
演題一覧　　　　　　　第35回日本脳神経学会超音波学会総会
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10024 O1-1 川又 美咲
獨協医科大学病院　超音波
センター

公募 一般口演1　「波形解析1」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:45 9:00 9:08
総頸動脈波形に影響する因子の検討　第2
報

10005 O1-2 塩貝 敏之
恵心会　京都武田病院　脳
神経科学診療科

公募 一般口演1　「波形解析1」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:45 9:09 9:17
頸部動脈wave intensity (WI) 解析による
頭蓋内血流動態評価における問題点

10020 O1-3 岡村 穏
獨協医科大学　神経内科　
脳卒中部門

公募 一般口演1　「波形解析1」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:45 9:18 9:26
収縮期最大血流速度を用いた内頚動脈狭
窄診断における角度補正の検討

10041 O1-4 西平 崇人
獨協医科大学　神経内科　
脳卒中部門

公募 一般口演1　「波形解析1」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:45 9:27 9:35
収縮期加速時間を用いた内頸動脈狭窄診
断

10058 O1-5 和田 晋一
国立病院機構九州医療セン
ター　脳血管内科・神経内科

公募 一般口演1　「波形解析1」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:45 9:36 9:44
もやもや病におけるChampagne bottle neck 
signと内頚動脈血流との関連性の研究

10077 O2-1 大徳 尚司 鹿児島厚生連病院 公募 一般口演2　「波形解析2」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 9:45 10:30 9:45 9:53
若年層における喫煙による網膜中心動脈に
及ぼす影響

10084 O2-2 川口 正一郎
(地独)奈良県立病院機構　
奈良県西和医療センター　脳
神経外科

公募 一般口演2　「波形解析2」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 9:45 10:30 9:54 10:02
虚血性脳血管障害での眼動脈Doppler血
流検査所見とSPECT所見

10080 O2-3 木下 直人
国立循環器病研究センター　
脳神経内科

公募 一般口演2　「波形解析2」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 9:45 10:30 10:03 10:11
頚動脈血行再建術後の過灌流現象評価
における経頭蓋カラードプラ法を用いた健側
補正MCA血流速度比の有用性

10003 O2-4 永井 秀政
島根大学　医学部　脳神経
外科

公募 一般口演2　「波形解析2」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 9:45 10:30 10:12 10:20
鎖骨下動脈盗血現象を呈する１２例の椎
骨動脈の超音波所見

10000 O2-5 中岡 勤 保谷厚生病院脳神経外科 公募 一般口演2　「波形解析2」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 9:45 10:30 10:21 10:29
術中超音波検査からみた脳静脈の血流動
態について

10008 O3-1 鈴木 綾乃
獨協医科大学　神経内科
（脳卒中部門）

公募 一般口演3　「栓子検出と脳血流」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:55 9:00 9:08
内頸動脈のパルスドプラを用いた卵円孔開
存症の診断

10036 O3-2 三村 秀毅
東京慈恵会医科大学　神経
内科

公募 一般口演3　「栓子検出と脳血流」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:55 9:09 9:17
頸部貼付型プローブでコイル塞栓術の効果
を評価し得た肺動静脈瘻の一例

10063 O3-3 榛沢 和彦
新潟大学　医歯学系　呼吸
循環外科

公募 一般口演3　「栓子検出と脳血流」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:55 9:18 9:26
ラクイラ大学病院における貼り付け型プロー
ブによる頸動脈HITSの検討

10065 O3-4 榛沢 和彦
新潟大学　医歯学系　呼吸
循環外科

公募 一般口演3　「栓子検出と脳血流」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:55 9:27 9:35
血流速度で補正したHITS周波数とHITS音
響強度(intensity)による栓子の質的解析法

10086 O3-5 水野 聡子
東京女子医科大学　神経内
科

公募 一般口演3　「栓子検出と脳血流」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:55 9:36 9:44
上肢虚血負荷の健常人脳血行動態に及
ぼす影響

10023 O3-6 呉 侑樹
日本医科大学　大学院　医
学研究科　神経内科学分野

公募 一般口演3　「栓子検出と脳血流」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:00 9:55 9:45 9:53
粘液腫による脳梗塞、塞栓源は血栓それと
も腫瘍？

10068 O4-1 榛沢 和彦
新潟大学　大学院　呼吸循
環外科

公募 一般口演4　「新技術」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:55 10:40 9:55 10:03
モック及び動物実験による貼り付け型プロー
ブHITS検出装置(FURUHATA)による気泡と
血栓注入によるHITS性状

10017 O4-2 金藤　 公人
社会医療法人北斗　北斗病
院　脳神経内科

公募 一般口演4　「新技術」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:55 10:40 10:04 10:12
本態性振戦に関する経頭蓋MRガイド下集
束超音波治療(MRgFUS)実績と今後の可
能性

筆頭著者氏名
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10087 O4-3 古川 博規
社会医療法人北斗　北斗病
院　脳神経外科

公募 一般口演4　「新技術」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:55 10:40 10:13 10:21
経頭蓋MRガイド下集束超音波治療
(MRgFUS)における有害事象発現の要因

10069 O4-4 菅俣 浩明
桐蔭横浜大学大学院　工学
研究科　医用工学専攻

公募 一般口演4　「新技術」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:55 10:40 10:22 10:30
脳腫瘍の治療を目的とした超音波照射シス
テムの基礎検討

10073 O4-5 押野 悟
大阪大学大学院　医学系研
究科　脳神経外科学

公募 一般口演4　「新技術」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 9:55 10:40 10:31 10:39
難治性振戦に対するMRガイド下集束超音
波治療

10056 O5-1 北野 貴也
川崎医科大学付属病院　脳
卒中科

公募 一般口演5　「神経・筋エコー」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 10:45 12:00 10:45 10:53
超音波により視神経鞘径を経時的に観察
し得たposterior reversible encephalopathy 
syndromeの1例。

10062 O5-2 宮城 哲哉
浦添総合病院　脳血管・脊
髄センター

公募 一般口演5　「神経・筋エコー」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 10:45 12:00 10:54 11:02
咽頭頸上腕型ギランバレー症候群の急性
期から頸部神経根を神経超音波検査およ
び他のモダリティーで評価、比較した一例

10049 O5-3 田中 寛大
天理よろづ相談所病院　神
経内科

公募 一般口演5　「神経・筋エコー」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 10:45 12:00 11:03 11:11
超音波検査で著明な末梢神経腫大を認め
たCIDP患者における腓腹神経病理所見

10057 O5-4 太田 奈津子
天理よろづ相談所病院　臨
床検査部

公募 一般口演5　「神経・筋エコー」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 10:45 12:00 11:12 11:20
健常人での正中神経と尺骨神経のエコーパ
ターン

10061 O5-5 高松 直子 徳島大学　神経内科 公募 一般口演5　「神経・筋エコー」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 10:45 12:00 11:21 11:29
炎症性末梢神経障害における栄養血管血
流速度の評価

10048 O5-6 稲村 彰紀 徳山中央病院脳神経外科 公募 一般口演5　「神経・筋エコー」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 10:45 12:00 11:30 11:38
頚部エコーデータからみた迷走神経の走行
バリエーション：迷走神経刺激術への利用

10040 O5-7 升田 茂章
奈良県立医科大学　医学部　
看護学科

公募 一般口演5　「神経・筋エコー」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 10:45 12:00 11:39 11:47
皮下脂肪計による臀部筋肉注射部位の皮
下脂肪厚の推定の可能性－超音波診断
装置測定値との比較結果から－

10050 O5-8 安原 由子
徳島大学　大学院　医歯薬
学研究部　保健科学部門　
看護学系

公募 一般口演5　「神経・筋エコー」 第2会場　8F　803-805 6月3日（金）＜1日目＞ 10:45 12:00 11:48 11:56
超音波診断装置を用いた非定型抗精神病
薬持効性注射の有害事象を回避するため
の臀部筋肉内の注入部位の探索

10066 O6-1 安達 有多子
東京女子医科大学　医学部　
神経内科

公募 一般口演6　「リスク管理」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 9:55 9:00 9:08
内頸動脈狭窄症例におけるstiffness 
parameter β

10009 O6-2 鹿島 悟
聖マリアンナ医科大学　神経
内科

公募 一般口演6　「リスク管理」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 9:55 9:09 9:17
脳卒中急性期における下肢深部静脈血栓
症と下肢静脈エコー所見の特徴に関しての
検討

10025 O6-3 高瀬 直敏
獨協医科大学病院　超音波
センター

公募 一般口演6　「リスク管理」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 9:55 9:18 9:26
循環器疾患における深部静脈血栓症とD-
dimerの関連

10082 O6-4 寺崎 修司 熊本赤十字病院　神経内科 公募 一般口演6　「リスク管理」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 9:55 9:27 9:35
右左シャントを認めた脳梗塞患者で深部静
脈血栓を認める頻度　ー発症日から検査施
行までの間隔に注目してー

10064 O6-5 榛沢 和彦
新潟大学　医歯学系　呼吸
循環外科

公募 一般口演6　「リスク管理」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 9:55 9:36 9:44
頸部貼り付け型プローブHITS検出装置
(FURUHATA)によるDVT検診時の検査結
果

10076 O6-6 赤岩 靖久
新潟大学　医歯学総合病院　
神経内科

公募 一般口演6　「リスク管理」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 9:55 9:45 9:53
頸部エコー検査において偶発的に認めた甲
状腺異常所見についての検討

10011 O7-1 真嶋 允人
香川大学　医学部　周産期
科女性診療科

公募 一般口演7　「脳・頸動脈評価（小児/成人）」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:55 10:40 9:55 10:03
妊娠後期に胎児水頭症を指摘され、出生
後に水頭症および孔脳症を認めた1例
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10033 O7-2 新田 絵美子
香川大学　医学部　母子科
学講座周産期学婦人科学

公募 一般口演7　「脳・頸動脈評価（小児/成人）」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:55 10:40 10:04 10:12
サイトメガロウイルス感染による胎児小頭症
の1例

10055 O7-3 野中 航仁
自治医科大学附属さいたま
医療センター　小児科

公募 一般口演7　「脳・頸動脈評価（小児/成人）」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:55 10:40 10:13 10:21
Fly thruを用いた小児経頭蓋超音波検査に
よる脳室内腔の観察

10075 O7-4 中岡 勤 保谷厚生病院脳神経外科 公募 一般口演7　「脳・頸動脈評価（小児/成人）」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:55 10:40 10:22 10:30
脳梗塞疾患以外での術中超音波検査にお
ける微小循環の検出

10012 O7-5 寺澤 由佳
東京慈恵会医科大学　神経
内科

公募 一般口演7　「脳・頸動脈評価（小児/成人）」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 9:55 10:40 10:31 10:39
可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）の経頭
蓋超音波検査所見

10054 O8-1 渡邉 晶子
福岡大学　医学部　解剖学
講座

公募 一般口演8　「プラーク評価・微小循環」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 10:50 11:55 10:50 10:58
高周波超音波によるナノバブルの超音波造
影効果の基礎検討

10022 O8-2 大浦 一雅
岩手医科大学　神経内科・
老年科

公募 一般口演8　「プラーク評価・微小循環」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 10:50 11:55 10:59 11:07
Superb Micro-vascular Imaging（SMI）を用
いた頸動脈プラーク内新生血管の観察

10053 O8-3 加藤 正義
岩手医科大学　医学部　神
経内科・老年科

公募 一般口演8　「プラーク評価・微小循環」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 10:50 11:55 11:08 11:16
造影2D超音波検査と造影4D超音波検査
の比較

10032 O8-4 浜田 緒美
福岡大学　医学部　脳神経
外科

公募 一般口演8　「プラーク評価・微小循環」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 10:50 11:55 11:17 11:25
造影エコーを用いた病理学的プラーク破裂の
診断

10015 O8-5 村木 睦子
特定医療法人　柏葉脳神経
外科病院

公募 一般口演8　「プラーク評価・微小循環」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 10:50 11:55 11:26 11:34
頸動脈プラークの異常な動きとその後のプ
ラーク形状変化との関係

10002 O8-6 嶋田 裕史 福岡大学病院　臨床検査部 公募 一般口演8　「プラーク評価・微小循環」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 10:50 11:55 11:35 11:43
ICA狭窄(Pseudo occlusion)に対して頚部
血管造影超音波検査が有用であった1症例

10067 O8-7 阪本 奈緒
社会医療法人　医翔会　札
幌白石記念病院　生理検査
科

公募 一般口演8　「プラーク評価・微小循環」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 10:50 11:55 11:44 11:52
頸動脈ステント留置術後の超音波検査によ
るステント内評価の検討

10016 O9-1 大原 寛明
独立行政法人　国立病院機
構　大阪医療センター　脳卒
中内科

公募 一般口演9　「経胸壁・経食道心エコー」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:00 13:55 13:00 13:08
血管内治療により塞栓子を回収し得た感
染性心内膜炎の１例

10010 O9-2 塚原 由佳
獨協医科大学　神経内科　
脳卒中部門

公募 一般口演9　「経胸壁・経食道心エコー」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:00 13:55 13:09 13:17
左房径計測に対する経胸壁心エコーと胸部
レントゲンの比較

10074 O9-3 立石 洋平 長崎大学病院　脳神経内科 公募 一般口演9　「経胸壁・経食道心エコー」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:00 13:55 13:18 13:26
END<SUP>2</SUP>スコアは急性期脳梗
塞後の重篤な転帰を予測する

10083 O9-4 榊 佑介
佐賀県医療センター好生館　
脳血管内科

公募 一般口演9　「経胸壁・経食道心エコー」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:00 13:55 13:27 13:35
経食道心エコー及び造影CTにおける大動
脈所見の相違に関する検討

10007 O9-5 中森 正博
翠清会梶川病院　脳神経内
科

公募 一般口演9　「経胸壁・経食道心エコー」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:00 13:55 13:36 13:44
経食道心エコー検査における大動脈粥状
硬化病変とリスク因子の検討

10045 O9-6 石塚 健太郎
東京女子医科大学病院　神
経内科

公募 一般口演9　「経胸壁・経食道心エコー」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:00 13:55 13:45 13:53
Embolic stroke of undetermined sourceと
診断された急性脳梗塞患者の経食道心エ
コー検査所見の特徴

10042 O10-1 荒井 あゆみ
東京慈恵会医科大学付属
病院　放射線部

公募 一般口演10　「頸部エコー検査」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:55 15:00 13:55 14:03
当院におけるCarotid artery webの臨床的
特徴
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10038 O10-2 遠藤 美和
IMSグループ　医療法人社団
明芳会　横浜新都市脳神経
外科病院　臨床検査科

公募 一般口演10　「頸部エコー検査」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:55 15:00 14:04 14:12
頸動脈超音波検査にて動脈解離所見が見
られなかった内頚動脈解離の一例

10001 O10-3 徳田 直輝
国立循環器病研究センター　
脳血管内科

公募 一般口演10　「頸部エコー検査」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:55 15:00 14:13 14:21
急性期脳梗塞/一過性脳虚血発作を合併
した急性大動脈解離患者の頸部超音波診
断

10035 O10-4 友田 昌徳
国立病院機構　九州医療セ
ンター　脳血管センター・研究
センター　脳血管・神経内科

公募 一般口演10　「頸部エコー検査」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:55 15:00 14:22 14:30
“Champagne bottle neck sign” の片側・両
側陽性例における基礎疾患の差異に関する
研究

10079 O10-5 木下 直人
国立循環器病研究センター　
脳神経内科

公募 一般口演10　「頸部エコー検査」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:55 15:00 14:31 14:39
頚動脈内膜剥離術（CEA）術後における経
口腔頚動脈超音波検査（TOCU）の有用性

10072 O10-6 萩原 悠太
聖マリアンナ医科大学横浜市
西部病院 神経内科

公募 一般口演10　「頸部エコー検査」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:55 15:00 14:40 14:48

巨大頭蓋外内頸動脈瘤に対する内頸動脈
母血管コイル閉塞術の術後評価：
Transoral carotid ultrasonography 
(TOCU)の有用性

20003 O10-7 金 徳男
東邦大学医療センター佐倉
病院　臨床生理機能検査部

公募 一般口演10　「頸部エコー検査」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 13:55 15:00 14:49 14:57 脳梗塞と頸動脈硬化の関係について

10018 O11-1 今野 佐智代
獨協医科大学病院　超音波
センター

公募 一般口演11　「頸部エコー研究」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 15:00 16:05 15:00 15:08
総頸動脈最大内中複合体厚と肝脂肪量
の関係

10070 O11-2 原田 雅史
東邦大学　医学部　医学科　
脳神経外科学講座（佐倉）

公募 一般口演11　「頸部エコー研究」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 15:00 16:05 15:09 15:17
内頚動脈狭窄症における血中可溶型LR11
と頚動脈超音波検査の関連

10030 O11-3 和田 晋一
国立循環器病研究センター　
脳血管内科

公募 一般口演11　「頸部エコー研究」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 15:00 16:05 15:18 15:26 J-STARS Echo研究：登録時データの解析

10019 O11-4 岩崎 晶夫
獨協医科大学　神経内科　
脳卒中部門

公募 一般口演11　「頸部エコー研究」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 15:00 16:05 15:27 15:35
栃木県民の頸動脈洞内中膜複合体厚の
肥厚因子に関する検討

10051 O11-5 本田 有子
杏林大学医学部附属病院　
脳神経外科

公募 一般口演11　「頸部エコー研究」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 15:00 16:05 15:36 15:44
頚部頚動脈狭窄症に対する外科治療後の
頚動脈エコー所見

20002 O11-6 堤 由紀子
東京都保健医療公社　大久
保病院　神経内科

公募 一般口演11　「頸部エコー研究」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 15:00 16:05 15:45 15:53
脂質異常症をともなう虚血性脳卒中患者に
おけるロスバスタチンの頸動脈内中膜複合
体厚退縮効果

20004 O11-7 丹治 直映
東邦大学医療センター佐倉
病院　臨床生理機能検査部

公募 一般口演11　「頸部エコー研究」 第2会場　8F　803-805 6月4日（土）＜2日目＞ 15:00 16:05 15:54 16:02
高度頸動脈硬化症例の予後についての
検討

20012 会長講演 藤代 健太郎
東邦大学医学部医学科教
育開発室

指定 会長講演　「頸動脈血流波形から脳動脈硬化を探る」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 15:00 15:25 頸動脈血流波形から脳動脈硬化を探る

20005 特別講演 三澤 園子
千葉大学大学院医学研究
科　神経内科学

指定 特別講演　「神経筋超音波の『今』」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 14:00 14:55 神経筋超音波の「今」

20006 S1-1 山上 宏
国立循環器病研究センター　
脳神経内科

指定
シンポジウム1　「頸動脈の外科治療における超音波診断の役
割」

第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 10:35 12:00
頚動脈ステント留置術における超音波診
断の役割

10029 S1-2 松本 典子
日本医科大学　神経・脳血
管内科

指定
シンポジウム1　「頸動脈の外科治療における超音波診断の役
割」

第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 10:35 12:00
頸動脈の外科治療における超音波検査　
－頸部血管エコーの役割を中心にー

10037 S1-3 近藤 康介
東邦大学　医学部　医学科　
脳神経外科学講座（大森）

指定
シンポジウム1　「頸動脈の外科治療における超音波診断の役
割」

第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 10:35 12:00
術前頸動脈エコー所見と摘出プラークとの性
状比較
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10021 S1-4 小笠原 靖
岩手医科大学　脳神経外科
学講座

公募
シンポジウム1　「頸動脈の外科治療における超音波診断の役
割」

第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 10:35 12:00
頸動脈内膜剥離術中の微小塞栓出現の
術前予知: 3D T1W MR プラークイメージング
による検討

10014 WS-1 長谷川 英之
富山大学　大学院理工学研
究部

指定 ワークショップ　「波形解析〜波形をみる，よむ，つかう〜」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 15:30 16:55 超音波ドプラ法の基礎

20007 WS-2 山上 宏
国立循環器病研究センター　
脳神経内科

指定 ワークショップ　「波形解析〜波形をみる，よむ，つかう〜」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 15:30 16:55
脳血管内治療における超音波ドプラ診断
の有用性

10043 WS-3 崎間 洋邦
琉球大学　大学院医学研究
科　循環器・腎臓・神経内科
学

指定 ワークショップ　「波形解析〜波形をみる，よむ，つかう〜」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 15:30 16:55
左鎖骨下動脈狭窄率と椎骨動脈血流速
度波形との相関

10034 WS-4 岡部 龍太
獨協医科大学神経内科脳
卒中部門

指定 ワークショップ　「波形解析〜波形をみる，よむ，つかう〜」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 15:30 16:55
血流波形の収縮期加速時間を用いた椎骨
動脈狭窄診断

10078 WS-5 栗城 綾子
昭和大学　江東豊洲病院　
脳神経内科

指定 ワークショップ　「波形解析〜波形をみる，よむ，つかう〜」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 15:30 16:55
椎骨動脈狭窄と関連する因子の検討；測
定部位と血流波形からみえること

10046 S2-1 上野 祐司
順天堂大学医学部　脳神経
内科

指定 シンポジウム2　「頸動脈と大動脈プラークのイメージング」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 10:25
潜因性脳卒中における大動脈プラークイメー
ジングと治療戦略

10044 S2-2 大庭 英樹
岩手医科大学　医学部　内
科学講座　神経内科・老年
科分野

指定 シンポジウム2　「頸動脈と大動脈プラークのイメージング」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 10:25
最新の技術を用いた頸動脈プラークイメージ
ング

10088 S2-3 林 盛人
東邦大学医療センター大橋
病院　脳神経外科

指定 シンポジウム2　「頸動脈と大動脈プラークのイメージング」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 10:25
頚動脈狭窄症における不安定プラークの経
時的変化　- MRプラークイメージングを用い
て-

10006 S2-4 緒方 利安 福岡大学医学部神経内科 公募 シンポジウム2　「頸動脈と大動脈プラークのイメージング」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 10:25
造影頚部血管エコーのプラーク内造影効果
の経時的変化についての検討

10085 S2-5 山口 佳剛
国立循環器病研究センター　
脳血管内科

公募 シンポジウム2　「頸動脈と大動脈プラークのイメージング」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 10:25
脳卒中患者における大動脈弓部MRPAGE
法高信号と経食道心エコーでの大動脈複
合粥腫病変との関連

10059 S2-6 森 興太
国立循環器病研究センター　
脳血管内科

公募 シンポジウム2　「頸動脈と大動脈プラークのイメージング」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 9:00 10:25
Jellyfish signを有する頸動脈プラークに対す
る造影超音波検査を用いた新生血管評価
の検討

10027 S3-1 矢坂 正弘

国立病院機構　九州医療セ
ンター　脳血管センター・臨床
研究センター　脳血管・神経
内科

指定 シンポジウム3　「心原性脳塞栓症　血栓検出と治療」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 10:30 11:55
心房細動の治療　脳卒中診療医の立場か
ら

10060 S3-2 赤木 禎治
岡山大学病院　循環器疾患
集中治療部

指定 シンポジウム3　「心原性脳塞栓症　血栓検出と治療」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 10:30 11:55
卵円孔開存に対するカテーテル閉鎖術：脳
梗塞再発予防と片頭痛に対する効果

10013 S3-3 原 英彦
東邦大学　医療センター大橋
病院 循環器内科

指定 シンポジウム3　「心原性脳塞栓症　血栓検出と治療」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 10:30 11:55
深部静脈血栓症の薬物療法と心原性脳
梗塞へのカテーテル治療

10004 SP1-1 森 信博
香川大学　医学部　母子科
学講座　周産期学婦人科学

指定
特別企画1　「胎児と新生児の神経超音波診断から未来を探
る」

第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 13:00 14:25
ファーストトライメスターにおける胎芽・胎児の
脳・中枢神経系の発達

10052 SP1-2 夫 律子
クリフム夫律子マタニティクリ
ニック臨床胎児医学研究所

指定
特別企画1　「胎児と新生児の神経超音波診断から未来を探
る」

第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 13:00 14:25
ここまできた! 最新胎児神経超音波による胎
児中枢神経系画像診断2016

10028 SP1-3 近藤 昌敏
東京都立小児総合医療セン
ター　新生児科

指定
特別企画1　「胎児と新生児の神経超音波診断から未来を探
る」

第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 13:00 14:25 新生児虚血性脳病変における超音波診断
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20007 SP1-4 清水 正樹
埼玉県立小児医療センター
未熟児新生児科

指定 特別企画1　「胎児と新生児の神経超音波診断から未来を探る」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 13:00 14:25
新生児低酸素性虚血性脳症における脳
血流とは？

10039 SP2-1 菊野 宗明
国立循環器病研究センター　
脳血管内科

公募 特別企画2　「脳卒中七番勝負～興味深い症例～」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 14:30 15:55

Stanford A型大動脈解離に対する上行大
動脈置換術後に虚血性脳卒中を繰り返し
3D経食道心エコー検査が診断に有用であっ
た一例

10031 SP2-2 田中 陽平
立川綜合病院　循環器・脳
血管センター　神経内科

公募 特別企画2　「脳卒中七番勝負～興味深い症例～」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 14:30 15:55
有茎性可動性プラークを塞栓源とした脳梗
塞に対し緊急CASを施行した1例

10047 SP2-3 田中 寛大
天理よろづ相談所病院　神
経内科

公募 特別企画2　「脳卒中七番勝負～興味深い症例～」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 14:30 15:55
頸動脈ステント留置術中に認めたステント内
mobile plaqueの評価に術中頸動脈超音波
検査が有用であった1例

10081 SP2-4 中岡 勤 保谷厚生病院脳神経外科 公募 特別企画2　「脳卒中七番勝負～興味深い症例～」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 14:30 15:55
興味深い経過と画像所見を呈した右内頸
動脈閉塞症例

10089 SP2-5 濱口 浩敏
北播磨総合医療センター　神
経内科

公募 特別企画2　「脳卒中七番勝負～興味深い症例～」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 14:30 15:55
頸部腫瘤を契機に発見した総頸動脈仮性
動脈瘤の一例

10071 SP2-6 古井 英介 広南病院　脳血管内科 公募 特別企画2　「脳卒中七番勝負～興味深い症例～」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 14:30 15:55
脳梗塞を契機に発見されたPolyvascular 
diseaseの一例

20001 SP2-7 矢坂 正弘

国立病院機構　九州医療セ
ンター　脳血管センター・臨床
研究センター　脳血管・神経
内科

指定 特別企画2　「脳卒中七番勝負～興味深い症例～」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 14:30 15:55
"Champagne bottle neck sign"を一側で
呈した男性高齢者の1例

20008 検査法標準化 長束 一行
国立循環器病研究センター　
脳神経内科

指定 検査法標準化　「頚動脈エコー検査法の標準化」 第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 16:00 16:30 頚動脈エコー検査法の標準化

20009 ランチョンセミナー1　白井 厚治 誠仁会みはま病院　理事 指定 ランチョンセミナー1　「ＣＡＶＩからみた脳と動脈弾性能の相互作用」第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 12:10 12:50
ＣＡＶＩからみた脳と動脈弾性能との相互
作用の新しい展開

20009 ランチョンセミナー2 平野 照之
杏林大学医学部 脳卒中医
学

指定
ランチョンセミナー2　「脳塞栓症を巡る話題：何が脳血管を塞ぎ，
そこをどう通すか？」

第1会場　9F　議場 6月4日（土）＜2日目＞ 12:00 12:55
脳塞栓症を巡る話題：
何が脳血管を塞ぎ，そこをどう通すか？

20010 イブニングセミナー山上 宏
国立循環器病研究センター　
脳神経内科

指定 イブニングセミナー　「血小板機能からみた最適な血管内治療」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 17:00 18:00
血小板反応性と脳梗塞急性期および慢
性期の再発

20011 イブニングセミナー中村 正人
東邦大学医療センター大橋
病院　循環器内科

指定 イブニングセミナー　「血小板機能からみた最適な血管内治療」 第1会場　9F　議場 6月3日（金）＜1日目＞ 17:00 18:00 抗血小板機能とPCI後の心血管イベント
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