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第1日　10月5日㊎ A会場［マグノリアホール（中・南）］

会長：ト部 貴夫（順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科）

「血栓塞栓症に関わる基礎研究の進歩」

座長：立花 克郎（福岡大学医学部 医学科解剖学教室）
北川 一夫（東京女子医科大学 脳神経内科）　　

S1-1 ナノバブル超音波造影剤の音響学的特性の検討

渡邉　晶子 福岡大学医学部 解剖学講座

S1-2 光⾳響イメージングによる⾎管ネットワークの可視化と酸素飽和度計測

西條　芳文 東北大学 医工学研究科

S1-3 敗血症性DICと好中球機能

下村　泰代 藤田保健衛生大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座

S1-4 心臓血管外科手術と包括的凝固検査

榛沢　和彦 新潟大学大学院 先進血管病・塞栓症治療・予防講座

共催：アボットメディカルジャパン株式会社

「潜因性脳梗塞の診断と卵円孔開存症治療の進化と深化」

座長：長谷川泰弘（聖マリアンナ医科大学 脳神経内科）　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内山真一郎（国際医療福祉大学／山王病院・山王メディカルセンター 臨床医学研究センター／脳血管センター）

基調講演 潜因性脳卒中における卵円孔閉鎖術と抗⾎栓症療法

内山真一郎 国際医療福祉大学／山王病院・山王メディカルセンター 臨床医学研究センター／
脳血管センター

S2-1 潜因性脳梗塞の診断

井口　保之 東京慈恵会医科大学 神経内科

S2-2 卵円孔開存閉鎖術のエビデンスと⼿技

原　　英彦 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科

開会の辞 8：55～9：00

シンポジウム 1 9：00～10：10

シンポジウム 2 10：10～11：50
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S2-3 Brain and Heart Team：脳卒中の⽴場から
山上　　宏 国立循環器病研究センター 脳卒中集中治療科

S2-4 Brain-Heart Team：循環器内科の⽴場から
福井　重文 国立循環器病研究センター　心臓血管内科部門　小児循環器科　脳血管内科

共催：第一三共株式会社

「心房細動と認知症 ～超高齢社会における脳梗塞・認知症予防戦略～」

座長：木村 和美（日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野）

LS1 長田　　乾 横浜総合病院 臨床研究センター

会員の皆さまが対象です。ご参加をお願いいたします。

共催：バイエル薬品株式会社

「Polyvascular Diseaseと栓子生成メカニズム」

座長：卜部 貴夫（順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科）
平野 照之（杏林大学医学部 脳卒中医学）　　　　　　　

S3-1 Polyvascular Diseaseの病理と栓⼦⽣成メカニズム
羽尾　裕之 日本大学医学部 病態病理学系 人体病理学分野

S3-2 ⾎流維持型⾎管内視鏡で診る⼤動脈動脈硬化と栓⼦の新知⾒

小松　　誠 大阪暁明館病院 心臓血管病センター

S3-3 Polyvascular Diseaseのための新しい⾎流解析ツール
宮崎　翔平 株式会社Cardio Flow Design

S3-4 Polyvascular Diseaseへの薬物治療の進化
横井　宏佳 福岡山王病院 循環器センター

ランチョンセミナー 1 12：00～13：00

総会・評議員会 13：10～13：55

シンポジウム 3 14：00～15：20
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共催：日本メドトロニック株式会社／株式会社イメージ ワン

「心房細動治療の進化と深化」

座長：橋本洋一郎（熊本市民病院 神経内科）　　　
萩原　誠久（東京女子医科大学 循環器内科）

S4-1 原因不明脳梗塞と植込み型⼼電計

藤堂　謙一 大阪大学大学大学院医学系研究科 神経内科学科

S4-2 デュランタを活⽤した脳梗塞急性期⼊院時1週間の心電図監視による心房細動の

検出率の検討

山口　啓二  一宮西病院 神経内科

S4-3 心房細動の根治術の簡素化

藤生　克仁 東京大学大学院医学系研究科 先進循環器病学

S4-4 ⼼原性脳塞栓症診療のanother side
立石　洋平 長崎大学病院 脳神経内科

S4-5 中和を考慮した経口抗凝固薬の選択

古賀　政利 国立循環器病研究センター 脳血管内科

共催：アストラゼネカ株式会社

「糖尿病の合併症予防UPDATE」

座長：細見 直永（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 脳神経内科学）

ES 横手幸太郎 千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学

シンポジウム 4 15：20～17：10

イブニングセミナー 17：20～18：20
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第1日　10月5日㊎ B会場［マグノリアホール（北）］

「心房細動」

座長：田中 亮太（自治医科大学附属病院 脳卒中センター・内科学講座 神経内科学部門）
寺崎 修司（熊本赤十字病院 脳神経内科） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

O1-1 脳梗塞発症にて⼊院し⼼房細動が判明、アブレーション治療で洞調律維持が

出来た症例

藤原理佐子 地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立脳血管研究センター 循環器内科

O1-2 当センターでの、脳梗塞と⼼房細動合併例での⼼房細動アブレーションの状況

藤原理佐子 地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立脳血管研究センター 循環器内科

O1-3 ⼼房細動治療の実態把握と予後に関する患者登録研究 〜The RAFFINE Registry〜
田中　亮太 自治医科大学附属病院 脳卒中センター／内科学講座神経内科学部門

O1-4 潜因性脳梗塞患者における1週間心電図モニタリング有用性の検討

遠井　素乃 東京女子医科大学 脳神経内科学

「塞栓症①」

座長：杉原 　浩（北柏リハビリ総合病院） 　　　
三村 秀毅（東京慈恵会医科大学 神経内科）

O2-1 左肺静脈内⾎栓に伴う脳塞栓症の2例
徳元　悠木 日本医科大学付属病院 神経・脳血管内科

O2-2 肺動静脈瘻治療後経頭蓋ドプラで微⼩栓⼦シグナルの消失が確認されたオスラー病

の⼀例

渡邉　　輝 自治医科大学 内科学講座 神経内科学部門

O2-3 肺動静脈瘻による奇異性脳塞栓患者の⼊院管理について

首藤　宏介 永冨脳神経外科病院 リハビリテーション部

O2-4 潜因性脳梗塞における経⾷道⼼エコー実施に関する因⼦の検討

平　健一郎 順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科

一般口演 1 9：45～10：25

一般口演 2 9：45～10：25
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「塞栓症②」

座長：長束 一行（市立豊中病院神経内科（脳卒中センター））　　　　　 　　
堤 由紀子（公益財団法人東京都保健医療公社 大久保病院 脳神経内科）

O3-1 肺動静脈瘻による奇異性脳塞栓症に対し外科的切除術を施⾏した⼀例

大山　綾音 岩手県立中央病院 神経内科科

O3-2 肺動脈切除断端により脳塞栓症を発症したと考えられた10ヶ⽉齢男児の⼀例
池之内　初 国立循環器病研究センター 脳血管内科

O3-3 成⼈剖検例における卵円孔開存症の頻度

堤　由紀子 公益財団法人東京都保健医療公社 大久保病院 神経内科

O3-4 急性期脳梗塞に合併した深部静脈⾎栓症に関連する因⼦の検討

三村　秀毅 東京慈恵会医科大学 神経内科

O3-5 右左シャントを有する脳梗塞に合併する近位型および遠位型DVTの関連因子

白石　朋敬 東京慈恵会医科大学 神経内科

共催：アッヴィ合同会社

「パーキンソン患者における静脈血栓症のリスクマネージメント」

座長：平田 幸一（獨協医科大学 神経内科）

LS2 志村　秀樹 順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科

「頸動脈、頭蓋内血管病変関連①」

座長：高瀬 憲作（徳島県立中央病院 急性期リハビリテーション部）
石川 清子（北柏リハビリ総合病院） 　　　　　　　　　　　

O4-1 内頸動脈に収縮後期逆流を認めた腕頭動脈狭窄症の⼀例

永井　秀政 島根大学医学部 脳神経外科

O4-2 深部⽩質病変と内頸静脈⾎流量およびその呼吸時変動

安達有多子 東京女子医科大学医学部 脳神経内科 

一般口演 3 10：40～11：30

ランチョンセミナー 2 12：00～13：00

一般口演 4 14：00～15：00
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O4-3 頸絞めによる脳梗塞2例の検討
三浦久美子 新小山市民病院 神経内科

O4-4 認知症患者における頸動脈⾎流量の検討

石川　清子 北柏リハビリ総合病院 臨床検査科

O4-5 脳ドックにおける無症候性頸動脈狭窄例に対するリスク管理の必要性

佐々木一裕 盛岡市立病院 神経内科

O4-6 頚動脈狭窄患者における3T MRIを⽤いた⽪質微⼩梗塞の検出
高杉　純司 大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学

「頸動脈、頭蓋内血管病変関連②」

座長：塩沢 友規（青山学院大学保健管理センター 青山学院診療所 内科）
古井 英介（富山県済生会富山病院 脳卒中内科） 　　　　　　　　

O5-1 CTとMRIで経時的に観察した片側脳深部静脈血栓症の61歳⼥性例
加茂　　晃 順天堂大学医学部 脳神経内科

O5-2 脳梗塞とくも膜下出⾎を同時に認めた多発脳動脈狭窄症の49歳男性例
佐藤　健朗 東京慈恵会医科大学 神経内科

O5-3 RNF213 p.R4810K遺伝⼦多型とウイルス動脈輪形成の関連

江藤　　太 国立循環器病研究センター 脳神経内科

O5-4 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

伊倉真衣子 新潟大学医歯学総合研究科 先進血管病・塞栓症治療・予防講座

O5-5 Internal carotid artery webが疑われた1例
古井　英介 富山県済生会富山病院 脳卒中内科

O5-6 都市部地域住⺠を対象とする頸動脈プラーク進展に関係する要因に関する研究

小久保喜弘 国立循環器病研究センター 予防健診部

一般口演 5 15：05～16：05
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第1日　10月5日㊎ ポスター会場［カトレアルーム］

座長：水野 敏樹（京都府立医科大学大学院医学研究科 神経内科学）
長尾 　毅（日本医科大学多摩永山病院 脳神経内科）　　　　

P1 潜因性脳梗塞に対するICMのフォローアップ業務と初期導入結果

藤澤　典史 社会医療法人札幌白石記念病院 臨床工学技術室

P2 超急性期頭蓋内動脈閉塞に対する積極的ステント留置は有効か

三浦　正智 熊本赤十字病院 脳神経内科 

P3 当院に入院した脳静脈血栓症患者20例の臨床的検討
鈴木　綾乃 獨協医科大学 神経内科（脳卒中部門）

P4 Pretreatment effects of rivaroxaban after thrombolysis in ischemic rat brain.

商　　敬偉 岡山大学 脳神経内科

P5 basi-parallel anatomical scanningが有用であった産褥期可逆性脳血管攣縮症候群の

1例
渡邊光太郎 大阪大学医学部附属病院 神経内科・脳卒中科

P6 急性脳⾎管症候群における悪性腫瘍合併症例の検討

中島　　翔 順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

P7 十二指腸消化管間質腫瘍（GIST）を伴った多発性脳梗塞の1例
脇田　政之 鹿児島医療センター 脳血管内科

P8 無症候性肺塞栓症例においてDECT 肺⾎流機能評価を併⽤し診断精度が向上した
⼀例

坪内　啓正 福井県済生会病院 放射線技術部 

ポスター発表 16：10～17：00


