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領域講習単位を取得できる認定講習会は、以下の通りです。
日付 時間 セッション 取得単位数

2月7日（金） 12：15～13：15
ランチョンセミナー1 1単位
ランチョンセミナー2 1単位
ランチョンセミナー3 1単位

2月8日（土） 12：15～13：15 ランチョンセミナー4 1単位
ランチョンセミナー5 1単位

15：30～16：30 幹事会主催アフタヌーンセミナー 1単位

Ⅵ．連絡先
【第25回日本脳神経外科救急学会】
　埼玉医科大学国際医療センター　脳卒中外科
　　事務局長：池田　俊貴
　　〒350-1298　埼玉県日高市山根1397-1
　　TEL：042-984-4111　FAX：042-984-4304
　　E-mail：jsne2020-office@umin.ac.jp

【日本脳神経外科救急学会】※新入会等のご連絡はこちらにお願い致します。
　特定非営利活動法人日本脳神経外科救急学会事務局
　関西医科大学総合医療センター　脳神経外科内
　　〒570-0074　大阪府守口市文園町10-15　別館3階
　　TEL：06-6993-9479（直通）　FAX：06-6991-6207
　　E-mail：jsne@takii.kmu.ac.jp

【会期中連絡先】
　川越プリンスホテル
　　〒350-8501　埼玉県川越市新富町1-22
　　TEL：049-227-1111（代表）
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故 河本 圭司先生追悼講演

 「  河本圭司先生を偲んで」
2020年2月7日（金）　11：40～12：05
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：黒岩　敏彦（  畷生会脳神経外科病院）
演者：島　　克司（  桃泉園北本病院　副院長兼リハビリテーションセンター長）

文　　化　　講　　演

CL．「  「その1秒を削りだせ！」～勝つための組織づくり」
2020年2月7日（金）　13：50～14：30
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：佐藤　　章（  東京共済病院　救急科・脳神経外科）
演者：酒井　俊幸（  東洋大学　陸上競技部　長距離部門監督）

特　　別　　講　　演

SL．「  Neurotrauma Care in the Metropolitan Area of Vienna, Austria」
2020年2月8日（土）　11：15～12：05
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：栗田　浩樹（  埼玉医科大学国際医療センター　脳卒中外科）
演者：Martin Ortler（  Department of Neurosurgery, Rudolfstiftung Hospital, Vienna, Austria）
共催：日本特殊陶業株式会社

メインシンポジウム

MS1．「  我らが担う脳神経外科救急：U30 session」
2020年2月7日（金）　8：30～9：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：宮地　　茂（  愛知医科大学脳神経外科）
　　　黒田　　敏（  富山大学医学部　脳神経外科）
　　　鰐渕　昌彦（  大阪医科大学　脳神経外科・脳血管内治療科）

MS2．「  我らが担う脳神経外科救急：U40 session」
2020年2月7日（金）　9：20～10：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：本郷　一博（  伊那中央病院）
　　　淺井　昭雄（  関西医科大学　脳神経外科）
　　　大宅　宗一（  埼玉医科大学総合医療センター　脳神経外科）

MS3．「  我らが担う脳神経外科救急：U50 session」
2020年2月7日（金）　10：30～11：30
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：若林　俊彦（  名古屋大学医学部　脳神経外科）
　　　吉野　篤緒（  日本大学医学部　脳神経外科）
　　　眞田　寧皓（  近畿大学医学部　脳神経外科）
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MS4．「  脳神経外科救急と働き方改革」
2020年2月8日（土）　8：45～9：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：奥寺　　敬（  富山大学大学院危機管理医学（救急・災害医学））
　　　田宮　　隆（  香川大学医学部　脳神経外科）

MS5-1．「  各subspecialty（神経内科専門医、脳血管内治療専門医、救急医学専門医、リハビリテーション専門医）か
らみた脳神経外科救急」

2020年2月8日（土）　9：25～10：15
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：塩川　芳昭（  杏林大学医学部　脳神経外科）
　　　本多　　満（  東邦大学医療センター大森病院）
　　　大熊　洋揮（  弘前大学医学研究科　脳神経外科学講座）

MS5-2．「  Double Boardからみた脳神経外科救急、他」
2020年2月8日（土）　10：20～11：10
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：松前　光紀（  東海大学医学部外科学系脳神経外科学領域）
　　　小畑　仁司（  大阪府三島救命救急センター）
　　　山田実貴人（  木沢記念病院　救急部）

幹事会企画シンポジウム

基調講演「  スポーツ頭部外傷/脳振盪の診断と対応-Olympic Year Consensus-」
2020年2月7日（金）　14：30～14：45
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：鈴木　倫保（  山口大学大学院医学系研究科　脳神経外科学）

KS1．「  スポーツ頭部外傷/脳振盪の診断と対応-Olympic Year Consensus-」
2020年2月7日（金）　14：45～15：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：前田　　剛（  日本大学医学部　脳神経外科）
　　　末廣　栄一（  山口大学医学部　脳神経外科）

KS2．「  脳神経外科救急と臓器提供-いかに関わるべきか？」
2020年2月7日（金）　15：20～16：40
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：名取　良弘（  飯塚病院）
　　　豊田　　泉（  岐阜県総合医療センター　救命救急センター　救急科）
　　　周郷　延雄（  東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座（大森））

KS3．「  高齢者頭部外傷：talk & deteriorateに対する取り組み」
2020年2月7日（金）　16：40～17：15
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：守谷　　俊（  自治医科大学附属さいたま医療センター　救急科）
　　　佐久間　潤（  福島県立医科大学　脳神経外科）
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共催シンポジウム

SS1．「  頭部外傷・脳卒中の患者を救え！ ICPモニタリングで変わる患者管理」
2020年2月7日（金）　15：20～16：20
B会場　3階「サファイアルーム」
座長：平山　晃康（  日本大学医学部　脳神経外科）
共催：Integra Japan株式会社

SS2．「  これからの脳卒中センターは如何にあるべきか？：基本法制定をうけて」
2020年2月8日（土）　13：20～14：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：木内　博之（  山梨大学大学院脳神経外科学講座）
　　　岩瀬　正顕（  関西医科大学総合医療センター　脳神経外科）
　　　山本　拓史（  順天堂大学静岡病院　脳神経外科）
共催：大塚製薬株式会社

SS3．「  脳神経外科救急手術の光と影」
2020年2月8日（土）　14：20～15：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：中尾　直之（  和歌山県立医科大学　脳神経外科）
　　　秋山　恭彦（  島根大学医学部脳神経外科学講座）
　　　原　　貴行（  虎の門病院　脳神経外科）
共催：帝人在宅医療株式会社

共 催 セ ミ ナ ー

CS．「  急性期脳梗塞に対する抗凝固療法：現状と課題」
2020年2月7日（金）　14：30～15：15
B会場　3階「サファイアルーム」
座長：吉川雄一郎（  埼玉県立循環器・呼吸器病センター　脳神経外科）
共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー

LS1． 2020年2月7日（金）　12：15～13：15
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」

「  地域に即した急性期脳梗塞治療」
座長：吉野　義一（  自治医科大学附属さいたま医療センター　脳血管内治療部）
演者：佐藤　洋平（  武蔵野赤十字病院　脳神経外科）
　　　林　　盛人（  東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科）
共催：日本ストライカー株式会社

LS2． 2020年2月7日（金）　12：15～13：15
B会場　3階「サファイアルーム」

「  てんかんと神経救急のCutting Edge」
座長：荒木　　尚（  埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター）
演者：久保田有一（  東京女子医科大学東医療センター　脳神経外科）
共催：第一三共株式会社・ユーシービージャパン株式会社



（ 17 ）－252－

MS4．「  脳神経外科救急と働き方改革」
2020年2月8日（土）　8：45～9：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：奥寺　　敬（  富山大学大学院危機管理医学（救急・災害医学））
　　　田宮　　隆（  香川大学医学部　脳神経外科）

MS5-1．「  各subspecialty（神経内科専門医、脳血管内治療専門医、救急医学専門医、リハビリテーション専門医）か
らみた脳神経外科救急」

2020年2月8日（土）　9：25～10：15
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：塩川　芳昭（  杏林大学医学部　脳神経外科）
　　　本多　　満（  東邦大学医療センター大森病院）
　　　大熊　洋揮（  弘前大学医学研究科　脳神経外科学講座）

MS5-2．「  Double Boardからみた脳神経外科救急、他」
2020年2月8日（土）　10：20～11：10
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：松前　光紀（  東海大学医学部外科学系脳神経外科学領域）
　　　小畑　仁司（  大阪府三島救命救急センター）
　　　山田実貴人（  木沢記念病院　救急部）

幹事会企画シンポジウム

基調講演「  スポーツ頭部外傷/脳振盪の診断と対応-Olympic Year Consensus-」
2020年2月7日（金）　14：30～14：45
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：鈴木　倫保（  山口大学大学院医学系研究科　脳神経外科学）

KS1．「  スポーツ頭部外傷/脳振盪の診断と対応-Olympic Year Consensus-」
2020年2月7日（金）　14：45～15：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：前田　　剛（  日本大学医学部　脳神経外科）
　　　末廣　栄一（  山口大学医学部　脳神経外科）

KS2．「  脳神経外科救急と臓器提供-いかに関わるべきか？」
2020年2月7日（金）　15：20～16：40
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：名取　良弘（  飯塚病院）
　　　豊田　　泉（  岐阜県総合医療センター　救命救急センター　救急科）
　　　周郷　延雄（  東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座（大森））

KS3．「  高齢者頭部外傷：talk & deteriorateに対する取り組み」
2020年2月7日（金）　16：40～17：15
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：守谷　　俊（  自治医科大学附属さいたま医療センター　救急科）
　　　佐久間　潤（  福島県立医科大学　脳神経外科）

－253－

共催シンポジウム

SS1．「  頭部外傷・脳卒中の患者を救え！ ICPモニタリングで変わる患者管理」
2020年2月7日（金）　15：20～16：20
B会場　3階「サファイアルーム」
座長：平山　晃康（  日本大学医学部　脳神経外科）
共催：Integra Japan株式会社

SS2．「  これからの脳卒中センターは如何にあるべきか？：基本法制定をうけて」
2020年2月8日（土）　13：20～14：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：木内　博之（  山梨大学大学院脳神経外科学講座）
　　　岩瀬　正顕（  関西医科大学総合医療センター　脳神経外科）
　　　山本　拓史（  順天堂大学静岡病院　脳神経外科）
共催：大塚製薬株式会社

SS3．「  脳神経外科救急手術の光と影」
2020年2月8日（土）　14：20～15：20
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」
座長：中尾　直之（  和歌山県立医科大学　脳神経外科）
　　　秋山　恭彦（  島根大学医学部脳神経外科学講座）
　　　原　　貴行（  虎の門病院　脳神経外科）
共催：帝人在宅医療株式会社

共 催 セ ミ ナ ー

CS．「  急性期脳梗塞に対する抗凝固療法：現状と課題」
2020年2月7日（金）　14：30～15：15
B会場　3階「サファイアルーム」
座長：吉川雄一郎（  埼玉県立循環器・呼吸器病センター　脳神経外科）
共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー

LS1． 2020年2月7日（金）　12：15～13：15
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」

「  地域に即した急性期脳梗塞治療」
座長：吉野　義一（  自治医科大学附属さいたま医療センター　脳血管内治療部）
演者：佐藤　洋平（  武蔵野赤十字病院　脳神経外科）
　　　林　　盛人（  東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科）
共催：日本ストライカー株式会社

LS2． 2020年2月7日（金）　12：15～13：15
B会場　3階「サファイアルーム」

「  てんかんと神経救急のCutting Edge」
座長：荒木　　尚（  埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター）
演者：久保田有一（  東京女子医科大学東医療センター　脳神経外科）
共催：第一三共株式会社・ユーシービージャパン株式会社
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LS3． 2020年2月7日（金）　12：15～13：15
C会場　3階「マリーゴールドルーム」

「  整容を意識し脳に優しい脳血管外科手術―よく見える術野展開と丁寧な開閉頭―」
座長：瀧澤　克己（  旭川赤十字病院　脳神経外科部長）
演者：小野　秀明（  富士脳障害研究所附属病院）
共催：HOYA Technosurgical株式会社

LS4． 2020年2月8日（土）　12：15～13：15
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」

「  急性期脳梗塞治療　地域連携の取り組みと今後の展望」
座長：神山　信也（  埼玉医科大学国際医療センター）
演者：松丸　祐司（  筑波大学）
　　　太田　貴裕（  多摩総合医療センター）
共催：日本メドトロニック株式会社

LS5． 2020年2月8日（土）　12：15～13：15
B会場　3階「サファイアルーム」

「  頭部外傷・脳卒中患者を救うための取組」
座長：吉野　篤緒（  日本大学医学部　脳神経外科　主任教授）
演者：峯　　　裕（  済生会横浜市東部病院脳神経センター脳神経外科　副部長、 

慶應義塾大学医学部　生理学教室　訪問研究員）
　　　山口　浩司（  東京女子医科大学　脳神経外科学講座　講師）
共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

幹事会主催　アフタヌーンセミナー

AS． 2020年2月8日（土）　15：30～16：30
A会場　3階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」

「  脳神経外科救急におけるM&M」
座長：安心院康彦（  帝京大学医学部救急医療講座・大学附属病院安全管理部）
　　　高橋　　恵（  東京医科大学　医療安全学）
演者：岩瀬　正顕（  関西医科大学総合医療センター　脳神経外科）
　　　高橋　　恵（  東京医科大学医療安全管理学講座）
　　　伊澤　仁之（  東京医科大学　脳神経外科）
　　　清水　克悦（  昭和大学医学部　脳神経外科）
共催：株式会社メディカ・ライン

救急隊フォーラム

 2020年2月7日（金）　16：00～18：20
C会場　3階「マリーゴールドルーム」
第一部　16：00～17：15　「症例発表」
座　　　長：神山　信也（埼玉医科大学国際医療センター　脳血管内治療科）
アドバイザー：根本　　学（埼玉医科大学国際医療センター　救急医学科）

第二部　17：20～18：20　「講演」
座　　　長：根本　　学（埼玉医科大学国際医療センター　救急医学科）
演　　　者：鈴木　海馬（埼玉医科大学国際医療センター　脳卒中外科）
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• • •　第25回日本脳神経外科救急学会　• • •
第40回PNLSコース・ 

第26回PNLSインストラクターワークショップ開催のご案内

第25回日本脳神経外科救急学会におきまして、以下の要領で第40回PNLSコース・第26回PNLSインストラク
ターワークショップを開催します。

PNLS（Primary Neurosurgical Life Support）とは、脳神経外科救急初期診療法のことで、日本脳神経外科救急
学会が、救命処置コースをベースに、新たに開発した教育コースです。脳神経外科救急全般にわたる初期診療を
臨床の現場を離れて学ぶ（off-the-job training）ことができます。

脳神経外科救急基礎（PNLS）コース・インストラクターワークショップ
開　催　日 2020年2月8日（土）

時　　　間 9：00～12：00（受付開始8：45）

会　　　場 川越プリンスホテル　3階マリーゴールドルーム

対　　　象 PNLSコース：医師、看護師、全てのメディカル・スタッフ
PNLSワークショップ：専門医医師、PNLS 受講修了者

参　加　費 10,000円（当日会場受付にてお支払いください。）
※テキストは含まれません、各自で事前に準備してください。

【講師スタッフ】
主催：日本脳神経外科救急学会
　　　日本脳神経外科救急学会　　理事長：黒岩　敏彦（大阪医科大学　脳神経外科　名誉教授）
共催：第25回日本脳神経外科学会　　会長：栗田　浩樹（埼玉医科大学国際医療センター　脳卒中外科）

コースディレクター：　　奥寺　　敬（富山大学　救急・災害医学、PNLS委員長）
コースコーディネーター：岩瀬　正顕（関西医科大学総合医療センター　脳神経外科、PNLS副委員長）
　　　　　　　　　　　　池田　尚人（昭和大学江東豊洲病院　脳神経外科）
インストラクター：　　　安心院康彦、厚見　秀樹、荒木　朋浩、卯津羅雅彦、近　　貴志、高橋　　恵、
　　　　　　　　　　　　藤井　本晴、藤田　浩二、本多ゆみえ、水谷　敦史、山田　哲久、山田実貴人

（敬称略・五十音順）


