
第31回⽇本脳神経超⾳波学会総会 演題⼀覧（特別講演・ランチョンセミナー・イブニングセミナーは除く）
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O1-1 10058 川添 一正
鹿児島赤十字病院　脳神経
外科

脳梗塞通院患者のMaxIMT変化 リ
スクファクターと内服薬を中心に

一般口演１「IMT」 6月29日 9:00 9:50 1 第1会場

O1-2 10032 岡崎 周平
大阪大学大学院医学系研
究科　神経内科学・脳卒中
センター

動脈硬化ハイリスク患者における
危険因子の管理状況と頸動脈内
中膜複合体厚進展の関連につい
て：10年間長期フォローによる検討

一般口演１「IMT」 6月29日 9:00 9:50 2 第1会場

O1-3 10010 濱口 浩敏
神戸大学医学部附属病院
神経内科

CardioHealth Stationを用いた頸動
脈IMTに対する自動計測の有用性

一般口演１「IMT」 6月29日 9:00 9:50 3 第1会場

O1-4 10035 安部 信行
東邦大学医療センター大森
病院　臨床生理機能検査部

超音波変位法によるstiffness
parameterβとCAVIならびにIMTの
比較検討

一般口演１「IMT」 6月29日 9:00 9:50 4 第1会場

O1-5 10068 古門 成隆
大阪大学医学部附属病院
神経内科学・脳卒中セン
ター

薬剤介入がアテローム粥腫に影響
を与える因子の解析

一般口演１「IMT」 6月29日 9:00 9:50 5 第1会場

O2-1 10021 中森 正博
広島大学大学院　脳神経内
科学

総頸動脈起始部が閉塞し盲端と
なった総頸動脈内に可動性の血
栓が疑われた2症例

一般口演２「頸部エコー」 6月29日 9:55 10:55 1 第1会場

O2-2 10065 寺崎 修司 熊本赤十字病院　神経内科
緊急CASの適応決定に頸動脈エ
コー検査が有用だったアテローム
血栓性脳梗塞の1例

一般口演２「頸部エコー」 6月29日 9:55 10:55 2 第1会場

O2-3 10044 豊田 剛一郎
NTT東日本関東病院　脳神
経外科

破綻寸前の無症候性可動性頸動
脈プラークに頸動脈ステント留置
術を施行し圧着に成功した1例

一般口演２「頸部エコー」 6月29日 9:55 10:55 3 第1会場
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O2-4 10050 早川　 幹人
虎の門病院　脳神経血管内
治療科

頸部頸動脈病変に起因した急性
期虚血性脳血管障害における頸
動脈内可動性構造の検討

一般口演２「頸部エコー」 6月29日 9:55 10:55 4 第1会場

O2-5 10013 豊田 茂
獨協医科大学　心臓・血管
内科

急性冠症候群における経皮的冠
動脈形成術例と冠動脈バイパス術
例の頸動脈エコー所見－第2報－

一般口演２「頸部エコー」 6月29日 9:55 10:55 5 第1会場

O2-6 10047 田島 亜弥
湘南鎌倉総合病院　臨床検
査部

超音波検査での正常対照群と多
発性硬化症患者における慢性脳
脊髄静脈不全の頻度の検討

一般口演２「頸部エコー」 6月29日 9:55 10:55 6 第1会場

O3-1 10051 伊藤 美智子
国立病院機構九州医療セン
ター　臨床検査部

内頸動脈欠損症および低形成症
における総頸動脈エコー所見につ
いての検討

一般口演３「小児・奇形」 6月29日 11:00 11:40 1 第1会場

O3-2 10009 萩原 伸哉
島根大学医学部　脳神経外
科

VP shunt機能の超音波評価が有
用であったキアリ2型奇形児の1例

一般口演３「小児・奇形」 6月29日 11:00 11:40 2 第1会場

O3-3 10039 木下 恵司 越谷市立病院　小児科
新生児期に結節性硬化症と診断さ
れた1例

一般口演３「小児・奇形」 6月29日 11:00 11:40 3 第1会場

O3-4 10030 丸山 麻美
自治医科大学附属さいたま
医療センター　小児科

新生児頸動脈IMTの検討 一般口演３「小児・奇形」 6月29日 11:00 11:40 4 第1会場

O4-1 10062 田口 芳治
富山大学附属病院　神経内
科

脳梗塞発症前CHADS2スコア1点
以下の心原性脳塞栓症における
左心耳機能の検討

一般口演４「心・血管１」 6月29日 14:40 15:20 1 第1会場
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O4-2 10027 田中 弘二
国立循環器病研究センター
脳血管内科

リアルタイム3D経食道心臓超音波
検査を用いた急性期脳梗塞にお
ける心房細動と左心耳体積の検
討

一般口演４「心・血管１」 6月29日 14:40 15:20 2 第1会場

O4-3 10048 榛沢 和彦
新潟大学医歯学系　呼吸循
環外科

無症候性脳梗塞で見つかり切除し
た乳頭状弾性線維腫瘍の２例

一般口演４「心・血管１」 6月29日 14:40 15:20 3 第1会場

O4-4 10071 田所 靖啓
大阪大学医学部附属病院
神経内科学・脳卒中セン
ター

婦人科系腫瘍性病変を合併した急
性期脳梗塞の神経超音波検査を
用いた検討

一般口演４「心・血管１」 6月29日 14:40 15:20 4 第1会場

O5-1 10023 立花 正輝
国立病院機構九州医療セン
ター　脳血管センター　脳血
管神経内科

再発性脳梗塞における大動脈弓
部病変の意義に関する研究

一般口演５「心・血管２」 6月29日 15:20 16:00 1 第1会場

O5-2 10043 石川 ひろみ
国立病院機構九州医療セン
ター　脳血管神経内科

抗凝固療法中に経食道心エコーで
経過を確認できた可動性病変を伴
う大動脈原性脳塞栓症の2例

一般口演５「心・血管２」 6月29日 15:20 16:00 2 第1会場

O5-3 10061 國場 和仁
国立病院機構九州医療セン
ター　脳血管神経内科

経食道心エコーで大動脈弓部可動
性血栓を経時的に観察し得た若年
女性脳梗塞症例

一般口演５「心・血管２」 6月29日 15:20 16:00 3 第1会場

O5-4 10066 佐藤 和明
国立循環器病研究センター
脳血管内科

大動脈弓部動脈硬化性病変の病
理と3Dエコー画像の比較

一般口演５「心・血管２」 6月29日 15:20 16:00 4 第1会場

O6-1 10034 坂井 健一郎 川崎医科大学　脳卒中医学
急性期虚血性脳血管障害患者へ
のソナゾイドを用いた造影頸動脈
超音波検査の検討

一般口演６「新手法」 6月29日 17:10 18:00 1 第1会場

O6-2 10057 松本 典子 川崎医科大学　脳卒中医学
超音波造影剤(ソナゾイド)を用いた
頸動脈プラークの評価

一般口演６「新手法」 6月29日 17:10 18:00 2 第1会場
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O6-3 10045 大浦 一雅
岩手医科大学医学部　内科
学講座神経内科・老年科分
野

3D頸動脈エコーを用いたEPAの頸
動脈プラーク退縮効果の検討

一般口演６「新手法」 6月29日 17:10 18:00 3 第1会場

O6-4 10019 芦田 真士
京都府立医科大学大学院
医学研究科　神経内科学

超音波装置を用いた新たな経鼻胃
管挿入位置確認法

一般口演６「新手法」 6月29日 17:10 18:00 4 第1会場

O6-5 10067 吉江 智秀
聖マリアンナ医科大学東横
病院　脳卒中センター

頸動脈ステント留置術前後におけ
る経口腔頸部血管超音波検査

一般口演６「新手法」 6月29日 17:10 18:00 5 第1会場

O7-1 10041 高松 直子 徳島大学病院　神経内科
超音波検査が有用であった末梢
神経障害の３例

一般口演７「神経・筋」 6月29日 18:00 18:30 1 第1会場

O7-2 10069 寺澤 由佳 徳島大学医学部　神経内科
多発性筋炎・皮膚筋炎と封入体筋
炎の筋エコー所見の検討

一般口演７「神経・筋」 6月29日 18:00 18:30 2 第1会場

O7-3 10012 門永 陽子 西伯病院 医療技術部
ボツリヌス毒素製剤によるエコー
ガイド下痙縮治療を行った5例

一般口演７「神経・筋」 6月29日 18:00 18:30 3 第1会場

O8-1 10022 川口 正一郎
奈良県立奈良病院　脳神経
外科

内頸動脈狭窄症における眼循環
―血行再建術前後の検討から―

一般口演８「手術」 6月30日 9:00 9:50 1 第1会場

O8-2 10038 安井 麻里子
国立循環器病研究センター
脳神経内科

内頸動脈内膜剥離術（CEA）症例
において術前短期間のうちにプ
ラーク形態変化を認めた例の検討

一般口演８「手術」 6月30日 9:00 9:50 2 第1会場

O8-3 10031 小林 正和
岩手医科大学医学部　脳神
経外科

頚部頚動脈内膜摘出術における
頚動脈露出操作中の意図的昇圧
は術中微小塞栓による脳梗塞発
症の予防となる

一般口演８「手術」 6月30日 9:00 9:50 3 第1会場
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O8-4 10028 山口 浩司
東京女子医科大学　脳神経
外科

脳動静脈奇形摘出術における術
中エコー、マイクロドップラーの応
用

一般口演８「手術」 6月30日 9:00 9:50 4 第1会場

O8-5 10046 榛沢 和彦
新潟大学医歯学系　呼吸循
環外科

頸動脈バイパス併用胸部大動脈
ステントグラフト術におけるTCCFI
／TCDの有用性

一般口演８「手術」 6月30日 9:00 9:50 5 第1会場

O9-1 10008 塩貝 敏之
恵心会京都武田病院　脳神
経科学診療科

頭蓋内椎骨・脳底動脈における血
流速度上昇の意義

一般口演９「経頭蓋」 6月30日 12:50 13:40 1 第1会場

O9-2 10004 塩貝 敏之
恵心会京都武田病院　脳神
経科学診療科

経頭蓋超音波脳組織灌流画像に
よる脳血管反応性解析の信頼性

一般口演９「経頭蓋」 6月30日 12:50 13:40 2 第1会場

O9-3 10011 門永 陽子 西伯病院 医療技術部
TCDにてAVMの盗血現象を観察し
た一例

一般口演９「経頭蓋」 6月30日 12:50 13:40 3 第1会場

O9-4 10024 神吉 秀明
国立循環器病研究センター
脳神経内科

リアルタイムでの他画像参照シス
テム(Volume navigation system)を
用いた脳動脈瘤術前術後の評価
について

一般口演９「経頭蓋」 6月30日 12:50 13:40 4 第1会場

O9-5 10040 井口 保之 川崎医科大学　脳卒中医学
急性期虚血性脳血管障害1433例
に対するTCDを用いた右左シャン
トの検出率について

一般口演９「経頭蓋」 6月30日 12:50 13:40 5 第1会場

O10-1 10018 早苗 広人
明石医療センター　技術部
検査科

高度大動脈弁狭窄症における頸
動脈超音波検査での収縮期加速
時間に関する研究

一般口演１０「血流」 6月30日 13:45 14:35 1 第1会場
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O10-2 10033 稲村 彰紀
山口大学　医学部脳神経外
科

内頸動脈狭窄における頸部血管
エコーflow velocityと脳血流の関
係

一般口演１０「血流」 6月30日 13:45 14:35 2 第1会場

O10-3 10063 坂本 悠記
国立循環器病研究センター
脳血管内科

頸部内頸動脈狭窄症患者の血流
速度評価における連続波ドプラの
有用性

一般口演１０「血流」 6月30日 13:45 14:35 3 第1会場

O10-4 10014 竹川 英宏
獨協医科大学　神経内科脳
卒中部門

頸動脈エコーにおける前方循環系
の収縮期加速時間に影響を及ぼ
す因子の検討－第2報－

一般口演１０「血流」 6月30日 13:45 14:35 4 第1会場

O10-5 10015 竹川 英宏
獨協医科大学　神経内科脳
卒中部門

脳血管撮像の狭窄率と頸動脈エ
コーにおける収縮期加速時間の関
係－第2報－

一般口演１０「血流」 6月30日 13:45 14:35 5 第1会場

P1-1 10017 大門 康寿
獨協医科大学　神経内科脳
卒中部門

大動脈瘤合併例における総頸動
脈径の検討　第3報

一般ポスター１ 6月29日 16:00 16:50 1 第2会場

P1-2 10020 岡部 龍太
獨協医科大学　神経内科脳
卒中部門

椎骨動脈の収縮期加速時間に影
響する因子の検討

一般ポスター１ 6月29日 16:00 16:50 2 第2会場

P1-3 10016 岡村 穏
獨協医科大学　神経内科脳
卒中部門

脂肪肝と脳頸部動脈硬化の関係 一般ポスター１ 6月29日 16:00 16:50 3 第2会場

P1-4 10042 安達 有多子
東京女子医科大学医学部
神経内科

血管拡張反応と頸動脈エコー所見
の推移

一般ポスター１ 6月29日 16:00 16:50 4 第2会場

P1-5 10059 田中 喜展
獨協医科大学越谷病院　脳
神経外科

組織ドップラーイメージング(Tissue
Doppler Imaging )を用いた頸動脈
プラークの質的評価

一般ポスター１ 6月29日 16:00 16:50 5 第2会場
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終了時刻

発表
順番

会場

P2-1 10054 三村 秀毅
東京慈恵会医科大学　神経
内科

経頭蓋カラードプラで微小栓子シ
グナルを認めたコテステロール塞
栓症の1例

一般ポスター２ 6月29日 16:50 17:40 1 第2会場

P2-2 10025 田井 香織 神鋼病院　生理検査室
特発性炎症性ミオパチーにおける
超音波エコー所見の検討

一般ポスター２ 6月29日 16:50 17:40 2 第2会場

P2-3 10064 松本 真一 神鋼病院　神経内科
筋疾患における超音波筋エコー所
見と病理像の検討

一般ポスター２ 6月29日 16:50 17:40 3 第2会場

P2-4 10055 宮城 愛 徳島大学病院　神経内科
CIDPにおける頸椎神経根の腫大
とその内部のHiS sign、末梢神経
の腫大の経過

一般ポスター２ 6月29日 16:50 17:40 4 第2会場

P2-5 10029 杉本 太路 広島大学病院　脳神経内科
脱髄型CMTとCIDPにおける神経
肥厚の特徴に関する検討

一般ポスター２ 6月29日 16:50 17:40 5 第2会場

S1-1 ー 渡邉 哲夫
立アロカメディカル㈱ 第1メ
ディカルシステム技術本部
製品開発部 システム1課

リニアCWモードのご紹介 シンポジウム１「新技術」 6月29日 16:05 17:05 1 第1会場

S1-2 ー 小倉 貴之

株式会社フィリップス　エレ
クトロニクス　ジャパン　ヘル
スケア事業部USアプリケー
ション

フィリップスの超音波における技術
開発の歴史

シンポジウム１「新技術」 6月29日 16:05 17:05 2 第1会場

S1-3 ー 奈良 和彦
東芝メディカルシステムズ株
式会社　超音波営業部

最新技術紹介 ～Aplio500～ シンポジウム１「新技術」 6月29日 16:05 17:05 3 第1会場
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S1-4 ー 佐藤 光淑
GEヘルスケアージャパン株
式会社

超音波画像診断装置の新技術 シンポジウム１「新技術」 6月29日 16:05 17:05 4 第1会場

S2-1 10005 林 健太郎
長崎大学医学部　脳神経外
科

内視鏡的脳内血腫除去術におけ
るburr-hole ultrasonographyの有
用性

シンポジウム２「新手法・工夫」 6月30日 9:55 11:25 1 第1会場

S2-2 10026 塩貝 敏之
恵心会京都武田病院　脳神
経科学診療科

体位変換に伴う椎骨・脳底動脈血
流動態の連続モニタリング:探触子
固定装置Sonopodを用いて

シンポジウム２「新手法・工夫」 6月30日 9:55 11:25 2 第1会場

S2-3 10049 榛沢 和彦
新潟大学医歯学系　呼吸循
環外科

脳梗塞患者の塞栓源検索のため
の経鼻的経食道心エコー検査法

シンポジウム２「新手法・工夫」 6月30日 9:55 11:25 3 第1会場

S2-4 10000 貞廣 浩和
山口大学医学部　脳神経外
科

脳血管攣縮に対するTCD/TCCS
を簡単に行うための頭蓋形成と硬
膜形成

シンポジウム２「新手法・工夫」 6月30日 9:55 11:25 4 第1会場

S2-5 10006 堤 由紀子
東京都保健医療公社大久
保病院　神経内科

頸動脈解離の超音波所見 シンポジウム２「新手法・工夫」 6月30日 9:55 11:25 5 第1会場

S2-6 10053 立石 洋平
長崎大学病院　救命救急セ
ンター

環軸椎亜脱臼と一時的椎骨動脈
閉塞の関係

シンポジウム２「新手法・工夫」 6月30日 9:55 11:25 6 第1会場

SP-1 10001 中岡 勤 保谷厚生病院　脳神経外科
脳血管吻合後の術中に脳動静脈
瘻の発生を観察した1例

特別企画「画像十番勝負その１」 6月30日 14:40 15:30 1 第1会場

SP-2 10002 中岡 勤 保谷厚生病院　脳神経外科
超音波検査による術中ならびに周
術期における脳障害評価－リニア
プローブのB-mode所見から－

特別企画「画像十番勝負その１」 6月30日 14:40 15:30 2 第1会場

SP-3 10007 外舘 玄一朗 岩手医科大学　小児科
母体の摂食障害に起因すると考え
られたビタミンK欠乏性胎児硬膜下
血腫

特別企画「画像十番勝負その１」 6月30日 14:40 15:30 3 第1会場
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SP-4 10003 牧野 雅弘
京都府立医科大学　神経内
科

顕著な頸部痛なく、頸動脈洞反射
を繰り返したCarotidyniaと考えられ
た１例

特別企画「画像十番勝負その１」 6月30日 14:40 15:30 4 第1会場

SP-5 10036 森 真由美

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

特異的な梗塞巣分布を示し、診断
と経過観察に腕頭動脈のエコー検
査が有用だった動脈原性脳塞栓
症の1例

特別企画「画像十番勝負その１」 6月30日 14:40 15:30 5 第1会場

SP-6 10037 森 真由美

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

特発性両側性内頸動脈解離の診
断と経時的評価に経口腔頸部血
管超音波検査が有用であった1例

特別企画「画像十番勝負その２」 6月30日 15:30 16:20 1 第1会場

SP-7 10052 野村 俊介
東京女子医科大学　脳神経
外科

破裂総頚動脈動脈瘤頚部の超音
波と病理の急性期所見

特別企画「画像十番勝負その２」 6月30日 15:30 16:20 2 第1会場

SP-8 10056 黒木 卓馬
順天堂大学医学部附属浦
安病院　脳神経内科

慢性関節リウマチに伴う環軸関節
亜脱臼によりBow Hunter症候群を
発症し、ダイナミック頸動脈エコー
が診断に有用であった1例

特別企画「画像十番勝負その２」 6月30日 15:30 16:20 3 第1会場

SP-9 10070 榛沢 和彦
新潟大学医歯学系　呼吸循
環外科

翌日に脳梗塞発症した心房細動
患者の左心耳血栓

特別企画「画像十番勝負その２」 6月30日 15:30 16:20 4 第1会場

SP-10 10072 今西 利之
自治医科大学附属さいたま
医療センター　小児科

興味ある超音波画像を呈した頭血
腫の１新生児例

特別企画「画像十番勝負その２」 6月30日 15:30 16:20 5 第1会場
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