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第2日　10月6日㊏ A会場［マグノリアホール（中・南）］

「深部静脈血栓症に対する包括的診療」

座長：竹川　英宏（獨協医科大学 神経内科（脳卒中部門）／超音波センター／脳卒中センター）
佐々木一裕（盛岡市立病院診療部 神経内科）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

S5-1 静脈⾎栓塞栓症の背景・治療・予後の実際 －順天堂CCU VTEデータベースの解析

岩田　　洋 順天堂大学 循環器内科

S5-2 急性期脳卒中に合併した深部静脈血栓症

三村　秀毅 東京慈恵会医科大学 神経内科

S5-3 産婦⼈科領域における深部静脈⾎栓症／肺⾎栓塞栓症

杉村　　基 浜松医科大学産婦人科 家庭医療学講座

S5-4 整形外科領域における静脈⾎栓塞栓症（VTE）

阿部　靖之 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 整形外科

「変貌するカテーテルデバイス治療と新たなエビデンス」

座長：大石 英則（順天堂大学医学部 脳神経外科・脳神経血管内治療学講座）
中里 祐二（順天堂大学医学部附属浦安病院 循環器内科）　　　　　　

基調講演 急性虚⾎性脳卒中に対する⾎栓回収療法の進歩

坂井　信幸 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科，総合脳卒中センター

S6-1 経皮経管的脳血栓回収術 －テクニックの進化と深化を追及する－

神谷　雄己 昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科

S6-2 奇異性脳梗塞症に対する経カテーテル的卵円孔閉鎖術の最前線

金澤　英明 慶應義塾大学医学部 循環器内科

S6-3 大動脈弁狭窄症とTAVI
荒木　基晴 済生会横浜市東部病院 循環器内科

S6-4 ⼼房細動患者における⼼原性脳塞栓予防のための経カテーテル左⼼⽿閉鎖術の

有効性

久保　俊介 倉敷中央病院 循環器内科

シンポジウム 5 9：00～10：10

シンポジウム 6 10：10～11：50



第21回日本栓子検出と治療学会

27

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

「中和の視点からの抗凝固療法～高まる安全性と広がる治療戦略～」

座長：藤本　茂（自治医科大学 神経内科学）

LS3 小松　洋治 筑波大学附属病院 脳神経外科

「心房細動登録研究」

座長：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）　　　　　
坂口　 学（大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター 神経内科）

S7-1 伏⾒AFレジストリからみた抗凝固療法の現状と問題点
赤尾　昌治 国立病院機構京都医療センター 循環器内科 部長

S7-2 Keio interhospital cardiovascular studies – Atrial Fibrillation Registry（KiCS-AF）
〜⼼房細動患者のさらなるQOL改善に向けて〜
池村　修寛 慶應義塾大学医学部 循環器内科

S7-3 Registry of Japanese Patients with Atrial Fibrillation Focused on Anticoagulant 
Therapy in the New Era
宮﨑彩記子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科

S7-4 カテーテルアブレーション全例登録プロジェクト（J-AB）について

山根　禎一 東京慈恵会医科大学 循環器内科

S7-5 レジストリデータに基づいた経⼝抗凝固薬を適切に選択するための研究

（Strawberry研究）

山口　啓二 一宮西病院 神経内科

ランチョンセミナー 3 12：00～13：00

シンポジウム 7 13：10～14：50
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「抗血栓治療のパラダイムシフト」

座長：豊田 一則（国立循環器病研究センター 脳血管部門）
長尾 毅彦（日本医科大学多摩永山病院 脳神経内科）

S8-1 抗⾎⼩板薬の⻑所と短所

八木田佳樹 川崎医科大学 脳卒中医学

S8-2 脳梗塞急性期での抗⾎栓療法の有効性と安全性

青木　淳哉 日本医科大学付属病院 神経・脳血管内科／脳卒中集中治療科

S8-3 抗⾎栓療法と出⾎合併リスク（BAT研究からBAT2研究へ）

高木　正仁 国立循環器病研究センター 脳血管内科

S8-4 抗⾎⼩板薬治療の最前線

宮内　克己 順天堂東京江東高齢者医療センター 循環器内科

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）

シンポジウム 8 14：50～16：10

閉会の辞 16：10～16：15
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第2日　10月6日㊏ B会場［マグノリアホール（北）］

「血管内治療」
座長：植田 敏浩（聖マリアンナ医大東横病院 脳卒中センター）

渡邉 雅男（順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科）

O6-1 脳梗塞と⼼筋梗塞を同時に来し，⾎栓溶解療法と経⽪的脳⾎栓回収術を⾏った⼀例

阿部宗一郎 国立循環器病研究センター 脳血管内科

O6-2 内頚動脈狭窄症の遠位塞栓による中⼤脳動脈閉塞症に⾎栓回収療法を⾏った⼀例

土井尻遼介 岩手県立中央病院 神経内科

O6-3 回収された⾎栓の病理により⼼原性脳塞栓症が否定された⼀例

山下ひとみ 杏林大学医学部付属病院 脳卒中医学

O6-4 回収した塞栓⼦の病理所⾒より診断に⾄った脳塞栓症の63歳⼥性例
福田　早織 昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科

O6-5 動注化学療法カテーテルに付着した⾎栓による脳塞栓症が疑われた58歳男性症例
藤井　隆史 昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科

「抗血栓薬療法①」
座長：山城 一雄（順天堂大学医学部 脳神経内科）　　　　　

藤本　 茂（自治医科大学内科学講座 神経内科学部門）

O7-1 リバーロキサバン内服中，尿閉，尿路感染症による腎機能低下を来し脳出⾎に

至った1例
片岡　優子 国立循環器病研究センター 脳血管内科

O7-2 DOAC療法中のピーク時相とトラフ時相における抗凝固作⽤の⽐較
友田　昌徳 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 救命救急

O7-3 慢性期脳梗塞でクロピドグレルにシロスタゾールを併⽤した際の⾎管内⽪機能への

効果

白井　優香 東京女子医科大学 脳神経内科

O7-4 ラット出⾎性梗塞モデルにおけるXa阻害薬のPARを介した脳血管保護効果

角田慶一郎 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経内科学

O7-5 急性⼼筋梗塞発症後に出⾎性脳梗塞を2回発症した左室内⾎栓の⼀例
菅野　道貴 福岡山王病院 循環器内科

一般口演 6 9：00～9：50

一般口演 7 9：55～10：45
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「抗血栓薬療法②」

座長：竹川 英宏（獨協医科大学神経内科 病院脳卒中センター／超音波センター）
細見 直永（広島大学大学院 脳神経内科学）　　　　　　　　　　　　　　

O8-1 発症前抗凝固療法が⼼房細動合併虚⾎性脳卒中の重症度に及ぼす影響

山城　一雄 順天堂大学医学部 脳神経内科

O8-2 ⾎栓成⻑モデルの開発・メカニズム解析と抗凝固薬の評価系への応⽤の可能性

伊藤　創馬 日本薬科大学薬学部 薬学科，桐蔭横浜大学

O8-3 アピキサバン内服によって左⼼⽿内⾎栓が消失した⼀例

山口枝里子 岩手県立中央病院 神経内科

O8-4 1か⽉間無治療後抗凝固療法開始、開始36⽇後に脳梗塞を発症した頻脈性⼼房細動
の1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

O8-5 くも膜下出⾎と脳梗塞を発症した本態性⾎⼩板増多症の1例
杉山　瑞穂 順天堂大学 脳神経内科

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

「脳卒中治療と予防のUpdate」

座長：星野 晴彦（東京都済生会中央病院 副院長・神経内科部長・脳卒中センター長）

LS4-1 抗凝固療法の現状と課題 －脳卒中 2次予防の現場から－

須田　　智 日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野

LS4-2 リアルワールドデータから⾒えてくる脳卒中予防

矢坂　正弘 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 脳血管センター

一般口演 8 10：50～11：40

ランチョンセミナー 4 12：00～13：00
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「全身性疾患と血栓塞栓症」

座長：藤代健太郎（日本健康増進財団医学科 医学教育センター／数学IRセンター）
山村　　修（福井大学医学部 神経内科・地域医療推進講座）      　　　　　

O9-1 感染性⼼内膜炎に関する新たな国内ガイドライン：中枢神経合併症への診断・治療

の推奨

豊田　一則 国立循環器病研究センター 脳血管内科

O9-2 Calcified Amorphous Tumorを塞栓源とした多発脳梗塞の1例
城野　喬史 杏林大学医学部 脳卒中医学

O9-3 ⼦宮腺筋症に非細菌性⾎栓性⼼内膜炎を合併した⼼原性脳塞栓症の44歳⼥性例
飯島　直樹 聖マリアンナ医科大学病院 脳神経内科

O9-4 子宮頸癌に合併した深部脳静脈血栓症の1例
榎本　崇一 福井大学医学部 脳神経内科

O9-5 Calcified Amorphous Tumorが塞栓源と考えられた脳梗塞の1例
公平　瑠奈 国立循環器病研究センター 脳血管内科

「大動脈病変」

座長：八木田佳樹（川崎医科大学 脳卒中医学）
上野　祐司（順天堂大学 脳神経内科）　

O10-1 ⾼度な可動性プラークが塞栓源と考えられた⼤動脈原性脳塞栓症の1例
古寺　紘人 日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野

O10-2 好酸球増多を認め胸部⼤動脈粥腫からのコレステロール塞栓が疑われた

多発脳梗塞の1例
駒井　侯太 日本医科大学 神経・脳血管内科

O10-3 潜因性脳梗塞において⼸部⼤動脈粥腫はCHADS2、CHA2DS2-VAScスコアに

関連する

上野　祐司 順天堂大学医学部 脳神経内科

O10-4 ⼤動脈粥腫の⻑期観察における経時的変化

栗城　綾子 昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科

O10-5 後頭葉領域の脳梗塞でシャルル・ボネ症候群を呈した⼀例

西平　崇人 獨協医科大学 神経内科 脳卒中センター

一般口演 9 13：10～14：00

一般口演 10 14：05～14：55


