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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） 2-1 　8:00 ～ 9:00 
OS2-1 手術の極意を学ぶセミナー 2-1

座長：宇野　昌明　川崎医科大学脳神経外科

OS2-1-1 脳血管内手術の進歩（技術と器具）
廣畑　　優　久留米大学脳神経外科

OS2-1-2 バイパス手術の極意を学ぶ
遠藤　英徳　仙台医療センター脳神経外科

OS2-1-3 CEAの極意を学ぶ　-より安全に施行するために-
宇野　昌明　川崎医科大学脳神経外科

特別企画 6 　9:15 ～ 10:35 
SP06 二刀流の時代を生きる

座長：中瀬　裕之　奈良県立医科大学脳神経外科
髙橋　　淳　近畿大学脳神経外科

SP06-1 脳神経外科医として、モノ書きとして
中島　　伸　大阪医療センター脳神経外科

SP06-2 臨床と研究の両立：Academic neurosurgeonを目指して
菱川　朋人　岡山大学脳神経外科

SP06-3 血管内と血管外科の二刀流
吉村　紳一　兵庫医科大学脳神経外科

SP06-4 頭蓋底疾患における経鼻内視鏡手術と顕微鏡手術の 
二刀流：メリットと今後の展望
阿久津博義　筑波大学脳神経外科

SP06-5 脳神経外科医と法務博士の二刀流
福永　篤志　公立福生病院脳神経外科

特別企画 7 　10:50 ～ 12:15 
SP07 IT のイノベーションが変える未来の医療

座長：藤井　幸彦　新潟大学脳研究所脳神経外科
武笠　晃丈　熊本大学脳神経外科

SP07-1
オンデマンドなし

Augmented reality in cranial and spine surgery
ChristopherNimsky　DepartmentofNeurosurgery,

UniversityofMarburg,Germany

SP07-2 手術シミュレーションのイノベーション
金　　太一　東京大学脳神経外科
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SP07-3 CTガイド下IVR用穿刺ロボット（Zerobot®）の開発
平木　隆夫　岡山大学放射線医学教室

SP07-4 泌尿器科領域におけるロボット手術の現状と進歩
荒木　元朗　岡山大学泌尿器科

ランチョンセミナー 3-1 　12:30 ～ 13:30 
（オンデマンド配信なし）

LS3-1 VIDEO LIVE 脳動脈瘤コイル塞栓術 
～ EXPERT の治療戦略～
座長：宮地　　茂　愛知医科大学病院脳神経外科・脳血管内治

療センター
スペシャルコメンテーター：伊藤　　靖　信楽園病院脳神経外科

東　登志夫　福岡大学筑紫病院脳神経外科

LS3-1-1 Strategy of Paraclinoid Aneurysms for Success
鶴田和太郎　虎の門病院脳神経血管内治療科

LS3-1-2 フィリングは 短く刻んで フォ～サクセス
庄島　正明　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

共催：日本メドトロニック株式会社

横断的シンポジウム 6 　13:45 ～ 14:55 
CSS06 脳神経外科手術室最前線

座長：岩立　康男　千葉大学脳神経外科
村山　雄一　東京慈恵会医科大学脳神経外科

CSS06-1 SCOTが描く未来の手術室
村垣　善浩　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

CSS06-2 ハイブリット手術室（OR）の現状と将来展望
村山　雄一　東京慈恵会医科大学脳神経外科

CSS06-3 錐体路近傍グリオーマ手術における術中3Tテンソル画
像を用いた運動機能予後解析
川瀧　智之　山梨大学脳神経外科

CSS06-4 COVID-19時代に経鼻頭蓋底手術を安全に行うための
手術室改革
辛　　正廣　東京大学脳神経外科

CSS06-5 外視鏡・内視鏡を使用した小開頭手術
渡邉　　督　愛知医科大学脳神経外科
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特別企画 8 　15:15 ～ 16:35 
SP08 脳神経外科医の働き方改革とワーク・ライフ・バランス

座長：冨永　悌二　東北大学神経外科学分野
塩川　芳昭　杏林大学脳神経外科

SP08-1 日本脳神経外科学会働き方改革検討委員会からの提言
伊達　　勲　働き方改革検討委員会委員長／岡山大学脳神経外科

SP08-2 医師の働き方改革について～脳神経外科の立場から
馬場　武彦　馬場記念病院脳神経外科

SP08-3 女性脳神経外科医としてのワーク・ライフ・バランス
原田　敦子　愛仁会高槻病院小児脳神経外科

SP08-4 アカデミアへの継続的関与
寳金　清博　北海道大学保健科学院

SP08-5 医療現場で持続的に価値、モノ、人財を創り出すための方
法：プロセスのデザイン、アライアンスとテクノロジー導入
中川　敦寛　東北大学神経外科／東北大学病院臨床研究推進センター

バイオデザイン部門

SP08-6 医師の働き方改革と保険診療
塩川　芳昭　杏林大学脳神経外科

第 20 回 Faculty development（FD）コース 
 　16:50 ～ 17:50 

オンデマンド配信　10/26（月）正午 ～ 11/2（月）正午

FD 座長：飯原　弘二　国立循環器病センター脳神経外科

事故事例から学ぶセキュリティ対策　 
～医療現場がかかえるリスク～
三木　　剛　グローバルセキュリティエキスパート株式会社西日本支社

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 20 　9:15 ～ 10:25 
SY20 < 脳血管 > 本邦における未破裂脳動脈瘤の治療成績

座長：井上　　亨　福岡大学脳神経外科
松居　　徹　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

SY20-1 本邦における未破裂脳動脈瘤の治療成績と治療選択
森田　明夫　日本医科大学脳神経外科

SY20-2 DPC大規模データによる日本の未破裂脳動脈瘤の転帰
危険因子解析
大園　伊織　島根県立中央病院脳神経外科
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SY20-3 未破裂脳動脈瘤直達術の治療成績： 画像面からの検討
―どこまで実質損傷は減らせるのか？
河本　俊介　獨協医科大学脳神経外科

SY20-4 虚血合併症回避のための経頭蓋運動誘発電位モニタリング 
-未破裂脳動脈瘤塞栓術における治療成績向上のために-
中川　一郎　奈良県立医科大学脳神経外科

SY20-5 未破裂脳動脈瘤塞栓術は正当化されるか？ 第２報 
―治療法変遷に伴う20年間1,461例の検討―
宮地　　茂　愛知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 21 　10:50～12:00 
SY21 < 脳血管 > もやもや病治療のパラダイムシフト

座長：黒田　　敏　富山大学脳神経外科
河島　雅到　国際医療福祉大学脳神経外科

SY21-1 もやもや病治療のこれから： 
分子病態に基づいた診断と治療の発展
峰晴　陽平　京都大学脳神経外科

SY21-2 成人もやもや病に対するバイパス術後の遅発性過灌流と
RNF213遺伝子c.14576G>A多型の関連についての検討
藤村　　幹　広南病院脳神経外科

SY21-3 重度脳虚血のない虚血発症成人もやもや病に対する治療戦略： 
薬物治療単独前向き研究の結果から
小笠原邦昭　岩手医科大学脳神経外科

SY21-4 もやもや病患者の妊娠・出産に関する臨床的特徴の検討
～単施設における30年間の経験より～
青山　二郎　東京医科歯科大学脳神経外科

SY21-5 もやもや病の血行再建術における最適な麻酔法の検討
賀耒　泰之　熊本大学脳神経外科

ランチョンセミナー 3-2 　12:30 ～ 13:30 
（オンデマンド配信なし）

LS3-2 Expert Neurosurgeon の引き出し 
～ fibrin glue 効果的使用法～
座長：冨永　悌二　東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野

LS3-2-1 止血テクニックを極める　ー無血の術野を目指してー
瀧澤　克己　旭川赤十字病院脳神経外科
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LS3-2-2 硬膜閉鎖―フィブリングルーとコラーゲン補填材料の有用性―
山本　哲哉　横浜市立大学医学部脳神経外科

共催：一般社団法人日本血液製剤機構／KMバイオロジクス株式会社

横断的シンポジウム 7 　13:45 ～ 14:55 
CSS07 脳神経外科と遠隔医療

座長：國枝　武治　愛媛大学脳神経外科
松野　　彰　帝京大学脳神経外科

CSS07-1 NTTグループが目指すSmart Healthcareの取り組み
森本　尊雅　NTTコミュニケーションズ株式会社ビジネスソリュー

ション本部

CSS07-2 脳神経外科と医療ネットワーク 
-和歌山県全域を対象にした「遠隔救急支援システム」の構築-
藤田　浩二　公立那賀病院脳神経外科

CSS07-3 テレビ会議システムを用いた遠隔てんかん外来は診療の
質向上に寄与する
大沢伸一郎　東北大学神経外科学分野

CSS07-4 Web会議システムを用いたカンボジアへの遠隔手術支援
林　　祥史　医療法人社団KNI 北原国際病院脳神経外科

CSS07-5 脳血管内治療ロボットを使用した遠隔手術の試み 
-遠隔医療時代に向けて
川口　礼雄　愛知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 22 　15:15～16:35 
SY22 < 脊椎脊髄外科 > 頚椎手術：手術手技の利点・欠点

座長：高見　俊宏　大阪市立大学脳神経外科
原　　政人　愛知医科大学脳神経外科

SY22-1 頚椎後方除圧術の長期成績術後成績に影響を及ぼす頚椎
アライメントと全脊椎アライメントの相関について
上田　茂雄　信愛会脊椎脊髄センター

SY22-2 従来型と改良型Laminoplasty Basketを用いた頚椎棘
突起椎弓形成術の臨床成績の比較
松井　誠司　医療法人慈愛会梶浦病院脳神経外科

SY22-3 全内視鏡下頚椎後方椎間孔拡大術の初期経験と顕微鏡手
術との比較
秋山　雅彦　札幌禎心会病院脊椎・脊髄末梢神経外科
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SY22-4 椎間関節および項靭帯を温存した頸椎椎弓切除術の古典
的片開き式頸椎椎弓形成術と比較した非劣性　 
-頸椎椎弓切除術の再考-
大隣　辰哉　脳神経センター大田記念病院脊椎脊髄外科

SY22-5 当科における頸椎手術のvariationと伝承、育成 
～前方手技を主体として
木暮　一成　新百合ヶ丘総合病院脊椎脊髄外科／日本医科大学脳神経外科

SY22-6 頸椎症性脊髄症、神経根症に対する前方除圧固定術： 
固定方法と固定椎間数に関する検討、手術手技の利点、欠点
西川　　節　守口生野記念病院脳神経外科

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） 2-2 　8:00 ～ 9:00 
OS2-2 手術の極意を学ぶセミナー 2-2

座長：尾原　裕康　順天堂大学脳神経外科

OS2-2-1 脊椎変性疾患に対する手術の極意を学ぶ
髙橋　雄一　新小文字病院脊髄脊椎外科治療センター

OS2-2-2 脊髄腫瘍に対する手術を学ぶ 
～若手脳神経外科医のための脊髄腫瘍手術講座～
尾原　裕康　順天堂大学脳神経外科／新百合ヶ丘総合病院低侵襲脊髄

手術センター

OS2-2-3 末梢神経疾患手術のはじめの一歩
金　　景成　日本医科大学千葉北総病院脳神経センター

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 23 　9:15 ～ 10:25 
SY23 < 脳神経外傷 > 重症頭部外傷の急性期管理

座長：鈴木　倫保　山口大学医学部先進温度神経生物学講座
森岡　基浩　久留米大学脳神経外科

SY23-1 頭部外傷の急性期画像診断：救命とその後
麦倉　俊司　東北大学東北メディカル・メガバンク機構

SY23-2 本邦の頭部外傷治療における脳室ドレナージ施行率は適
切か頭部外傷データバンクと当センターの比較から
金子　純也　日本医科大学多摩永山病院救命救急センター／日本医科

大学救急医学教室

SY23-3 頭蓋内圧指向性治療の現状と課題 
-RCTとの比較から難治例への対応を考える-
相原　英夫　兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科
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SY23-4 重症頭部外傷NCSEに対する治療反応が転帰に及ぼす影響
志波　智子　TMGあさか医療センター脳神経外科

SY23-5 分娩外傷による正期産児急性硬膜下血腫の検討
君和田友美　宮城県立こども病院脳神経外科

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 24 　10:50～12:10 
SY24 < 脳腫瘍 > 聴神経鞘腫瘍の治療方針

座長：吉田　一成　慶應義塾大学脳神経外科
松尾　孝之　長崎大学脳神経外科

SY24-1 聴神経鞘腫に対する手術成績
大上　史朗　愛媛県立中央病院脳卒中センター脳神経外科

SY24-2 聴神経腫瘍亜全摘術の内耳道後壁削除の有無による術後
再発の相違
瀬尾　善宣　中村記念病院脳神経外科

SY24-3 聴神経腫瘍の治療方針決定のための腫瘍増大の定量的予測因子
樋口　佳則　千葉大学脳神経外科

SY24-4 当院における聴神経腫瘍に対する治療指針と治療成績
江口盛一郎　東京女子医科大学脳神経外科

SY24-5 聴神経腫瘍に対するガンマナイフ長期治療成績
城倉　英史　古川星陵病院鈴木二郎記念ガンマハウス／東北大学脳神

経外科

SY24-6 一側性聴神経腫瘍に対するガンマナイフ治療適応自験例
におけるcontrol failureの検討から
芹澤　　徹　築地神経科クリニック /東京ガンマユニットセンター

ランチョンセミナー 3-3 　12:30 ～ 13:30 
LS3-3 What’s the NXT partner for AIS treatment? 　 

～Trevo NXT ステントリトリーバー & Trak21
マイクロカテーテル～
座長：松丸　祐司　筑波大学脳神経外科脳卒中予防治療学講座

LS3-3-1 新たなNXTシステムの可能性
竹内　昌孝　医療法人財団報徳会西湘病院

LS3-3-2 最新のNXTシステムを用いたコンバインドテクニック
の初期経験
吉村　紳一　兵庫医科大学

共催：日本ストライカー株式会社
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サブスペシャルティ領域のシンポジウム 25 　13:45～14:55 
SY25 < 脳腫瘍 > 転移性脳腫瘍に対する集学的治療

座長：田宮　　隆　香川大学脳神経外科
隈部　俊宏　北里大学脳神経外科

SY25-1 EGFR変異陽性非小細胞肺癌由来の転移性脳腫瘍に対す
る治療戦略
井内　俊彦　千葉県がんセンター脳神経外科

SY25-2 転移性脳腫瘍に対する集学的治療の時代的変遷と治療成
績自験172例の摘出術より検証
奥田　武司　近畿大学病院脳神経外科

SY25-3 Undiagnosed Primary Tumorとして発症した肺がん
原発転移性脳腫瘍における手術介入の検討
清水勇三郎　順天堂大学脳神経外科

SY25-4 転移性脳腫瘍術後摘出腔への定位放射線治療の検討
山田　良治　がん・感染症センター都立駒込病院脳神経外科

SY25-5 転移性脳腫瘍に開頭腫瘍摘出術は必要か？大きな転移性
脳腫瘍に対するガンマナイフによる分割照射の効果
八代　一孝　藤元総合病院脳神経外科

サブスペシャルティ領域のシンポジウム 26 　15:15～16:35 
SY26 < 小児脳神経外科 > 小児水頭症に対する治療方針と予後

座長：前原　健寿　東京医科歯科大学脳神経外科
周郷　延雄　東邦大学脳神経外科

SY26-1 小児水頭症に対する神経内視鏡手術の役割
加藤美穂子　あいち小児保健医療総合センター脳神経外科

SY26-2 小児水頭症治療の現状と今後の展望
津田　恭治　東京都立小児総合医療センター脳神経外科

SY26-3 小児水頭症に対する治療方針
阿久津宣行　兵庫県立こども病院脳神経外科

SY26-4 低出生体重児脳室内出血後水頭症をいかに治療するか？ 
- 早期からの積極的な線溶療法は機能予後を改善させる -
朴　　永銖　奈良県立医科大学脳神経外科

SY26-5 小児半球間裂嚢胞に対する治療成績と発達予後についての検討
提箸　祐貴　神奈川県立こども医療センター脳神経外科

SY26-6 水頭症を伴う後頭蓋窩嚢胞性病変の治療
吉田　光一　長崎大学脳神経外科
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横断的シンポジウム 8 　16:50 ～ 18:05 
CSS08 私のソフトウェア活用

座長：岩間　　亨　岐阜大学脳神経外科
堀内　哲吉　信州大学脳神経外科

CSS08-1 脳神経外科手術の術前3次元シミュレーション画像の術
中活用の有効性
丸山　啓介　杏林大学脳神経外科

CSS08-2 多施設にて使用可能な脳腫瘍領域の自動
segmentation法の開発
高橋　　慧　理化学研究所革新知能統合研究センター／国立がん研究

センター研究所がん分子修飾制御学分野

CSS08-3 機械学習による画像テクスチャ解析を用いた初発膠芽腫
の予後推定
梅原　　徹　大阪大学脳神経外科

CSS08-4 脳溝自動命名ソフト｢BrainVISA｣の臨床活用 
-てんかん診断から覚醒下手術まで-
田村　　学　東京女子医科大学先端生命医科学研究所／東京女子医科

大学脳神経外科

CSS08-5 頭蓋内電極留置術や脳深部刺激術・微小電極記録により
計測される脳律動変化を可視化する
橋本　洋章　国家公務員共済組合連合会大手前病院脳神経外科／大阪

大学大学院医学系研究科脳機能診断再建学共同研究講座
／大阪大学国際医工情報センター臨床神経医工学寄附研
究部門

CSS08-6 心房細動患者における機械学習を用いた脳卒中発症予測
西　　秀久　国立病院機構京都医療センター脳神経外科

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） 2-3 　8:00 ～ 9:00 
OS2-3 手術の極意を学ぶセミナー 2-3

座長：大宅　宗一　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

OS2-3-1 髄膜腫手術における戦略とテクニック
大宅　宗一　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

OS2-3-2 てんかん手術の考え方と手技
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

OS2-3-3 脳室内視鏡・ETVの極意を学ぶ神経内視鏡による第三脳
室底開窓術の基本手技とピットフォール
中島　伸幸　東京医科大学脳神経外科
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手術を学ぼう（3D） 6 　9:15 ～ 10:35 
3D06 3D で学ぶ脳神経外科手術：外視鏡、MVD、てんかん

座長：市川　智継　香川県立中央病院脳神経外科

3D06-1 側頭葉てんかんの手術
三國　信啓　札幌医科大学脳神経外科

3D06-2 MVD手術の基本とその実践
長谷川光広　藤田医科大学脳神経外科

3D06-3 教育的観点での外視鏡（3D-VITOM）と顕微鏡による神
経血管減圧術
大石　　誠　新潟大学脳神経外科

3D06-4 3Dで学ぶ脳梁離断術
川合　謙介　自治医科大学脳神経外科

3D06-5 微小血管減圧術の基本
末廣　　諭　愛媛大学脳神経外科

3D06-6 再発性テント部髄膜腫に対するORBEYE を用いた Full 
Exoscopic Surgery
池田　直廉　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

3D06-7 女子大学生の左外側側頭葉てんかんの手術
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

3D06-8 外視鏡・内視鏡を使用した小開頭手術
渡邉　　督　愛知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 27 　10:50～11:55 
SY27 < 機能的脳神経外科 > 認知症に対する脳神経外科医の役割

座長：堀　　智勝　森山脳神経センター病院脳神経外科
石内　勝吾　琉球大学脳神経外科

SY27-1 深層学習を用いた安静時脳波・脳磁図による認知症診断
柳澤　琢史　大阪大学脳神経外科／大阪大学高等共創研究院

SY27-2 神経画像のVBM解析による認知機能障害に相関する脳
局所領域の解明
佐藤　　透　医療法人社団涼風会佐藤脳神経外科

SY27-3 日本人アルツハイマー型認知症に対する反復経頭蓋磁気
刺激療法 
―探索的無作為化単盲検並行群間比較試験による特定臨
床試験結果―
齋藤　洋一　大阪大学脳神経機能再生学講座／大阪大学脳神経外科
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SY27-4 パーキンソン病に対する脳深部刺激療法の認知機能への影響
東島　威史　横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科

SY27-5 口腔・摂食嚥下機能と身体運動機能を併せて評価するリ
ハビリテーションセンターでの認知症診療
欅　　　篤　愛仁会高槻病院

ランチョンセミナー 3-4 　12:30 ～ 13:30 
（オンデマンド配信なし）

LS3-4 座長：竹林　成典　JR 東海名古屋セントラル病院脳神経外科

脳卒中後痙縮治療におけるボツリヌス療法の役割とチー
ム医療の意義
入江　暢幸　福岡リハビリテーション病院脳神経外科

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

手術を学ぼう（3D） 7 　13:45 ～ 15:00 
3D07 3D で学ぶ脳神経外科手術：内視鏡、脊髄、小児

座長：三好　康之　川崎医科大学総合医療センター脳神経外科

3D07-1 脊髄髄膜瘤修復術の標準術式と当院の術式の工夫
小熊　啓文　自治医科大学脳神経外科

3D07-2 3D内視鏡で記録した経鼻内視鏡下垂体手術
丹治　正大　京都大学脳神経外科

3D07-3 脊髄脂肪腫手術の基本
埜中　正博　関西医科大学脳神経外科

3D07-4 頭蓋骨縫合早期癒合症に対する手術 
従来法による fronto-orbital advancemen （FOA） を中心に
朴　　永銖　奈良県立医科大学脳神経外科

3D07-5 ３D内視鏡を用いた下垂体腺腫・頭蓋咽頭腫の手術
谷口　理章　神戸大学脳神経外科

3D07-6 High cervical spinal schwannomaの手術
五島　久陽　新百合ヶ丘総合病院脳神経救急外傷センター

3D07-7 脊髄終糸脂肪腫に対する低侵襲手術、椎弓間アプローチ
について
松原　年生　三重大学脳神経外科
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サブスペシャルティ領域のシンポジウム 28 　15:15～16:35 
SY28 < 機能的脳神経外科 >MVD 手術　私の工夫

座長：森田　明夫　日本医科大学脳神経外科
竹島　秀雄　宮崎大学脳神経外科

SY28-1 片側顔面痙攣に対する微小血管減圧術における聴神経障
害について 
-術前リスク因子の探索とその対応-
武部　軌良　（公財）田附興風会北野病院脳神経外科

SY28-2 顔面痙攣に対するMVD： 
聴力温存のために行うべきこと、工夫
尼崎　賢一　三井記念病院脳神経外科

SY28-3 安全確実なmicrovascular decompressionを目指して
山口　浩司　東京女子医科大学脳神経外科

SY28-4 フィブリン糊を使用しないMVD（microvascular 
decompression）
師井　淳太　秋田県立循環器・脳脊髄センター脳神経外科

SY28-5 静脈が原因の三叉神経痛の特徴と手術手技
糟谷　英俊　東京女子医科大学東医療センター脳神経外科

SY28-6 VA本幹が関与するMVD 
-lateral positionとsemisitting positionの比較-
西村　真実　社会医療法人将道会総合南東北病院脳神経外科

横断的シンポジウム 9 　16:50 ～ 18:00 
CSS09 海外での脳神経外科臨床

座長：菊田健一郎　福井大学医学部脳脊髄神経外科学
大宅　宗一　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

CSS09-1 米国でSpine Surgeonとして生きる
山口　　智　DepartmentofNeurosurgery,UniversityofIowa

HospitalsandClinics

CSS09-2 インド脳神経外科武者修行: 
神経内視鏡手術に懸ける途上国型留学への挑戦
小松　文成　InstituteofNeurosciencesKolkata

CSS09-3 クリーブランドクリニック脳神経外科： 
臨床チーフフェローの生活
堀　　佑輔　RoseEllaBurkhardtBrainTumorandNeuro-Oncology

Center,ClevelandClinic ／岡山大学脳神経外科

CSS09-4 フランスでの頭蓋底脳神経外科手術の経験
渡邉健太郎　東京慈恵会医科大学脳神経外科
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CSS09-5 アメリカでの小児脳神経外科クリニカルフェローの経験
宮川　　正　松戸市立総合医療センター小児医療センター小児脳神経外科

CSS09-6 国外留学から学んだ手術の心得と鏡視下手術教育 
-恩師は世界中にいる！-
岡　　秀宏　北里大学メディカル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 3-A 　9:15 ～ 10:15 
（オンデマンド配信なし）

LS3-A 脳卒中外科エキスパートの手術戦略
座長：塩川　芳昭　杏林大学脳神経外科

LS3-A-1 脳動脈瘤手術における合併症回避のコツ
遠藤　英徳　仙台医療センター脳神経外科

LS3-A-2 虚血性脳血管障害に対する予防的血行再建術の手技
小笠原邦昭　岩手医科大学脳神経外科

共催：CSLベーリング株式会社

ランチョンセミナー 3-B 　10:30 ～ 11:30 
LS3-B 座長：西川　　亮　埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科

Tumor Treating Fieldsの現状と今後を知る
荒川　芳輝　京都大学大学院医学研究科脳神経外科学

共催：ノボキュア株式会社

Online GREEN Project　第 1 部 　13:05 ～ 14:45 
OGP01 様々なキャリアパスを学ぶ

座長：遠藤　英徳　仙台医療センター脳神経外科
平松　匡文　岡山大学脳神経外科

OGP01-1 脳外科後期研修
枝木　久典　岡山大学脳神経外科

OGP01-2 基礎留学
大谷　理浩　UniversityofTexasHealthScienceCenterat

Houston

OGP01-3 海外臨床
金子　直樹　ロナルドレーガンUCLAメディカルセンター
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OGP01-4 臨床留学・行政（PMDA）
根木　宏明　埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター脳血

管内治療科

OGP01-5 女性医師
菅野　　彩　市立釧路総合病院脳神経外科

Online GREEN Project　第 2 部 　14:55 ～ 16:15 
OGP02 サブスペシャルティのキャリアパスを学ぶ

座長：遠藤　英徳　仙台医療センター脳神経外科
平松　匡文　岡山大学脳神経外科

OGP02-1 腫瘍
立石　健祐　横浜市立大学脳神経外科

OGP02-2 機能
堀澤　士朗　東京女子医科大学脳神経外科

OGP02-3 脊椎
大竹　安史　中村記念病院脳神経外科

OGP02-4 血管
石橋　良太　（公財）田附興風会北野病院脳神経外科

Online GREEN Project　第 3 部 　16:25 ～ 16:50 
OGP03 キャリアパスを考える

座長：三宅　啓介　香川大学脳神経外科
高野　昌平　姫路赤十字病院脳神経外科

OGP03-1 埴原　光人　山梨大学脳神経外科

OGP03-2 小泉　　聡　東京大学脳神経外科

OGP03-3 小谷有希子　市立奈良病院脳神経外科

OGP03-4 井上　　智　岡山市立市民病院脳神経外科

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 3-C 　10:30 ～ 11:30 
LS3-C 心房細動患者における脳卒中マネジメント 2020　 

～急性期から慢性期まで～
座長：吉村　紳一　兵庫医科大学脳神経外科学講座

LS3-C-1 灌流画像を使用した脳梗塞診断と抗凝固療法
井上　　学　国立循環器病研究センター脳血管内科/脳卒中集中治療科
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LS3-C-2 Less is more：慢性期のマネジメント
平野　照之　杏林大学医学部脳卒中医学

共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー 3-D 　11:45 ～ 12:45 
LS3-D 　

脳神経外科手術における術前プランニングから術中ナビ
ゲーションの基本と応用
栗原　　淳　埼玉県立小児医療センター脳神経外科

共催：ブレインラボ株式会社
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