検査学会、下関市、2019.5.19 

・心臓超音波検査を契機に発見されたカルチノイド心疾患の一例 

    関根綾子、藤本伸吾、細野裕未奈、伊藤大輔、大澤徳子、渡邊恒夫、篠田貢一、 

野久謙 

   第 68 回 日本医学検査学会、下関市、2019.5.18 

・超音波動的評価が有用であった肘後外側回旋不安定の 1 症例 

     渡邊恒夫、寺林伸夫、高田彩永、中山純里、関根綾子、篠田貢一、野久謙、伊藤弘康 

  第 44 回 日本超音波検査学会学術集会、横浜市、2019.4.29 



  
 

・当院における運動器エコーの現状とソノグラファーの役割 

    中山純里、渡邊恒夫、高田彩永、林智剛、篠田貢一、関根綾子、野久謙、伊藤弘康 

   第 44 回 日本超音波検査学会学術集会 横浜市、2019.4.27 

・関節リウマチ患者におけるサルコペニア罹患率の検討：疾患活動性および insulin-like growth 

factor‐１との関連性 

    渡邊恒夫、篠田貢一、竹村正男、池田貴英、森田浩之 

  第 63 回 日本リウマチ学会総会・学術集会、京都市、2019.4.16 

・下肢筋の超音波検査によるサルコペニア評価：サルコペニアと深部静脈血栓症および炎症マーカーの

関連性 

   渡邊恒夫、松野寛子、高田彩永、篠田貢一、野久謙、伊藤弘康、清島満 

  第 43 回 日本超音波検査学会学術集会、大阪市、2018.6.8 

・表在性皮膚脂肪腫性母斑における超音波検査所見の特徴 

   中山純里、渡邊恒夫、松野寛子、高田彩永、篠田貢一、野久謙、伊藤弘康、 

水谷陽子、清島真理子 

  第 117 回 皮膚科学会総会、広島市、2018.5.31 

・超音波検査による表在性皮膚脂肪腫性母斑と脂肪腫の比較検討 

   中山純里、渡邊恒夫、松野寛子、高田彩永、篠田貢一、野久謙、伊藤弘康、 

水谷陽子、清島真理子 

  第 56 回 岐阜県医学検査学会、岐阜市、2018.3.25 

・2 型糖尿病患者におけるサルコペニアと末梢神経障害との関連性について 

   篠田元気、渡邊恒夫、伊藤亜子、篠田貢一、野久謙、伊藤弘康、清島満 

  第 64 回 日本臨床検査医学会学術集会、京都市、2017.11.19 

・診断に苦慮したペースメーカー起因性頻拍の一症例 

   細野裕未奈、篠田貢一、松野寛子、篠田元気、伊藤大輔、伊藤亜子、三原美咲、 

中山純里、渡邊恒夫、野久謙、渡邉嵩量、伊藤弘康、清島満 

  第 64 回 日本臨床検査医学会学術集会、京都市、2017.11.16-19 

・肩甲下筋腱断裂の超音波検査所見に関する検討 

   渡邊恒夫、寺林伸夫、伊藤亜子、篠田貢一、野久謙、伊藤弘康、清島満 

第 64 回 日本臨床検査医学会学術集会、京都市、2017.11.16-19 

・腱板断裂に対する超音波検査の診断能に関する検討 

   渡邊恒夫、寺林伸夫、伊藤亜子、篠田貢一、野久謙、古田伸行、伊藤弘康、清島満 

  第 42 回 日本超音波検査学会学術集会、福岡市、2017.6.18 

・関節超音波検査における検査者間評価の信頼性の検討 

   伊藤亜子、渡邊恒夫、篠田貢一、古田伸行、野久謙 

  第 66 回 日本医学検査学会 千葉市、2017.6.17 

・皮膚科領域における表在エコーの超音波診断能の検討 

   松野寛子、渡邊恒夫、中山純里、多田早織、野久謙、篠田貢一、古田伸行、 



  
 

伊藤弘康、水谷陽子、清島真理子、清島満 

  第 42 回 日本超音波学会学術集会、福岡市、2017.6.17 

・関節リウマチにおける下肢超音波検査による骨格筋量評価 

   渡邊恒夫、佐藤正夫、竹村正男、篠田貢一、池田貴英、森田浩之 

  第 61 回 日本リウマチ学会総会学術集会、福岡市、2017.4.20 

・化膿性屈筋の腱炎の診断に超音波検査が有用であった 1 症例 

   伊藤亜子、渡邊恒夫、篠田貢一、三原美咲、多田早織、野久謙、古田伸行 

  第 55 回 中部支部医学検査学会 金沢市、2016.12.11 

・超音波による末梢神経障害評価の有用性 

伊藤亜子、渡邉恒夫、平川明弘、山田 恵、篠田貢一、野久 謙、古田伸行、 

伊藤弘康、清島 満 

第 46 回 日本臨床神経生理学会学術大会、郡山市、2016.10.27-29 

・低酸素環境下の運動が血液検査値および血管弾性に及ぼす影響について 

中山純里、渡邉恒夫、篠田貢一、大橋葉津希、古田伸行、松岡敏男、清島 満 

第 65 回 日本医学検査学会、神戸市、2016.9.3-4. 

・Evaluation of the cross-sectional area by ultrasound in peripheral neuropathy. 

Ito A, Watanabe T, Yamada M, Shinoda K, Nohisa Y, Furuta N, Ito H, Seishima M. 

The 32nd World Congress of Biomedical Laboratory Science, Kobe, 2016.8.31. 

・Effect of hypoxic training on renal function: a cross-over study in healthy subjects. 

Watanabe T, Nakayama J, Ohashi H, Shinoda K, Nohisa Y, Furuta N, Matsuoka T,  

Seishima M. 

The 32nd World Congress of Biomedical Laboratory Science, Kobe, 2016.8.31 

・Microvolt T-wave alternans assessed by 24-hour continuous 12-lead ECG in healthy  

subjects and in patients immediately after cardiac arrest: How to exclude “pseudo ” 

T-wave alternans. 

Matsuno H, Takasugi N, Goto H, Kuwahara T, Shinoda K, Iwasa M, Kubota T,  

Kawasaki M, Nishigaki K, Minatoguchi S. 

EUROPLAN SOCIETY OF CARDIOLOGY, Rome, 2016.8.27 

・リウマチ性多発筋痛症疑いの患者に対する肩関節超音波検査 

渡邉恒夫、篠田貢一、伊藤亜子、多田早織、関根綾子、野久 謙、古田伸行、 

伊藤弘康、森田浩之、清島 満 

第 41 回 日本超音波検査学会学術集会、仙台市、2016.6.11 

・Sarcopenia と深部静脈血栓の関連性 

多田早織、渡邉恒夫、岩佐将充、関根綾子、島村美咲、伊藤亜子、篠田貢一、 

野久 謙、古田伸行、伊藤弘康、清島 満 

第 41 回 日本超音波検査学会学術集会、仙台市、2016.6.11 

・Sonographic evaluation of the relationship between sarucopenia and deep vein  



  
 

thrombosis. 

Tada S, Watanabe T, Sekine T, Shimamura M, Nohisa Y, Shinoda K, Iwasa M, Nanya Y, Ito H,  

Seishima M 

The 12th Congress of the Asian Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology,  

Kyoto, 27 May, 2016  

・リウマチ性疾患の臨床検査 血中 GP88 はインフリキシマブの効果判定に有効か？ 

   竹村正男、佐藤正男、渡邉恒夫、篠田貢一、斎藤邦明 

  第 60 回 日本リウマチ学会総会・学術集会、横浜市、2016.4.23 

・岐阜県下での野球肘検診の取り組みから見る臨床検査技師の役割 

伊藤亜子、渡邉恒夫、寺林伸夫、福田 雅、篠田貢一、川島健志、櫻井健司、 

野久 謙、古田伸行、伊藤弘康、清島 満 

第 54 回 岐阜県医学検査学会、関市、2016.3.20 

・非伝導性期外収縮について 

    中山純里、野久 謙、渡邉恒夫、多田早織、伊藤亜子、島村美咲、松野寛子、 

伊藤大輔、篠田貢一 

第 53 回 心電図セミナー、名古屋市、2016.3.26 

・岐阜県における超音波を用いた少年野球検診 

伊藤亜子、渡邉恒夫、寺林伸夫、福田 雅、篠田貢一、川島健志、櫻井健司、 

関根綾子、野久 謙、古田伸行、伊藤弘康、清島 満 

第 55 回 日本臨床検査医学会東海・北陸支部総会、浜松市、2016.3.6 

 

 

社 会 活 動 

（特別講演） 

・リウマチ診療における関節エコーの有用性 

  第 3 回 関節リウマチ チーム医療研究会、岐阜市、2017.11.18 

・2017 年～心電図セミナー（研究会）副代表 

 


