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15
日 (
木
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第1会場（岡山コンベンションセンター 3F コンベンションホール）

特別企画 1 　9:00 ～ 10:45 
SP01 人材育成ー知識・技術・そして夢を伝える

座長：淺井　昭雄　関西医科大学脳神経外科
宮本　　享　京都大学脳神経外科
園田　順彦　山形大学脳神経外科

SP01-1 次代を担う脳血管外科医を如何に育てるか？： 
その現状と将来
栗田　浩樹　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

SP01-2 手術を極めて森羅万象を知る
大畑　建治　大阪市立大学脳神経外科／社会医療法人弘道会なにわ生

野病院脳神経外科

SP01-3 機能神経外科: 知識・技術・そして夢を伝える
平　　孝臣　東京女子医科大学脳神経外科

SP01-4 脊髄外科医を育てる
寳子丸　稔　信愛会脊椎脊髄センター

SP01-5 小児神経外科における人材育成
荻原　英樹　国立成育医療研究センター脳神経外科

SP01-6 “挑戦”-知識と技術、そして命を救う喜びを伝えたい
横堀　将司　日本医科大学付属病院救命救急科

SP01-7 脳血管内治療における人材育成
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

特別企画 2 　11:00 ～ 12:05 
SP02 今につながる佐野圭司先生の軌跡（生誕100周年記念）

座長：寺本　　明　湘南医療大学
森田　明夫　日本医科大学脳神経外科

SP02-1 佐野圭司先生のご略歴紹介
齊藤　延人　東京大学脳神経外科

SP02-2 アンモン角硬化症の臨床的意義： 
てんかん外科発展への扉
中里　信和　東北大学てんかん学分野

SP02-3 椎骨動脈注射
松丸　祐司　筑波大学脳神経外科

SP02-4 脈なし病―当時の脳血管疾患
飯原　弘二　国立循環器病研究センター脳神経外科
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SP02-5 脳腫瘍全国集計調査報告の礎
成田　善孝　国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科

ランチョンセミナー 1-1 　12:35 ～ 13:35 
（オンデマンド配信なし）

LS1-1 いまだから知りたい！ 日米 AIS 治療の最前線　 
～ It’s Time to REACT against STROKE ～
座長：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

LS1-1-1 吉村　紳一　兵庫医科大学病院脳神経外科

LS1-1-2 立嶋　　智　InterventionalNeuroradiology,UCLAMedical
Center

共催：日本メドトロニック株式会社

特別企画 3 　13:50 ～ 15:10 
SP03 日本神経学会・脳神経外科学会合同シンポジウム

座長：阿部　康二　岡山大学脳神経内科
伊達　　勲　岡山大学脳神経外科

SP03-1 てんかん　内科治療のトピックス：抗発作薬から抗てん
かん原性薬へ
池田　昭夫　京都大学てんかん・運動異常生理学

SP03-2 てんかん　外科治療のトピックス
三國　信啓　札幌医科大学脳神経外科

SP03-3 認知症のトピックス内科の立場からアルツハイマー病の
疾患修飾薬開発について
玉岡　　晃　筑波大学神経内科学

SP03-4 認知症のトピックス 
iNPHを中心に脳神経外科医の立場から
松前　光紀　東海大学脳神経外科

アフタヌーンセミナー 1-1 　15:25 ～ 16:25 
AS1-1 脳動脈瘤治療の適応とフローダイバーター時代に

おけるコイル塞栓術の役割
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

AS1-1-1 脳動脈瘤治療；開頭手術と血管内治療の相補的治療戦略
太田　貴裕　東京都立多摩総合医療センター
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AS1-1-2 血管内治療；フローダイバーター時代のコイル塞栓術の役割
今村　博敏　地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療セン

ター中央市民病院

共催：日本ストライカー株式会社

横断的シンポジウム 1 　16:40 ～ 18:00 
CSS01 モニタリングは脳神経外科手術にどう貢献したか

座長：佐々木達也　東北医科薬科大学脳神経外科
中尾　直之　和歌山県立医科大学脳神経外科

CSS01-1 MEP・VEPモニタリングの脳神経外科手術への貢献
佐々木達也　東北医科薬科大学脳神経外科

CSS01-2 内頚動脈-前脈絡叢動脈分岐部脳動脈瘤へのクリッピン
グ術に対する最適なモニタリング
石川　達也　東京女子医科大学脳神経外科

CSS01-3 脳動脈瘤手術におけるMEPモニタリングの貢献 
～MEPの特性と覚醒下手術の可能性～
小松　克也　札幌医科大学脳神経外科

CSS01-4 覚醒下手術で認められる言語機能シフトの構造的メカニ
ズムの解析
中田　光俊　金沢大学脳神経外科

CSS01-5 脊髄手術とMEPモニタリング： 
髄内腫瘍の350例の経験が教えるもの 
偽陽性、ベースライン記録と乖離する筋力保全の意義
金　　　彪　獨協医科大学脳神経外科

CSS01-6 経頭蓋MEPモニタリングにおける末梢神経刺激CMAP
による Anesthetic fade の補正
田中　　聡　AOI 七沢リハビリテーション病院脳神経外科

第2会場（岡山コンベンションセンター 2F レセプションホール）

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 1 　9:00 ～ 10:30 
SY01 < 脳腫瘍 > 頭蓋底髄膜種の治療方針

座長：齋藤　　清　福島県立医科大学脳神経外科
廣瀬　雄一　藤田医科大学脳神経外科
鰐渕　昌彦　大阪医科大学脳神経外科

SY01-1
オンデマンドなし

Skull Base Surgery: Bushido and Gaman
AnilNanda　DepartmentofNeurosurgery,RutgersRobert

WoodJohnsonMedicalSchool,USA
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SY01-2 頭蓋底髄膜腫の治療成績改善に向けて 
～脳腫瘍全国集計調査の解析から見えるものと見えない
ものをどう活かすか？～
大宅　宗一　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

SY01-3 視神経視交叉近傍頭蓋底髄膜腫の治療方針と手術戦略
川俣　貴一　東京女子医科大学脳神経外科

SY01-4 傍鞍部髄膜腫の長期治療成績と視機能予後
坂田　清彦　久留米大学脳神経外科

SY01-5 大型錐体斜台部髄膜腫に対する最小合併経錐体到達法の有用性
後藤　剛夫　大阪市立大学脳神経外科

SY01-6 頭蓋底髄膜腫に対する治療戦略 
 - 当院ガンマナイフ治療の長期成績から -
新谷　祐貴　東京大学脳神経外科

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 2 　11:00 ～ 12:10 
SY02 < 脳神経外傷 > スポーツと脳神経外科

座長：甲村　英二　公立学校共済組合近畿中央病院
藤木　　稔　大分大学脳神経外科

SY02-1
オンデマンドなし

Traumatic Brain Injury in Sport: what are the 
long-term consequences?
DavidO.Okonkwo　DepartmentofNeurologicalSurgery,

UniversityofPittsburgh,USA

SY02-2 柔道と脳神経外科
永廣　信治　医療法人修誠会吉野川病院

SY02-3 ラグビーと脳神経外科
佐藤　晴彦　聖隷三方原病院脳神経外科／日本ラグビーフットボール協会

SY02-4 中高生スポーツとreturn to play
荻野　雅宏　獨協医科大学脳神経外科

ランチョンセミナー 1-2 　12:35 ～ 13:35 
（オンデマンド配信なし）

LS1-2 座長：川合　謙介　自治医科大学脳神経外科

脳卒中後てんかん　急性期から慢性期における治療のポイント
山本　貴道　聖隷浜松病院　

共催：第一三共株式会社／
ユーシービージャパン株式会社

155



15
日 (
木
）

横断的シンポジウム 2 　13:50 ～ 15:05 
CSS02 Advanced 内視鏡手術の工夫

座長：吉本　幸司　鹿児島大学脳神経外科
後藤　剛夫　大阪市立大学脳神経外科

CSS02-1
オンデマンドなし

Techniques for advanced endoscopic surgery
DanielPrevedello　DepartmentofNeurologicalSurgery,The

OhioStateUniversityCollegeof
Medicine,USA

CSS02-2 ハイビジョン内視鏡がもたらした経蝶形骨手術の進歩
天野　耕作　東京女子医科大学脳神経外科

CSS02-3 眼窩内腫瘍に対する内視鏡手術の応用と工夫
空閑　太亮　九州大学脳神経外科

CSS02-4 頭蓋内腫瘍性病変に対する神経内視鏡手術シリンダー手
術標準化に向けての取り組み
竹内　和人　名古屋大学脳神経外科

CSS02-5 頭蓋頚椎移行部病変への内視鏡下経口経鼻アプローチ 
―脊椎外科の立場から―
井上　辰志　藤田医科大学脳神経外科／藤田医科大学脊椎・脊髄科

アフタヌーンセミナー 1-2 　15:25 ～ 16:25 
（オンデマンド配信なし）

AS1-2 座長：杉山　一彦　広島大学病院がん化学療法科

ゲノム医療×脳腫瘍治療：新たな選択ができるのか？
荒川　芳輝　京都大学大学院医学研究科脳神経外科学

共催：中外製薬株式会社

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 3 　16:40 ～ 18:00 
SY03 < 脳腫瘍 > オンコパネルが拓く脳腫瘍治療

座長：嘉山　孝正　東京脳神経センター
成田　善孝　国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科

SY03-1
オンデマンドなし

Surgical clinical trials of immunotherapy for 
glioblastoma
E.AntonioChiocca　HarvardMedicalSchool/Brighamand

Women'sHospital,USA

SY03-2 がんゲノムパネルのこれから
市村　幸一　国立がん研究センター研究所脳腫瘍連携研究分野
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SY03-3 悪性グリオーマに対するゲノム医療の可能性と課題 
―custom-made oncopanelの解析結果から―
吉本　幸司　鹿児島大学脳神経外科

SY03-4 脳腫瘍領域におけるがんゲノム医療の現状と展望
溝口　昌弘　九州大学脳神経外科

SY03-5 神経膠腫のRadiomicsから通常MRI撮影へのリバースエ
ンジニアリング神経膠腫診療に特化したFLAIR撮影の開発
木下　　学　大阪大学脳神経外科学

第3会場（ANA クラウンプラザホテル 1F 曲水）

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 4 　9:00 ～ 10:15 
SY04 < 脊椎脊髄外科 > 高齢化社会における脊椎脊髄外

科医の役割
座長：飯塚　秀明　金沢医科大学脳神経外科

久保田基夫　亀田総合病院脊椎脊髄外科

SY04-1 地域在住高齢者における腰部脊柱管狭窄症と重度要介護
および死亡発生との関連性 
～一臨床医が経験した複合データベース研究～
土方　保和　北須磨病院脊椎・腰痛センター／京都大学医療疫学分野

SY04-2 80才以上の高齢者腰痛の現状および当科での治療方針
藤原　史明　釧路労災病院脳神経外科

SY04-3 高齢者の神経症状改善を確実なものとするために 
ー神経診察の重要性―
原　　政人　愛知医科大学脳神経外科

SY04-4 高齢者の頚椎変性疾患に対する後方除圧固定術
飯塚　秀明　金沢医科大学脳神経外科

SY04-5 高齢化社会における頚椎症性脊髄症の治療戦略
竹島　靖浩　奈良県立医科大学脳神経外科

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 5 　11:00 ～ 12:15 
SY05 < 小児脳神経外科 > 頭蓋骨早期癒合症に対する手

術成績と長期予後
座長：松村　　明　茨城県立医療大学

山本　哲哉　横浜市立大学脳神経外科

SY05-1 症候群および非症候群における頭蓋骨縫合早期癒合症手
術の長期成績  
-年齢、頭蓋形態、術式での再手術率比較と発達遅滞の検討-
赤井　卓也　富山大学脳神経外科
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SY05-2 頭蓋骨早期癒合症に対する骨形成的頭蓋形成術と内視鏡
補助下縫合切除術の比較
宇佐美憲一　国立成育医療研究センター脳神経外科

SY05-3 頭蓋骨早期癒合症の手術戦略の考え方 
-成績向上のためのさまざまな工夫-
三輪　　点　慶應義塾大学脳神経外科

SY05-4 舟状頭蓋に対する治療戦略
亀田　雅博　岡山大学脳神経外科／岡山大学病院小児頭蓋顔面形成セ

ンター

SY05-5 頭蓋縫合早期癒合症の再手術
長倉　正宗　あいち小児保健医療総合センター脳神経外科

ランチョンセミナー 1-3 　12:35 ～ 13:35 
（オンデマンド配信なし）

LS1-3 レビー小体型認知症のマネジメント
座長：深谷　　親　日本大学医学部脳神経外科

LS1-3-1 レビー小体病：疾患修飾へのアプローチ
小野賢二郎　昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門

LS1-3-2 レビー小体型認知症診療の現状と課題
小田原俊成　公立大学法人横浜市立大学保健管理センター

共催：大日本住友製薬株式会社

横断的シンポジウム 3 　13:50 ～ 15:10 
CSS03 臨床応用に向けた研究の Seeds と Needs

座長：寳金　清博　北海道大学大学院保健科学院高次脳機能創
発分野

若林　俊彦　名古屋大学脳神経外科

CSS03-1
オンデマンドなし

Translating stem cell therapy for CNS disorders 
from the laboratory to the clinic
CesarV.Borlongan　DepartmentofNeurosurgeryatthe

UniversityofSouthFloridaMorsani
CollegeofMedicine,USA

CSS03-2 脳梗塞に対する幹細胞治療の基礎から臨床への橋渡し
新妻　邦泰　東北大学医工学研究科神経外科先端治療開発学分野／東

北大学神経外科先端治療開発学分野／東北大学神経外科
学分野

CSS03-3 アンメットメディカルニーズ克服に向けた脳動脈瘤に対
する新規治療法の創製
青木　友浩　国立研究開発法人国立循環器病研究センター
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CSS03-4 脳腫瘍に対する遺伝子解析の臨床応用 
―ゲノム医療は福音をもたらすか
夏目　敦至　名古屋大学脳神経外科

CSS03-5 RNF213解析研究の現況と臨床応用の可能性
宮脇　　哲　東京大学脳神経外科

アフタヌーンセミナー 1-3 　15:25 ～ 16:25 
AS1-3 座長：飯原　弘二　国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院

傍鞍部腫瘍に対する手術戦略
吉本　幸司　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科学

共催：日本臓器製薬株式会社

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 6 　16:40 ～ 18:00 
SY06 < 機能的脳神経外科 > 年齢を考慮した不随意運動症の治療

座長：加藤　天美　関西メディカル病院脳神経センター
平　　孝臣　東京女子医科大学脳神経外科

SY06-1 高齢パーキンソン病患者に対してSTN-DBSは避けるべきか？
梅村　　淳　順天堂大学脳神経外科

SY06-2 高齢は定位脳手術の出血リスクファクターとなりうる
か？：高周波定位脳凝固手術589症例による解析
堀澤　士朗　東京女子医科大学脳神経外科

SY06-3 パーキンソン病に対する二期的STN-DBSの有効性と課題
圓尾　知之　大手前病院脳神経外科／大阪大学脳神経外科

SY06-4 高齢者に対する機能外科手術は許容されるか 
-合併症から考える-
中坪　大輔　名古屋大学脳神経外科／名古屋大学脳とこころの研究セ

ンター

SY06-5 年齢を考慮した本態性振戦の治療 
-集束超音波療法（FUS）を中心に-
福留　賢二　大西脳神経外科病院脳神経外科

SY06-6 遅発性ジストニアに対する淡蒼球内節刺激術11例の検
討適応・長期成績・刺激条件について
牟礼　英生　徳島大学脳神経外科／徳島大学病院パーキンソン病・ジ

ストニア治療研究センター
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第4会場（岡山県医師会館 2F 三木記念ホール）

手術を学ぼう（3D） 1 　9:00 ～ 10:25 
3D01 3D で学ぶ脳神経外科手術：バイパス、CEA、 AVM

座長：徳永　浩司　岡山市立市民病院脳神経外科

3D01-1 Fissure内側面に位置するAVMの摘出手術
中山　若樹　北海道大学脳神経外科

3D01-2 CEA
吉岡　秀幸　山梨大学脳神経外科

3D01-3 橈骨動脈を用いたhigh flow bypass
村井　保夫　日本医科大学脳神経外科

3D01-4 OA-PICA bypassを用いたVA・PICA動脈瘤手術
安部　　洋　福岡大学脳神経外科

3D01-5 CEAにおける安全な術野展開
近藤　康介　東邦大学脳神経外科

3D01-6 術前塞栓術を併用したAVMの手術
宇野　昌明　川崎医科大学脳神経外科

3D01-7 ORBEYEを用いたSTA-MCAバイパス術
池田　俊貴　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

3D01-8 CEAの基本手技　塞栓性合併症を回避するためのtips
吉田　和道　京都大学脳神経外科

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 7 　11:00 ～ 12:15 
SY07 < 脳血管 > 未破裂 AVM の治療方針

座長：宮地　　茂　愛知医科大学脳神経外科
和田孝次郎　防衛医科大学脳神経外科

SY07-1
オンデマンドなし

Current role of endovascular therapy in 
unruptured brain AVM - a personal perspective
DanielA.Rüfenacht　SwissNeuroRadiologyInstitute-SNRI,

Switzerland

SY07-2 脳動静脈奇形に対する直達術の治療成績
中野　　紘　東京女子医科大学脳神経外科

SY07-3 当院での脳動静脈奇形に対する血管内治療の役割の変化
とその治療成績
飯星　智史　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

SY07-4 Onyx/ARUBA時代の未破裂脳動静脈奇形の治療適応と成績
長谷川　仁　新潟大学脳神経外科
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日 (

木
）

SY07-5 Eloquent領域の未破裂AVMに対するガンマナイフの治療成績
笹ヶ迫知紀　国立循環器病研究センター脳神経外科

ランチョンセミナー 1-4 　12:35 ～ 13:35 
LS1-4 急性期脳梗塞治療最前線 – デバイスの進化とともに

座長：津本　智幸　昭和大学藤が丘病院

LS1-4-1 First pass effect - importance and technical 
considerations
TommyAndersson　KarolinskaUniversityHospital

LS1-4-2 EmboTrap® II 使用経験から見えたもの
森本　将史　横浜新都市脳神経外科病院

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

手術を学ぼう（3D） 2 　13:50 ～ 15:05 
3D02 3D で学ぶ脳神経外科手術：動脈瘤、 AVM

座長：荻原浩太郎　国立病院機構岩国医療センター脳神経外科

3D02-1 中大脳動脈瘤のクリッピング
本山　　靖　奈良県立医科大学脳神経外科

3D02-2 内頸動脈後交通動脈瘤に対する基本的な開頭クリッピング術
一ノ瀬　努　大阪市立大学脳神経外科

3D02-3 前交通動脈瘤に対するinterhemispheric approach
河本　俊介　獨協医科大学脳神経外科

3D02-4 傍鞍部内頚動脈瘤に対するクリッピング術
堀内　哲吉　信州大学脳神経外科

3D02-5 Acom動脈瘤に対するpterional approach    
- 適応と手技 -
水谷　　徹　昭和大学脳神経外科

3D02-6 ORBEYEを用いた脳動脈瘤clipping術
栗田　浩樹　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

3D02-7 C2部上向き脳動脈瘤に対するクリッピング術
片岡　大治　京都大学脳神経外科
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日 (
木
）

アフタヌーンセミナー 1-4 　15:25 ～ 16:25 
AS1-4 MRI の新しい潮流  

ー術前診断の新技術から術中 MRI までー
座長：村垣　善浩　東京女子医科大学先端生命医科学研究所先

端工学外科学分野 脳神経外科

AS1-4-1 脳神経MRイメージングの技術開発
尾藤　良孝　株式会社日立製作所ヘルスケアビジネスユニット

AS1-4-2 SCOTの状況と他科での応用
齋藤　太一　東京女子医科大学脳神経外科/東京女子医科大学先端生

命医科学研究所先端工学外科学分野脳神経外科

共催：株式会社日立製作所

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 8 　16:40 ～ 18:00 
SY08 < 脳血管 > マルチモダリティ時代の急性期脳梗塞治療

座長：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
吉村　紳一　兵庫医科大学脳神経外科

SY08-1 マルチモダリティ時代の急性期脳梗塞治療の要点
豊田　一則　国立循環器病研究センター脳血管内科

SY08-2 脳血栓回収用機器の第一選択別にみた主幹動脈急性閉塞
の治療成績
太田　剛史　国立循環器病研究センター脳神経外科

SY08-3 急性再開通療法における至適手技時間の検討
榎本由貴子　岐阜大学脳神経外科

SY08-4 神奈川県における再開通療法に関する多施設共同前向き登
録研究治療デバイスと転帰との関連についての中間解析
植田　敏浩　聖マリアンナ医科大学東横病院脳神経・脳卒中センター

SY08-5 CTP-CBFで測定した虚血コア体積と急性再開通療法の
治療反応予測
平井　作京　草加市立病院脳神経外科

SY08-6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が超急性期脳
卒中初期診療に与えた影響
山岡　寛人　土浦協同病院脳神経外科
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日 (

木
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第5会場（岡山県医師会館 4F 401）

ランチョンセミナー 1-A 　9:00 ～ 10:00 
LS1-A 座長：髙橋　　弘　医療法人景雲会春日居サイバーナイフ・リ

ハビリ病院

脳転移・脊椎転移に脳外科専門医としてどう関わるか　 
- 定位放射線治療をSubspecialtyに持つという選択 -
野村竜太郎　医療法人社団康心会茅ヶ崎中央病院サイバーナイフセンター

共催：アキュレイ株式会社

ランチョンセミナー 1-B 　10:10 ～ 11:10 
（オンデマンド配信なし）

LS1-B 座長：冨永　悌二　東北大学大学院医学研究科脳神経外科学

LS1-B-1 脳腫瘍関連てんかんの治療にパラダイムシフトは起こり
得るか？～覚醒下手術からの知見をふまえて
本村　和也　名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科学

LS1-B-2 COVID-19で何が変化したのか？脳腫瘍治療のこれか
らを考える
荒川　芳輝　京都大学大学院医学研究科脳神経外科学

共催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー 1-C 　11:20 ～ 12:20 
LS1-C 脳神経外科手術における直達手術の現在地

座長：木内　博之　山梨大学脳神経外科

LS1-C-1 Hybrid Neurosurgeonが考える直達手術の重要性
藤中　俊之　大阪医療センター脳神経外科

LS1-C-2 顕微鏡下頭蓋底手術の工夫
後藤　剛夫　大阪市立大学脳神経外科

共催：カールツァイスメディテック株式会社

ランチョンセミナー 1-5 　12:35 ～ 13:35 
LS1-5 座長：藤井　幸彦　新潟大学脳神経外科

集束超音波 - パーキンソン病治療の新たな可能性
LS1-5-1 横地　房子　東京都立神経病院脳神経内科

LS1-5-2 貴島　晴彦　大阪大学脳神経外科

共催：InSightecJapan株式会社
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アフタヌーンセミナー 1-A 　13:50 ～ 14:50 
AS1-A 座長：篠山　隆司　神戸大学大学院医学研究科外科系講座脳神

経外科学分野

Brainlab Elementsがもたらす機能神経外科手術にお
ける革新的変化
堀澤　士朗　東京女子医科大学脳神経外科

共催：ブレインラボ株式会社

アフタヌーンセミナー 1-5 　15:25 ～ 16:25 
AS1-5 末梢領域に対する急性期脳血栓除去術

座長：徳永　浩司　岡山市立市民病院脳神経外科

AS1-5-1 Penumbra 4MAXを用いた遠位脳動脈閉塞に対する血
栓回収療法～TICI2c/3を安全に得るための工夫～
山﨑　英一　横浜新都市脳神経外科病院脳神経内科

AS1-5-2 英断が求められる末梢領域のAIS
郭　　樟吾　脳神経外科東横浜病院脳神経外科

共催：株式会社メディコスヒラタ

アフタヌーンセミナー 1-B 　16:40 ～ 17:40 
（オンデマンド配信なし）

AS1-B 座長：中瀬　裕之　奈良県立医科大学脳神経外科

脳外科疾患のてんかん治療ー新時代の治療戦略
三國　信啓　札幌医科大学脳神経外科

共催：エーザイ株式会社

第6会場（岡山コンベンションセンター 4F 405）

ランチョンセミナー 1-6 　12:35 ～ 13:35 
LS1-6 座長：本郷　一博　信州大学名誉教授

軽度認知障害の進行予防に対するサプリメント
（FG100Ｍ）の多施設共同二重盲検比較試験結果
堀　　智勝　森山脳神経センター病院

共催：株式会社グロービア
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アフタヌーンセミナー 1-C 　13:50 ～ 14:50 
AS1-C アメリカ研究臨床留学と脳血管内治療の日米比較

座長：奥村　浩隆　昭和大学脳神経外科講座

AS1-C-1 金子　直樹　RonaldReaganUCLAMedicalCenter

AS1-C-2 奥村　浩隆　昭和大学脳神経外科講座

共催：株式会社ケアネット

アフタヌーンセミナー 1-D 　15:25 ～ 16:25 
AS1-D エキスパートによる脳腫瘍手術における止血法の工夫

座長：谷口　理章　神戸大学医学部附属病院脳神経外科

AS1-D-1 グリオーマに対する最新治療と止血マネジメント
近藤　聡英　順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経外科

AS1-D-2 トルコ鞍部・近傍腫瘍に対する経鼻内視鏡手術における
様々な止血法
黒住　和彦　浜松医科大学医学部附属病院脳神経外科

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

アフタヌーンセミナー 1-E 　16:40 ～ 17:40 
AS1-E 座長：伊達　　勲　岡山大学　脳神経外科

Boldy Going Where No SRS System Has Gone 
Before: ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery
JohnR.Adler,Jr.　Neurosurgery,StanfordUniversity/ZAP

SurgicalSystems

共催：エム・シー・メディカル株式会社／ZapSurgicalSystems,Inc.
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