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8：50～9：00　開会のあいさつ

15：00～15：25　会長講演

「頸動脈血流波形から脳動脈硬化を探る」

15：30～16：55　ワークショップ

「波形解析～波形をみる，よむ，つかう～」
座長 神谷　雄己，竹川　英宏
演者 長谷川英之，山上　　宏
 崎間　洋邦，岡部　龍太
 栗城　綾子

13：00～13：55

社員総会

14：00～14：55　特別講演

「神経筋超音波の『今』」
座長 藤岡　俊樹
講師 三澤　園子

座長 峰松　一夫
演者 藤代健太郎

10：45～12：00　一般口演5

「神経・筋エコー」
座長 高瀬　憲作，岩崎　泰雄

9：55～10：40　一般口演4

「新技術」

9：00～9：55　一般口演3

「栓子検出と脳血流」
座長 木村　和美，濱口　浩敏

9：00～9：45　一般口演1

「波形解析1」
座長 岡田　　靖，塩貝　敏之

9：45～10：30　一般口演2

「波形解析2」
座長 川口正一郎，永井　秀政

12：10～12：50　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」
座長 東丸　貴信
演者 白井　厚治
共催 フクダ電子株式会社

17：00～18：00　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」
・血小板反応性と脳梗塞急性期および慢性期の再発
・抗血小板機能とPCI 後の心血管イベント

座長 松丸　祐司
演者 山上　　宏，中村　正人
共催 第一三共株式会社

10：35～12：00　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」
座長 鈴木　倫保，周郷　延雄
演者 山上　　宏，松本　典子
 近藤　康介，小笠原　靖

座長 橋本洋一郎，東丸　貴信

第1会場　9F　議　場 第2会場　8F　大会議室（803～805）

第 1日目　2016 年 6 月 3 日（金）
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第1会場　9F　議　場 第2会場　8F　大会議室（803～805）

閉会のあいさつ

9：00～10：25　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」
座長 卜部　貴夫，岩渕　　総
演者 上野　祐司，大庭　英樹
 林　　盛人，緒方　利安
 山口　佳剛，森　　興太

10：30～11：55　シンポジウム3

「心原性脳塞栓症　血栓検出と治療」
座長 井口　保之，原　　英彦
演者 矢坂　正弘，赤木　禎治
 原　　英彦

共催 バイエル薬品株式会社

12：00～12：55　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？」

座長 豊田　一則
演者 平野　照之

共催 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社／ファイザー株式会社

13：00～14：25　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」

座長 市橋　　光，中田　雅彦
演者 森　　信博，夫　　律子
 近藤　昌敏，清水　正樹

14：30～15：55　特別企画2

「脳卒中七番勝負～興味深い症例～」
座長 山下　晃平，永野　恵子
演者 菊野　宗明，田中　陽平
 田中　寛大，中岡　　勤
 濱口　浩敏，古井　英介
 矢坂　正弘

16：00～16：30

「検査法標準化」 座長 長谷川泰弘
講師 長束　一行

9：00～9：55　一般口演6

「リスク管理」
座長 永廣　信治，堤　由紀子

9：55～10：40　一般口演7

「脳・頸動脈評価（小児／成人）」
座長 秦　　利之，寺崎　修司

10：50～11：55　一般口演8

「プラーク評価・微小循環」
座長 立花　克郎，寺山　靖夫

13：00～13：55　一般口演9

「経胸壁・経食道心エコー」

座長 北川　一夫，山村　　修

13：55～15：00　一般口演10

「頸部エコー検査」
座長 栗　　　薫，豊田　章宏

15：00～16：05　一般口演11

「頸部エコー研究」
座長 古賀　政利，長尾　建樹
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「CAVI からみた脳と動脈弾性能の相互作用」
座長 東丸　貴信
演者 白井　厚治
共催 フクダ電子株式会社

17：00～18：00　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」
・血小板反応性と脳梗塞急性期および慢性期の再発
・抗血小板機能とPCI 後の心血管イベント

座長 松丸　祐司
演者 山上　　宏，中村　正人
共催 第一三共株式会社

10：35～12：00　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」
座長 鈴木　倫保，周郷　延雄
演者 山上　　宏，松本　典子
 近藤　康介，小笠原　靖

座長 橋本洋一郎，東丸　貴信
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閉会のあいさつ

9：00～10：25　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」
座長 卜部　貴夫，岩渕　　総
演者 上野　祐司，大庭　英樹
 林　　盛人，緒方　利安
 山口　佳剛，森　　興太

10：30～11：55　シンポジウム3

「心原性脳塞栓症　血栓検出と治療」
座長 井口　保之，原　　英彦
演者 矢坂　正弘，赤木　禎治
 原　　英彦

共催 バイエル薬品株式会社

12：00～12：55　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？」

座長 豊田　一則
演者 平野　照之

共催 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社／ファイザー株式会社

13：00～14：25　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」

座長 市橋　　光，中田　雅彦
演者 森　　信博，夫　　律子
 近藤　昌敏，清水　正樹

14：30～15：55　特別企画2

「脳卒中七番勝負～興味深い症例～」
座長 山下　晃平，永野　恵子
演者 菊野　宗明，田中　陽平
 田中　寛大，中岡　　勤
 濱口　浩敏，古井　英介
 矢坂　正弘

16：00～16：30

「検査法標準化」 座長 長谷川泰弘
講師 長束　一行

9：00～9：55　一般口演6

「リスク管理」
座長 永廣　信治，堤　由紀子

9：55～10：40　一般口演7

「脳・頸動脈評価（小児／成人）」
座長 秦　　利之，寺崎　修司

10：50～11：55　一般口演8

「プラーク評価・微小循環」
座長 立花　克郎，寺山　靖夫

13：00～13：55　一般口演9

「経胸壁・経食道心エコー」

座長 北川　一夫，山村　　修

13：55～15：00　一般口演10

「頸部エコー検査」
座長 栗　　　薫，豊田　章宏

15：00～16：05　一般口演11

「頸部エコー研究」
座長 古賀　政利，長尾　建樹

第 2日目　2016 年 6 月 4 日（土）


