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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）

手術を学ぼう（極意） 1-1 　8:00 ～ 9:00 
OS1-1 手術の極意を学ぶセミナー 1-1

座長：髙木　康志　徳島大学脳神経外科

OS1-1-1 視認性向上を意識した脳動脈瘤クリッピング術
竹田理々子　帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科

OS1-1-2 MVDの極意を学ぶ
藤巻　高光　埼玉医科大学病院脳神経外科

OS1-1-3 AVM手術の極意を学ぶ
髙木　康志　徳島大学脳神経外科

特別企画 4 　9:15 ～ 10:35 
SP04 英語力を鍛える、そして

座長：田中雄一郎　聖マリアンナ医科大学脳神経外科
栗栖　　薫　独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院

SP04-1 ICTを活用して医学英語レベルアップ
R.ブルーヘルマンス　東京医科大学英語教室

SP04-2 国際学会発表　魅力的なスライド作りの基本
藤巻　高光　埼玉医科大学脳神経外科

SP04-3 英語論文執筆の10箇条：データがあるなら論文にしよう
伊達　　勲　岡山大学脳神経外科

SP04-4 アメリカ臨床留学で得たもの、そして
遠藤　俊毅　東北大学神経外科学分野

SP04-5 日本脳神経外科同時通訳団の活動の目的と魅力について
大宅　宗一　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

特別企画（学術委員会企画） 5 　10:50 ～ 12:20 
SP05 人材育成のための on the job training, off the 

job training
座長：新井　　一　順天堂大学

野崎　和彦　滋賀医科大学脳神経外科
木内　博之　山梨大学脳神経外科

SP05-1 パイロットのon the job training, off the job 
training
小林　宏之　航空評論家（元日本航空機長）
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SP05-2 脳血管外科直達手術のoff the job /on the job 
training
高橋　　淳　近畿大学病院脳神経外科／国立循環器病研究センター脳

神経外科

SP05-3 脳血管内治療のoff-the-job training と on-the-job 
training
石井　　暁　京都大学脳神経外科

SP05-4 経鼻内視鏡手術のOJT、Off-JT
石井　雄道　東京慈恵会医科大学脳神経外科

SP05-5 Off the job trainingとしての手術イラスト描画の意義
馬場　元毅　東埼玉総合病院附属清地クリニック

ランチョンセミナー 2-1 　12:35 ～ 13:35 
LS2-1 破裂動脈瘤コイル塞栓術での “ 私のこだわり ”

座長：杉生　憲志　岡山大学脳神経外科

LS2-1-1 G3三兄弟がもたらす臨床上の有用性について
菱川　朋人　岡山大学脳神経外科

LS2-1-2 ランダムループコイルを用いたコイル塞栓術の工夫
芳村　雅隆　土浦協同病院脳神経外科

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

文化講演 　13:50 ～ 14:50 
CL 座長：伊達　　勲　岡山大学脳神経外科

俳句を創る　人を育てる
夏井いつき　俳人・俳句集団「いつき組」組長

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

AS2-1 座長：杉山　一彦　広島大学病院がん化学療法科

中枢神経系原発悪性リンパ腫（PCNSL）の治療戦略:現状と展望
三島　一彦　埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科

共催：小野薬品工業株式会社
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第 3 回　感染対策講習会 　16:40 ～ 17:40 
IC 座長：藤井　幸彦　新潟大学脳研究所脳神経外科

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の基本と最近の話題
勝田　吉彰　関西福祉大学

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 9 　18:10 ～ 19:30 
SY09 < 脳腫瘍 > 間脳下垂体腫瘍最前線

座長：川俣　貴一　東京女子医科大学脳神経外科
黒住　和彦　浜松医科大学脳神経外科

SY09-1 間脳下垂体疾患のアップデート： 
全身を診る内科の視点から
大塚　文男　岡山大学総合内科学

SY09-2 先端巨大症に対する新たな診断と治療の手引きに沿った
長期治療成績
田原　重志　日本医科大学脳神経外科

SY09-3 間脳下垂体腫瘍最前線：先端巨大症の集学的治療
西岡　　宏　虎の門病院間脳下垂体外科

SY09-4 内視鏡下経鼻的蝶形骨手術における鞍底再建に関する 
諸問題　教育的視点を交えて
永谷　哲也　名古屋第二赤十字病院脳神経外科

SY09-5 内視鏡下経鼻下垂体腫瘍摘出術における術中3テスラ
MRIの有用性 
―術中MRI導入前後の比較検討―
荻原　雅和　山梨大学脳神経外科

SY09-6 下垂体卒中において誘発される内頚動脈狭窄の予測因子の解明
寺本紳一郎　順天堂大学脳神経外科／日本医科大学脳神経外科

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 10 　9:15 ～ 10:35 
SY10 < 脳血管 > フローダイバーターの長期成績

座長：大石　英則　順天堂大学脳神経外科
秋山　恭彦　島根大学脳神経外科

SY10-1
オンデマンドなし

Long-term outcome after flow diversion for 
intracranial aneurysms
GiuseppeLanzino　NeurosurgeryandRadiology,theMayo

Clinic,USA
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SY10-2 未破裂脳動脈瘤に対するフローダイバーター治療の長期成績
大石　英則　順天堂大学脳神経外科

SY10-3 当院におけるPipeline Embolic Device 73 症例の治
療成績：不完全閉塞に関与する因子の検討
平松　　亮　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

SY10-4 フローダイバーターステントの術後長期経過における動
脈瘤収縮に関連する因子の解析
西堀　正洋　名古屋大学脳神経外科

SY10-5 Pipeline embolization device留置術の中・長期成績
滝川　知司　獨協医科大学埼玉医療センター

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 11 　10:50～12:15 
SY11 < 脳腫瘍 >Awake surgery　現状と課題

座長：三國　信啓　札幌医科大学脳神経外科
阿部　竜也　佐賀大学脳神経外科

SY11-1 Awake surgeryの現状分析と東京女子医科大学の方針
丸山　隆志　東京女子医科大学脳神経外科

SY11-2 右前頭葉グリオーマに対する高次脳機能温存型覚醒下手
術の機能予後
中田　光俊　金沢大学脳神経外科

SY11-3 術中言語野、運動野の同定が困難となる因子についての検
討-20年間のAwake surgeryの経験から得られた知見
齋藤　太一　東京女子医科大学脳神経外科

SY11-4 中心前回のグリオーマに対する摘出術の治療成績と覚醒
下手術の有効性についての検討
木嶋　教行　大阪大学脳神経外科

SY11-5 第17回日本Awake Surgery学会全国アンケート調査
から見えた覚醒下手術の現状と課題
荒川　芳輝　京都大学脳神経外科

SY11-6 覚醒下脳機能マッピングによるlower-grade gliomaに
対する手術戦略
本村　和也　名古屋大学脳神経外科
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ランチョンセミナー 2-2 　12:35 ～ 13:35 
（オンデマンド配信なし）

LS2-2 コラーゲンマトリクスの汎用性を最適化する重要
なポイントとは
座長：吉本　幸司　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科神経病

学講座脳神経外科

LS2-2-1 Practical Aspects of Using DuraGen in 
Neurosurgery
DanielPrevedello　DepartmentofNeurologicalSurgery,The

OhioStateUniversityWexnerMedical
Center

LS2-2-2 内視鏡・外視鏡低侵襲脳神経外科手術におけるDuraGen
の使い道
渡邉　　督　愛知医科大学病院脳神経外科

共催：IntegraJapan 株式会社

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 12 　13:50～15:10 
SY12 < 脳腫瘍 > 小児脳腫瘍に対する多角的アプローチ

座長：西川　　亮　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科
中田　光俊　金沢大学脳神経外科

SY12-1
オンデマンドなし

Multimodal approach for pediatric brain tumor
JamesT.Rutka　HospitalforSickChildren,Universityof

Toronto,Canada

SY12-2 本邦における小児脳腫瘍診療の向上を目指す多角的アプローチ
荒川　芳輝　京都大学

SY12-3 小児脳腫瘍に対する術前化学療法とSecond-Look 
Surgeryの有用性
西本　真章　国立成育医療研究センター脳神経外科

SY12-4 小児脳腫瘍に対する多角的アプローチ： 
局所腫瘍コントロールにおける再手術の必要性
隈部　俊宏　北里大学脳神経外科

SY12-5 再発胚腫に対する低線量全脳・脊髄照射
金森　政之　東北大学神経外科学分野
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アフタヌーンセミナー 2-2 　15:25 ～ 16:25 
（オンデマンド配信なし）

AS2-2 PREMIER 時代の未破裂動脈瘤治療　 
～治療戦略の変化と展望
座長：石井　　暁　京都大学大学院医学研究科脳神経外科

AS2-2-1 安部　　洋　福岡大学医学部脳神経外科

AS2-2-2 今村　博敏　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

共催：日本メドトロニック株式会社

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 13 　16:40～17:55 
SY13 < 脳神経外傷 > 高齢者頭部外傷に対するマネージメント

座長：吉野　篤緒　日本大学脳神経外科
宇野　昌明　川崎医科大学脳神経外科

SY13-1 高齢者頭部外傷におけるTalk and deteriorateと凝固障害
刈部　　博　仙台市立病院脳神経外科

SY13-2 高齢者の頭部外傷後管理における至適血圧とは
柴橋　慶多　東京都立墨東病院高度救命救急センター

SY13-3 当院における高齢者頭部外傷の特徴と対応
稲次　基希　東京医科歯科大学脳神経外科

SY13-4 70歳以上の急性硬膜下血腫に対する局所麻酔下内視鏡
下小開頭血腫除去術の有用性 -出血量、手術時間、手術時
間滞在時間の短縮
柿澤　幸成　諏訪赤十字病院脳神経外科

SY13-5 高齢者頭部外傷の特徴と変遷
八ツ繁　寛　独立行政法人国立病院機構災害医療センター脳神経外科

SY13-6 高齢者頭部外傷の予防法： 
レセプト情報・特定健診等情報データベースからの検討
前田　　剛　日本大学脳神経外科／青森大学脳と健康科学研究センター

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 14 　18:10～19:30 
SY14 < 機能的脳神経外科 > てんかん外科における治療

困難例への挑戦
座長：川合　謙介　自治医科大学脳神経外科

貴島　晴彦　大阪大学脳神経外科

SY14-1 てんかん治療困難例への挑戦：内科の立場より
秋山　倫之　岡山大学病院小児神経科
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SY14-2 側頭葉てんかんの外科治療困難の要因を探る
貴島　晴彦　大阪大学脳神経外科／大阪大学医学部附属病院てんかん

センター

SY14-3 乳幼児てんかん外科術後の発作および発達転帰
岩崎　真樹　国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科

SY14-4 難治性てんかんに対する多脳葉離断術77例の成績より
効果および問題点を探る
菅野　秀宣　順天堂大学脳神経外科

SY14-5 言語野近傍てんかんに対する覚醒下手術 
-SEEG、脳内ネットワーク時代における役割
前澤　　聡　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

SY14-6 視床下部過誤腫における治療困難例に対する定位温熱凝
固術の工夫
白水　洋史　国立病院機構西新潟中央病院脳神経外科／国立病院機構

西新潟中央病院視床下部過誤腫センター

第3会場（ANA クラウンプラザホテル 1F 曲水）

手術を学ぼう（極意） 1-2 　8:00 ～ 9:00 
OS1-2 手術の極意を学ぶセミナー 1-2

座長：末廣　栄一　国際医療福祉大学脳神経外科

OS1-2-1 頭部外傷手術の極意を学ぶ
末廣　栄一　国際医療福祉大学成田病院脳神経外科

OS1-2-2 LPシャントのtips
鮫島　直之　国家公務員共済組合連合会東京共済病院脳神経外科

OS1-2-3 脊髄脂肪腫手術の極意を学ぶ
師田　信人　北里大学脳神経外科

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 15 　9:15 ～ 10:25 
SY15 < 小児脳神経外科 > 脊髄髄膜瘤・脊髄脂肪腫　治

療フロントライン
座長：師田　信人　北里大学脳神経外科

山本　淳考　産業医科大学脳神経外科

SY15-1 脊髄髄膜瘤と脊髄脂肪腫治療の最前線
埜中　正博　関西医科大学脳神経外科

SY15-2 脊髄髄膜瘤治療成績の変遷
小山　淳二　兵庫県立こども病院脳神経外科
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SY15-3 脊髄脂肪腫にみられる生後早期の増大と治療方針
吉藤　和久　北海道立子ども総合医療・療育センター脳神経外科

SY15-4 脊髄脂肪腫の長期予後に基づいた治療方針
林　　俊哲　宮城県立こども病院脳神経外科

SY15-5 脊髄終糸脂肪腫の自然歴と治療成績からみた手術適応の検討
栗原　　淳　埼玉県立小児医療センター脳神経外科

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 16 　10:50～12:00 
SY16 < 機能的脳神経外科 > 特発性正常圧水頭症治療最前線

座長：松前　光紀　東海大学脳神経外科
間瀬　光人　名古屋市立大学脳神経外科

SY16-1 特発性正常圧水頭症診療における認知症専門医の役割
數井　裕光　高知大学神経精神科学講座

SY16-2 シャント治療の予後因子を考慮した特発性正常圧水頭症
重症度分類の提案
中島　　円　順天堂大学脳神経外科

SY16-3 iNPH患者に対するLPシャントの圧設定 
―QRTから算出された圧と至適圧との比較からの検討―
鮫島　直之　国家公務員共済組合連合会東京共済病院脳神経外科

SY16-4 髄液中リポカリン型プロスタグランジンD合成酵素濃度は特
発性正常圧水頭症において放線冠の白質異方性と相関する
西田南海子　（公財）田附興風会北野病院脳神経外科

SY16-5 正常圧水頭症に対する髄液シャント術は介護度の軽減を
もたらしているのだろうか？
石川　正恒　洛和ヴィライリオス／洛和会音羽病院正常圧水頭症センター

ランチョンセミナー 2-3 　12:35 ～ 13:35 
（オンデマンド配信なし）

LS2-3 血栓回収療法 Expert からのメッセージ　 
“First Pass Effect をどう得るか ”　 
～ Solitaire Platinum × REACT Aspiration Catheter ～
座長：森本　将史　横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科

LS2-3-1 太田　剛史　国立循環器病研究センター脳神経外科

LS2-3-2 大島　共貴　愛知医科大学病院脳神経外科・脳血管内治療センター

LS2-3-3 佐藤　允之　筑波大学附属病院脳神経外科

共催：日本メドトロニック株式会社
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横断的シンポジウム 4 　13:50 ～ 15:10 
CSS04 脳神経外科と臨床研究 Ⅰ

座長：難波　宏樹　遠州病院脳神経外科
小笠原邦昭　岩手医科大学脳神経外科

CSS04-1 自施設データを用いた脳血管障害の臨床研究 
～如何にしてoriginalityを出し、top journalに受理させるか～
小笠原邦昭　岩手医科大学脳神経外科

CSS04-2 もやもや病の多施設共同研究
舟木　健史　京都大学脳神経外科

CSS04-3 脳神経外科領域における細胞治療（RAINBOW研究、
StemTra研究、臨床研究の先へ）
川堀　真人　北海道大学脳神経外科

CSS04-4 脳主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法の直接治療群と静
脈内血栓溶解療法先行群の多施設ランダム比較試験

（SKIP study）
松丸　祐司　筑波大学脳神経外科

CSS04-5 傍鞍部腫瘍の視神経屈曲角と視野障害の関連性についての検討
山口　　玲　群馬大学脳神経外科

CSS04-6 深層学習によるてんかんの自動診断と判別に使用される
特徴量の解明
藤田　祐也　大阪大学脳神経外科／大阪大学医学部附属病院てんかん

センター／大阪大学高等共創研究院

アフタヌーンセミナー 2-3 　15:25 ～ 16:25 
（オンデマンド配信なし）

AS2-3 脳卒中の現状と未来
座長：塩川　芳昭　杏林大学医学部　脳神経外科

AS2-3-1 日本の高齢心房細動における脳卒中抑制の現状
矢坂　正弘　九州医療センター脳血管センター

AS2-3-2 心血管脳卒中の現状―J-ASPECT Studyから
飯原　弘二　国立循環器病研究センター

共催：第一三共株式会社
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サブスペシャルティ領域のシンポジウム 17 　16:40～17:55 
SY17 < 脊椎脊髄外科 > 難治性脊椎脊髄疾患に対する現状と未来

座長：金　　　彪　獨協医科大学脳神経外科
谷口　　真　東京都立神経病院脳神経外科

SY17-1 巨大脊髄髄内腫瘍の外科治療 
-摘出困難な状況をいかに克服するか-
村田　英俊　横浜市立大学脳神経外科

SY17-2 パーキンソン病に伴う脊椎変性疾患に対する治療戦略を考える
岩室　宏一　順天堂大学脳神経外科／順天堂大学運動障害疾患病態研

究・治療講座／順天堂大学医学部附属順天堂医院脊椎脊
髄センター

SY17-3 脊髄癒着性クモ膜炎の病態と外科治療
小柳　　泉　北海道脳神経外科記念病院

SY17-4 脊髄癒着性くも膜炎に対する当院の治療経験
川村　大地　東京慈恵会医科大学脳神経外科

SY17-5 脊髄損傷急性期の病態理解に基づく治療法開発の取り組み
大西諭一郎　大阪大学脳神経外科

SY17-6 Muse細胞を用いた脊髄損傷治療
遠藤　俊毅　東北大学神経外科学分野

横断的シンポジウム 5 　18:10 ～ 19:30 
CSS05 脳神経外科と臨床研究 Ⅱ

座長：宮武　伸一　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科
戸田　正博　慶應義塾大学脳神経外科

CSS05-1 関西中枢神経腫瘍分子診断ネットワーク 
Gioma Research Resource Sharing System構築
金村　米博　大阪医療センター脳神経外科／大阪医療センター臨床研

究センター／関西中枢神経腫瘍分子診断ネットワーク

CSS05-2 加速器ホウ素中性子捕捉療法による各種疾患に対する治
験の進捗と薬事承認状況
宮武　伸一　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科／大阪医科大

学関西BNCT共同医療センター

CSS05-3 自家腫瘍ワクチンによる初発膠芽腫に対する多施設共同
盲検ランダム化第III相の医師主導治験
新田　雅之　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

CSS05-4 再発悪性神経膠腫に対するWT1カクテルワクチン療法
（WT1 trio）
香川　尚己　大阪大学脳神経外科
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CSS05-5 神経線維腫症2型に対するVEGFRワクチンの臨床試験
戸田　正博　慶應義塾大学脳神経外科

CSS05-6 高気圧酸素療法（Hyperbaric Oxygenation 
Therapy:HBO）をシーズとしたニーズ高次脳機能障害
石内　勝吾　琉球大学脳神経外科

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（極意） 1-3 　8:00 ～ 9:00 
OS1-3 手術の極意を学ぶセミナー 1-3

座長：河野　道宏　東京医科大学脳神経外科

OS1-3-1 聴神経腫瘍手術におけるポイント
河野　道宏　東京医科大学脳神経外科

OS1-3-2 経鼻内視鏡手術の極意
谷口　理章　神戸大学脳神経外科

OS1-3-3 Awake Surgeryの極意を学ぶ
園田　順彦　山形大学脳神経外科

手術を学ぼう（3D） 3 　9:15 ～ 10:30 
3D03 3D で学ぶ脳神経外科手術：腫瘍（1）

座長：西野　繁樹　広島市民病院脳神経外科

3D03-1 最大限の機能温存を目指した聴神経腫瘍の被膜下摘出手術
森田　明夫　日本医科大学脳神経外科

3D03-2 鞍結節髄膜腫の手術
松尾　孝之　長崎大学脳神経外科

3D03-3 グリオーマ手術；insular gliomaに対する覚醒下
transopercular approach
廣野誠一郎　千葉大学脳神経外科

3D03-4 外視鏡で行う Petroclival meningioma の手術
瀧　　琢有　関西労災病院脳神経外科

3D03-5 頚静脈孔神経鞘腫の手術
河野　道宏　東京医科大学脳神経外科

3D03-6 錐体斜台部髄膜腫に対する最小合併経錐体到達法
後藤　剛夫　大阪市立大学脳神経外科
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3D03-7 頭蓋底外科におけるSurgical approachに応じた顕微
鏡・外視鏡・内視鏡利用の実際
新　　靖史　大阪警察病院脳神経外科

手術を学ぼう（3D） 4 　10:50 ～ 12:15 
3D04 3D で学ぶ脳神経外科手術：腫瘍（2） 内視鏡、外

視鏡、脊髄
座長：小野　成紀　川崎医科大学総合医療センター脳神経外科

3D04-1 頚椎椎弓形成術の基本手技
水野　正喜　三重大学脳神経外科／三重大学脊髄末梢神経低侵襲外科

3D04-2 3D内視鏡を用いた経鼻手術
秋山　幸功　札幌医科大学脳神経外科

3D04-3 Visionsense 3D外視鏡による脳神経外科手術
峯　　　裕　済生会横浜市東部病院脳神経外科／慶應義塾大学医学部

生理学教室／国立病院機構栃木医療センター臨床研究部

3D04-4 外視鏡と内視鏡を用いた前中頭蓋底切除術
岩味健一郎　愛知医科大学脳神経外科

3D04-5 3Dモニタによる脊髄手術トレーニング
原田　直幸　東邦大学脳神経外科

3D04-6 眼窩内血管腫手術における注意点
末永　　潤　横浜市立大学脳神経外科

3D04-7 鞍結節部髄膜腫に対する開頭外視鏡と経鼻内視鏡の
combined approach
鰐渕　昌彦　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

3D04-8 蝶形骨縁髄膜腫の手術の基本
安達　一英　藤田医科大学脳神経外科

ランチョンセミナー 2-4 　12:35 ～ 13:35 
LS2-4 開頭手術のスタンダードへ　 

～ヘッドアップサージャリーの Feature & 
Benefit ～
座長：髙木　康志　徳島大学脳神経外科

LS2-4-1 術者・教育者目線からの外視鏡の有用性
中田　光俊　金沢大学脳・脊髄機能制御学
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LS2-4-2 脳外科3.0 … パラダイムシフトに備えて
瀧　　琢有　関西労災病院脳神経外科・脳神経血管内治療科

共催：オリンパス株式会社

手術を学ぼう（3D） 5 　13:50 ～ 15:05 
3D05 3D で学ぶ脳神経外科手術：腫瘍（3）

座長：平下　浩司　香川労災病院脳神経外科

3D05-1 蝶形骨縁髄膜腫の手術について
荻原　雅和　山梨大学脳神経外科

3D05-2 頭蓋咽頭腫に対する3DCGを用いた手術戦略の構築
中冨　浩文　東京大学脳神経外科

3D05-3 内視鏡支援下4K3D外視鏡による三叉神経鞘腫摘出術
香川　尚己　大阪大学脳神経外科学

3D05-4 小脳橋角部類上皮腫
深見　忠輝　滋賀医科大学脳神経外科

3D05-5 斜台大孔部髄膜腫
原　　貴行　虎の門病院脳神経外科

3D05-6 聴神経腫瘍の手術
清水　克悦　昭和大学脳神経外科

3D05-7 中枢神経血管芽腫の手術と工夫
村田　英俊　横浜市立大学脳神経外科

アフタヌーンセミナー 2-4 　15:25 ～ 16:25 
（オンデマンド配信なし）

AS2-4 CASPER ～ Breakthrough 再び～
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

AS2-4-1 Dual layer stent -CASPER- 治験25例の初期使用経験
松本　康史　広南病院血管内脳神経外科

AS2-4-2 CASPERから始まる頸動脈狭窄症治療の新しいスタンダード
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

共催：テルモ株式会社
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サブスペシャルティ領域のシンポジウム 18 　16:40～17:55 
SY18 < 脳血管 > 脳血管攣縮 Update　基礎から臨床まで

座長：大熊　洋揮　弘前大学脳神経外科
鈴木　秀謙　三重大学脳神経外科

SY18-1 脳血管攣縮Update（基礎研究領域）
鈴木　秀謙　三重大学脳神経外科

SY18-2 脳血管攣縮Update -臨床的概念の変遷と展望-
大熊　洋揮　弘前大学脳神経外科

SY18-3 くも膜下出血後遅発性脳虚血研究における動物モデルの
現状と課題
岡　　史朗　山口大学脳神経外科

SY18-4 破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術はクリッピング術に
比して脳血管攣縮の合併率が低い
林　健太郎　佐世保市総合医療センター

SY18-5 くも膜下出血後脳血管攣縮の発生状況の経年的変化―攣
縮根絶への指針―
嶋村　則人　弘前大学脳神経外科

ビデオシンポジウム 1 　18:10 ～ 19:30 
VS01 脳動脈瘤の外科治療  私の工夫

座長：清水　宏明　秋田大学脳神経外科
水谷　　徹　昭和大学脳神経外科

VS01-1 大型動脈瘤クリッピングにおける有窓クリップを用いた
dome deformation technique
吉川雄一郎　埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター／埼

玉医科大学国際医療センター脳卒中外科

VS01-2 前方循環未破裂脳動脈瘤に対する低侵襲化直達手術 
Lateral supraorbital approachの利点と注意点
石黒　太一　東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経外科

VS01-3 λ stenting：瘤壁から後交通動脈が分岐する内頚動脈
後交通動脈瘤に対する根治的塞栓の新たな技法
中原　一郎　藤田医科大学脳卒中科

VS01-4 大型分岐部動脈瘤に対するY or T stentを用いた動脈
瘤塞栓術
津本　智幸　昭和大学藤が丘病院脳神経外科

VS01-5 脳動脈瘤に対するhybrid手術戦略
波多野武人　小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科
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VS01-6 血管内治療が困難と判断された脳動脈瘤に対する直達術
に必要とされる技術と今後のHybrid血管外科医に求め
られる技術
太田　貴裕　東京都立多摩総合医療センター脳神経外科

第5会場（岡山県医師会館 4F 401）

ランチョンセミナー 2-A 　8:00 ～ 9:00 
（オンデマンド配信なし）

LS2-A 座長：小笠原邦昭　岩手医科大学脳神経外科学講座

脳梗塞患者にはがんを疑え　 
～がん関連VTEを含めた最新の知見～
野川　　茂　東海大学医学部付属八王子病院神経内科

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

ランチョンセミナー 2-B 　9:15 ～ 10:15 
LS2-B 　

新型ソノペットiQを用いたグリオーマへのアプローチ
成田　善孝　国立がんセンター中央病院脳脊髄腫瘍科

共催：日本ストライカー株式会社

ビデオシンポジウム 2 　10:50 ～ 12:10 
VS02 手術のセッティング　体位・映像・記録・機器…

座長：上羽　哲也　高知大学脳神経外科
黒崎　雅道　鳥取大学脳神経外科

VS02-1 手術のセッティング：手術の主要3要素を保つために
中山　若樹　北海道大学脳神経外科

VS02-2 血管内治療のセッティング
杉生　憲志　岡山大学脳神経外科

VS02-3 覚醒下手術における手術セッティングの工夫 
～手術体位と合併症対策～
松田　良介　奈良県立医科大学脳神経外科

VS02-4 仰臥位で行う外視鏡下Lateral Supracerebellar 
Infratentorial Approach
瀧　　琢有　関西労災病院脳神経外科
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VS02-5 次世代手術室 （Hyper SCOT®） におけるOpeLiNK®を
用いた情報統合手術の実際
都築　俊介　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

VS02-6 脳血管外科における没入型三次元仮想現実モデリングの有用性
杉山　　拓　北海道大学脳神経外科

ランチョンセミナー 2-5 　12:35 ～ 13:35 
LS2-5 座長：水野　順一　医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院脊椎

脊髄末梢神経外科低侵襲脊髄手術センター

低侵襲的XLIF & PPSの実際とピットフォール
伊藤　康信　医療法人財団健貢会総合東京病院脊椎脊髄センター

共催：ニューベイシブジャパン株式会社

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 19 　13:50～15:10 
SY19 < 脊椎脊髄外科 > 腰椎除圧術 vs. 固定術 

Update
座長：大畑　建治　大阪市立大学脳神経外科

髙橋　敏行　藤枝平成記念病院脳神経外科

SY19-1 腰椎変性疾患に対する各種低侵襲的腰椎椎間固定術の適
応と手術成績
伊藤　康信　医療法人財団健貢会総合東京病院脳神経外科

SY19-2 不安定性を含む腰椎変性すべり症に対する固定術と除圧
術の5年以上（平均8年以上）の長期成績が示す固定術優
位性への疑問
乾　　敏彦　社会医療法人寿会富永病院脳神経外科

SY19-3 腰椎変性すべり症を有する腰部脊柱管狭窄症に対する低
侵襲後方除圧単独施行例の長期成績（術後10年以上症例
の検討）
伊藤　圭介　東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科／東邦大学医

療センター大橋病院脊椎脊髄センター

SY19-4 腰椎変性すべりを有する狭窄症に対する筋層構築的除圧
術の治療成績
糸岐　一茂　宇都宮脳脊髄センター

SY19-5 腰椎椎間孔狭窄症・far-out症候群に対する後方除圧術の
手術成績
佐々木　学　医誠会病院脳神経外科
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SY19-6 全内視鏡下脊椎手術で治療した腰椎固定術適応症例の検討
中島　康博　大同病院脳外科・脊椎センター

アフタヌーンセミナー 2-5 　15:25 ～ 16:25 
AS2-5 最新の脳腫瘍とてんかん手術： 

生体内吸収性骨接合材を用いて
座長：田宮　　隆　香川大学医学部脳神経外科

AS2-5-1 安全面と整容面に留意したてんかん外科手術の実際-生
体内吸収性骨接合材の使用法-
佐々木達也　岡山大学大学院脳神経外科

AS2-5-2 生体内吸収性骨接合材を用いた脳腫瘍手術手技の実際と
本接合材の利点
黒住　和彦　浜松医科大学脳神経外科

共催：村中医療器株式会社

アフタヌーンセミナー 2-A 　16:40 ～ 17:40 
AS2-A 脳神経外科領域における止血法

座長：伊達　　勲　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経外科学

AS2-A-1 頭蓋底外科手術を安全におこなうための工夫
後藤　剛夫　大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科

AS2-A-2 脳腫瘍摘出の工夫　−エビデンスに基づく止血
戸田　正博　慶應義塾大学医学部脳神経外科

共催：バクスター株式会社

アフタヌーンセミナー 2-B 　18:10 ～ 19:10 
（オンデマンド配信なし）

AS2-B ワルファリン服用患者の最新脳出血治療　 
～緊急是正のエビデンスと臨床的意義～
座長：宇野　昌明　川崎医科大学脳神経外科

AS2-B-1 ワルファリン関連脳出血患者に対する内科治療　 
- 現在のエビデンスと治療の実際 -
後藤　聖司　公立学校共済組合九州中央病院脳血管内科

AS2-B-2 抗凝固療法中の出血、外傷～中和することの意義～
小松　洋治　筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター

（株）日立製作所日立総合病院脳神経外科

共催：CSLベーリング株式会社
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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 2-C 　10:50 ～ 11:50 
（オンデマンド配信なし）

LS2-C 座長：三國　信啓　札幌医科大学医学部脳神経外科学講座

認知症の鑑別と症状の理解におけるSPECT検査の役割
樫林　哲雄　国立大学法人高知大学医学部神経精神科学講座

共催：日本メジフィジックス株式会社　
後援：日本脳神経核医学研究会／日本核医学会

ランチョンセミナー 2-6 　12:35 ～ 13:35 
LS2-6 脳神経外科領域における画像診断の新常識

座長：大石　英則　順天堂大学医学部脳神経外科学教室 脳神経
外科・脳神経血管内治療学講座

LS2-6-1 ここまで見える！！MRI画像の新常識
堀江　信貴　長崎大学大学院医歯薬総合研究科展開医療科学講座脳神

経外科学

LS2-6-2 血管撮影装置の情報を最大に活かす　 
～解剖の理解から治療の応用まで～
キッティポンスィーワッタナクン　
 東海大学医学部外科学系脳神経外科領域

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

アフタヌーンセミナー 2-C 　13:50 ～ 14:50 
AS2-C PFO 閉鎖術による脳梗塞二次予防 

- 脳心トータルマネジメントの新時代 -
座長：岩間　　亨　岐阜大学大学院医学系研究科脳神経外科学分野

AS2-C-1 卵円孔開存を介した奇異性塞栓の病態と治療  
-経皮的卵円孔開存閉鎖機器の適正使用指針を中心に-
片岡　大治　国立循環器病研究センター脳神経外科

AS2-C-2 ブレインハートチームで取り組む心臓『関連』脳塞栓症予
防プロジェクトの軌跡
坂本　知浩　済生会熊本病院心臓血管センター循環器内科

共催：アボットメディカルジャパン合同会社
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アフタヌーンセミナー 2-D 　15:25 ～ 16:25 
オンデマンド配信　10/26（月）正午 ～ 11/2（月）正午

AS2-D 座長：橋本　直哉　京都府立医科大学脳神経外科学教室

我が国の脳神経外科の現状と課題そして漢方医学
新井　　一　順天堂大学　学長

共催：株式会社ツムラ
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