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参加者へのご案内
　第41回日本脳神経超音波学会総会／第25回日本栓子検出と治療学会
は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況を鑑み、現地
とWebのハイブリッドにて開催いたします。
　なお、本誌内の情報が発刊後に変更となる場合がございますので、 
最新の情報につきましては、本会ホームページを随時ご確認ください。

1.  会期
2022年6月3日（金）～ 4日（土）
※一部セッションをライブ配信

2.  会場
コンフォート水道橋
　〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町2-7-10　帝都三崎町ビル 2階

3.  ホームページ
第41回日本脳神経超音波学会総会／第25回日本栓子検出と治療学会
http://www.congre.co.jp/2022jan-embolus/

4.  参加登録方法
本会ホームページ「事前参加登録」ページより、参加登録を完了してください。
※ 現地／Web参加のいずれの場合においても、本会ホームページより参加登録ください（現地
での参加受付はいたしません）。
URL：http://www.congre.co.jp/2022jan-embolus

電話、E-mailでの参加登録はお受けいたしかねます。
参加登録することで認定医制度の業績として、参加・発表者・座長の業績が付与されます。

1）参加登録期間
　2022年5月10日（火）正午～ 6月4日（土）

2）参加登録費（両学会共通）
会員 非会員

医師・企業関係 13,000円 20,000円

コメディカル   7,000円 12,000円

医学部生・初期研修医※ 無料 無料

※ 医学部生・初期研修医の方は、事前参加登録時に必ず学生証または証明書のコピーを、
画像ファイル（pdf、jpegなど）で添付してください。
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第2日目　2022年6月4日（土）

第１会場
Room C

第２会場
Room A

第３会場
Room B　※ライブ配信なし

※第１～２会場のみライブ配信を実施いたします。
※第３会場ではライブ配信は行いません。

17:10 ～ 17:20　　　　　　　　　　　　閉会挨拶

9:10 ～ 10:10
シンポジウム6
がん関連血栓症

（Cancer Associated Thrombosis ）
座長：緒方　利安、豊田　章宏
  演者：長尾　毅彦、坂口　　学、
　　　矢坂　正弘、永野　恵子

10:10 ～ 11:30
シンポジウム7

超音波治療の現状と展望：
血栓を溶かす！ふるえを治療する！
座長：卜部　貴夫、木村　和美
  演者：平　　孝臣、金藤　公人、
　　　立花　克郎、貴田　浩志

11:40 ～ 12:10
理事長講演（JAN）

座長：北川　一夫　　演者：髙瀬　憲作

12:25 ～ 13:25
ランチョンセミナー 3
座長：卜部　貴夫

演者：鈴木　健之、森本　将史
共催：バイエル薬品株式会社

15:10 ～ 16:10
スポンサードセミナー 2
座長：藤本　　茂
演者：豊田　一則

共催：日本メドトロニック株式会社

16:10 ～ 17:10
教育講演

座長：竹川　英宏、峰松　一夫
演者：佐治　直樹、井口　保之

9:00 ～ 9:40　    　　　　　　　　　　　一般演題 5
症例報告 3　頸動脈病変②

座長：坂井　信幸、佐々木一裕　　　　　　
  演者：野田浩太郎、毛受　奏子、大井　清貴、

星　　史彦、岡部　龍太　　　
9:40 ～ 10:20　  　　　　　　　　　　　一般演題 6

臨床研究 3　HIT/MES・超音波造影剤
座長：古賀　政利、松本　昌泰　　　　　　
  演者：斎藤こずえ、古井　英介、窪田　　純、

山口枝里子、三村　秀毅　　　
10:20 ～ 11:00　    　　　　　　　　　　一般演題 7

症例報告 4　TCD・血管内エコー
座長：塩貝　敏之、豊田　章宏
  演者：新井　里子、若林　　亮、
　　　山岸　沙衣、横山　昇平
11:00 ～ 11:40　　　    　　　　　　　　一般演題 8

臨床研究 4　血液凝固異常・DVT
座長：八木田佳樹、山村　　修 
  演者：松岡　慈子、村谷　陽平、
　　　山城　一雄、大西　秀典

13:30 ～ 15:00
シンポジウム8

脳・心連携による脳卒中診療
座長：藤本　　茂、山上　　宏　　　　　　
  演者：水間　啓太、井上　耕一、原　　英彦、
　　　西山　康裕、南　健太郎、藤堂　謙一

12:25 ～ 13:25
ランチョンセミナー 4
抗血小板療法
座長：川俣　貴一
演者：佐藤　慎祐

共催：第一三共株式会社

13:30 ～ 14:10　　　　　　　　　　　　一般演題 9
症例報告 5　血液凝固異常

座長：赫　　寛雄、長谷川泰弘　　　　　　
  演者：菊野　宗明、井上　　剛、鴨川　徳彦、

宮里　紗季、松尾　淳一　　　

9:10 ～ 10:10
ハンズオンセミナー（講義）

脳卒中診療に必要な神経超音波検査 
－脳神経超音波検査士を目指してみませんか－

座長：佐藤　　洋、濱口　浩敏
  演者：髙瀬　憲作、寺崎　修司、
　　　佐藤　　洋、竹川　英宏

10:10 ～ 11:10
ハンズオンセミナー（実技１）

脳卒中診療に必要な神経超音波検査
　－脳神経超音波検査士を目指してみませんか－
頸動脈　講師：竹川　英宏、松本　典子
経頭蓋　講師：坂井健一郎、鮎川　宏之
神経筋　講師：塚本　　浩、髙松　直子

11:10 ～ 12:10
ハンズオンセミナー（実技 2）

脳卒中診療に必要な神経超音波検査
－脳神経超音波検査士を目指してみませんか－
　頸動脈　講師：濱口　浩敏　　　　　　
　経頭蓋　講師：古井　英介、坂口　　学
下肢静脈　講師：久保田義則　　　　　　

15:00 ～ 17:00
産業医研修会
座長：北川　一夫

演者：寶學　英隆、松岡　雅人

14:20 ～ 15:00　　　　　　　　　　　　　一般演題 10
臨床研究 5　脳・神経・筋エコー

座長：市橋　　光、髙松　直子　　　　　　
  演者：河野　淳子、野澤　成大、貞廣　浩和、

松原崇一朗、吉田　　剛　　　

15:10 ～ 16:10
シンポジウム9

うちではこう書いています！
神経筋超音波検査レポートの書き方
座長：髙松　直子、濱口　浩敏
コメンテーター：越智　一秀

演者：岩佐　直毅、廣中　明美、塚本　　浩

16:20 ～ 17:00　　　　　　　　　　　　　一般演題 11
症例報告 6　血管病変・感染症

座長：川口正一郎、永井　秀政　　　　　　
  演者：小林　聡朗、横矢　重臣、左古田悦子、

大山　貴衣、柴田　洋平　　　
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3） 支払方法
・ 支払方法は、クレジットカード決済のみとなります。
・  決済完了後の取り消しは、お受けいたしかねます。お支払いただいた参加登録費は、理由
の如何にかかわらず返金いたしませんので、ご了承ください。

4）参加証明書・領収書について
　 参加登録完了後、マイページより参加証明書PDF・領収書PDFの発行（ダウンロード）が可能
となります。
　紙媒体での発行・郵送はいたしません。
　※ 現地参加の場合も、参加登録システムのマイページからご発行ください（現地での発行は

いたしません）。

5.  プログラム・抄録集
　プログラム・抄録集を学会員に事前にお送りします。
　 また、本会ホームページ「事前参加登録」ページでのオンライン販売も行います（現地での
販売はございません）。部数が限られておりますので、予めご了承ください。

6.  年会費・新入会受付
会場内ロビー「受付」に事務局デスクを設置いたします。
〈日本脳神経超音波学会〉
　新規入会ご希望の方は、一般社団法人日本脳神経超音波学会ホームページ
　（http://neurosonology.jp/）の「お知らせ」→「各種手続き」よりお申込みください。
　お問い合わせ：一般社団法人日本脳神経超音波学会
　　〈事務局〉　順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科
　　〈事務局（代行）〉〒612-8082 京都市伏見区両替町2-348-302
　　　　　　　　　　アカデミック・スクエア（株）内
　　　　　　　　　　TEL：075-468-8772   FAX：075-468-8773
　　　　　　　　　　E-mail：jan@ac-square.co.jp

〈日本栓子検出と治療学会〉
　新規入会ご希望の方は、日本栓子検出と治療学会ホームページ
　（http://www.embolus.jp/）の「入会のご案内」よりお申込みください。
　お問い合わせ：日本栓子検出と治療学会
　　〈事務局〉　〒329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1
　　　　　　　自治医科大学内科学講座神経内科学部門内
　　　　　　　TEL：0285-58-7352   FAX：0285-44-5118
　　　　　　　E-mail：info@embolus.jp
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7.  資格更新クレジット・単位取得
　参加登録することで、認定医制度の業績として、参加・発表者・座長の業績が付与されます。
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学会名・資格名 要　件 更新点数 
（単位）

東京都医師会
「産業医研修会」 出席確認 2単位

東京都医師会
「日本医師会生涯教育制度」 出席確認 4.5単位

日本脳神経外科学会
「脳神経外科領域講習」 視聴確認 2単位

日本脳神経外科学会
「専門医」 学会出席 1点

日本脳神経超音波学会
「認定脳神経超音波検査士」

学会出席 10単位
＋発表 ＋10単位

日本神経学会
「専門医」 学会出席 2単位

日本脳卒中学会
「専門医」 学会出席 脳神経超音波学会　5点

栓子検出と治療学会　3点

日本超音波医学会
「超音波専門医」

学会出席 8単位
＋発表 　＋5単位

＋共同演者 ＋2.5単位
日本超音波医学会
「超音波検査士」

学会出席 5点
＋発表 ＋5点

血管診療技師認定機構
「血管診療技師（CVT）」

学会出席 5単位
＋講師 ＋2単位

①東京都医師会「産業医研修会」
事前参加登録時に受講費をお支払いください。研修会終了後、会場出口にて参加シールを配
布いたします。
※ライブ配信は行いません。

②東京都医師会「日本医師会生涯教育制度」
対象演題の受講で単位取得が可能となります。
認定対象演題は下記のとおりです。 ※CC：カリキュラムコード

日程 時間 セッション 
「演題名」 会場 CC 

（※） 単位

6月3日
（金）

12:15～
12:45

ランチョンセミナー 1
「VTEの早期診断のポイント ～がん、
脳卒中患者への超音波診断の重要性～」 第1会場  

Room C

11 0.5単位

12:45～
13:15

ランチョンセミナー 1
「Stroke Oncology  
領域横断的コンセンサス形成の必要性」

73 0.5単位
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6月3日
（金）

12:15～
12:45

ランチョンセミナー 2
「脳微小血管構造と臨床データから読み
解く　直接トロンビン阻害剤の特徴」 第2会場 

Room A

78 0.5単位

12:45～
13:15

ランチョンセミナー 2
「実臨床に探る抗凝固療法  
～塞栓症発症と出血に備える～」

73 0.5単位

15 :00
～15:40

特別講演
「血栓・血流障害に起因する疾患の 
予防・早期発見・治療・予後管理のため
のサイバニクス医療イノベーション
～ 異分野融合によってダイナミックな
挑戦を日常化していく ～」

第1会場 
Room C 11 0.5単位

6月4日
（土）

12:25～
12:55

ランチョンセミナー 3
「静脈血栓塞栓症に対する最新の
TOPICS」 第1会場 

Room C

0 0.5単位

12:55～
13:25

ランチョンセミナー 3
「急性期血栓回収治療の最前線  
～治療と予防のup date ～」

0 0.5単位

12:25～
13:25

ランチョンセミナー 4
「プラスグレルの有効性、安全性と 
血管内治療における抗血小板薬の思考」

第2会場 
Room A 73 1単位

〈現地参加／単位取得方法〉　
演題発表終了後、会場出口にて参加証を配布いたします。
〈Web参加／単位取得方法〉　
 認定対象演題の視聴確認後、参加証をメールにて送付いたします。

③一般社団法人日本脳神経外科学会「脳神経外科領域講習」
現脳神経外科専門医は2018年以降、脳神経外科領域講習の単位取得が必要となります
（5年間20単位以上）。本会においては、会期中最大2単位まで取得可能です。
認定対象セッションは下記のとおりです。

日程 時間 セッション 会場 単位

6月3日 （金） 12:15～13:15
ランチョンセミナー 1 第1会場 Room C 1単位

ランチョンセミナー 2 第2会場 Room A 1単位

6月4日 （土） 12:25～13:25
ランチョンセミナー 3 第1会場 Room C 1単位

ランチョンセミナー 4 第2会場 Room A 1単位
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〈現地参加／単位取得方法〉
第41回日本脳神経超音波学会総会／第25回日本栓子検出と治療学会の参加登録を済ませて
いることが必要です。本会参加期間中は、毎日、来場（学会場に来た時）および退場時（学
会場から帰る時）に領域講習受付を会員ICカードで行ってください。受付時間より1日の滞
在時間を記録し、その間に開催されていた領域講習の単位が付与されます。
※参加受付の確認のため、ネームカードの着用をお願いいたします。
〈Web参加／単位取得方法〉
（1） 事前参加登録時に、専門医番号を入力してください。
（2） お支払完了後、マイページにて視聴用Zoom URLをご案内いたします。
（3） マイページにログインし、時間になりましたらご視聴ください。
（4）  Zoomの視聴ログより出席確認いたします。

④一般社団法人日本脳神経外科学会「専門医」
〈現地参加／単位取得方法〉
会員証を持参ください。 
〈Web参加／単位取得方法〉
事前参加登録時に専門医番号をご入力ください。

⑤一般社団法人日本脳神経超音波学会「認定脳神経超音波検査士」
事前参加登録時に認定番号と発表の有無をご入力ください。

⑥一般社団法人日本神経学会「専門医」
事前参加登録時に専門医番号をご入力ください。参加証明書のコピーを資格更新時にご提出
ください。

⑦一般社団法人日本脳卒中学会「専門医」
参加証明書および領収書コピーを資格更新時にご提出ください。

⑧公益社団法人日本超音波医学会「超音波専門医」
参加証明書（＋発表抄録）のコピーを資格更新時にご提出ください。

⑨公益社団法人日本超音波医学会「超音波検査士」
参加証明書（＋発表抄録）のコピーを資格更新時にご提出ください。

⑩血管診療技師認定機構「血管診療技師（CVT）」
単位取得をご希望の場合、事前参加登録時に申請ください。
会期後、参加証をメールにて送付いたします。

8.  ハンズオンセミナー（実技）
日　　　　　時：6月4日（土）10:10 ～ 12:10　※前後半2部制
会　　　　　場：第3会場（Room B）　※現地での開催のみとなります。
参　　加　　費：無料
申　込　方　法：本会ホームページ「事前参加登録」ページよりお申込みください。
　　　　　　　　ご参加には本会への参加登録が必須となります。
第１次申込締切：5月20日（金）正午
※定員に達した場合、6月5日（日）実施の資格認定試験受講者を優先いたします。
　第1次申込締切後、参加対象者へご案内をお送りする予定です。
　第1次申込締切で定員に達しない場合、追加の参加募集を予定しております。
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9.  産業医研修会
日　　時：6月4日（土）15:00 ～ 17:00
会　　場：第3会場（Room B）　※現地での開催のみとなります。
参 加 費：2,000円
申込方法：本会ホームページ「事前参加登録」ページよりお申込みください。
　　　　　ご参加には本会への参加登録が必須となります。
申込締切：先着順となりますので、定員に達し次第、申込を終了いたします。

10.   現地参加の皆さまへ
1）受付・総合案内

月日 時間 場所
6月3日（金） 8：00 ～ 17：00 コンフォート水道橋

2階受付6月4日（土） 8：30 ～ 16：30

※本会ホームページ「事前参加登録」ページで参加登録をお済ませの上、ご来場ください。
※ ご来場の場合、マイページよりネームカードを印刷の上、ご持参ください。 受付にてネーム
ストラップをお渡しいたします。

2）ランチョンセミナー
現地開催の6月3日（金）～4日（土）にランチョンセミナーを行います。ランチョンセミナー
の整理券配布は行いませんので、直接会場までお越しください。

3）クローク
クロークのご用意はございません。

4）機器展示・書籍展示
機器展示・書籍展示はございません。

5）託児所
新型コロナウイルス感染防止ならびにお子さまの安全を最優先に考慮し、本会では託児所の
設置を中止いたしました。

6）新型コロナウイルス感染症への感染対策について
本会では下記の対策を行います。
ご来場の皆さまには、下記感染症対策へのご協力をお願い申し上げます。

　運営時の感染防止対策
・  スタッフは毎日検温を実施し、健康状態を確認します。また、手洗い、手指消毒、マスク
の着用を徹底します。

・  受付時には検温・消毒・氏名確認含めて感染経路が分かるように努めます。
・  館内各所に消毒用アルコール液を設置します。
・  参加者が手を触れる箇所（手すり、ひじ掛け、扉取手、エレベーターボタン、トイレなど）
は定期的に消毒を行います。

・  マイク等の機器についても使用者が交代する際、消毒いたします。
・  館内は常時十分に換気を行っておりますが、プログラム中も扉を開放した状態で進行します。
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　ご来場の皆さまへのお願い
・  以下に該当する方はご入場いただけませんので、ご来場をお控えください。
　（1） 37. 5度以上の熱や咳、のどの痛みなどの症状がある方や全身倦怠感など体調がすぐれ

ない方。  
（受付時の検温で37.5度以上が検知された場合、ご帰宅いただく場合がございます。）

　（2） 新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触がある方または、過去2週間
以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴
及び該当在住者との濃厚接触がある方。

・  お手持ちの携帯電話に「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のインストール
をお願いいたします。

・  ご来場時に受付へ健康状態申告書のご提出をお願いいたします。混雑緩和のため本会ホー
ムページよりダウンロードの上、事前記入にご協力ください。

・  館内では常時、マスクの着用をお願いします。また、「咳エチケット」の励行をお願いします。
・  会期中、体調がすぐれない方は、ご参加をお断りする場合がありますので、運営事務局
（080-4982-0143）までご連絡ください。
・  ランチョンセミナーで飲食をされる場合、会話はお控えいただき、会話をされる際にはマ
スクを着用してください。

・  館内設置の消毒液や、手洗いなどでこまめな手指の消毒をお願いします。

11.   Web参加の皆さまへ
1） ライブ配信の視聴方法
2022年6月3日（金）～ 4日（土）に行われるライブ配信セッションをZoomウェビナーにて
視聴できます。参加登録完了後、参加登録システムのマイページに掲載されたZoom URLよ
りZoomウェビナーに入室し、ご視聴ください。演者へのご質問は、Zoomウェビナーの質問
機能からご投稿ください。
※オンデマンド配信はございませんので、ご注意ください。
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2）配信内容
ライブ配信有無は下記の通りを予定しております。

プログラム ライブ配信有無
会長講演 〇
理事長講演 〇
特別講演 〇
教育講演 〇

シンポジウム 〇
一般演題 〇

スポンサードセミナー 〇
ランチョンセミナー 〇

ハンズオンセミナー（講義・実技） ×
産業医研修会 ×

3）単位付与対象セッション
参加登録時にご入力いただいた各種情報とZoomウェビナー登録時にご入力いただいた各種
情報を照合し、視聴確認をいたします。
※誤った情報の入力により単位の付与が反映されなかった場合の対応はできません。ご注意
ください。

4） 推奨環境

Windows
ブラウザ

Google Chrome（最新版）
Mozilla Firefox（最新版）
Microsoft　Edge（最新版）
※Internet Explorerでは、視聴できません。

Macintosh
ブラウザ

Safari（最新版）
Google Chrome for Mac（最新版）

12.   撮影・録音行為
会場での発表者や本会事務局の許可がない撮影や録音を禁止いたします。Web視聴でも発表ス
ライドの撮影（スクリーンショットを含む）・録音を固く禁じます。

13.   お問い合わせ先
■運営事務局
　株式会社コングレ
　　　〒103-8276　東京都中央区日本橋3-10-5
　　　TEL：03-3510-3701　FAX：03-3510-3702      　　
　　　E-mai：jan2022@congre.co.jp
　　※会期当日のお問い合わせ：080-4982-0143


