• • • 学会日程表 • • •
2020 年 2 月 7 日（金） 第 1 日目
A 会場

（3 階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」）

9:00

10:00

11:00

8:25-8:30 開会挨拶
8:30-9:20 メインシンポジウム 1
我らが担う脳神経外科救急：U30 session
8:40-9:45 一般演題 1
演者：佐々木佑太、城
泰輔、桒原舜太郎、 脳・脊髄血管障害 1
柏木 秀基、吉田馨次朗
座長：秋山 恭彦、沈
正樹
座長：宮地
茂、黒田
敏、鰐渕 昌彦
9:20-10:20 メインシンポジウム 2
我らが担う脳神経外科救急：U40 session
演者：重松 秀明、土師 康平、亀井 孝昌、
9:50-10:55 一般演題 2
榎本 博記、片山 耕輔
座長：本郷 一博、淺井 昭雄、大宅 宗一 脳・脊髄血管障害 2
座長：田辺 英紀、鈴木 秀謙

13:00

9:50-10:50 一般演題 7
脳血管内治療 2
座長：飯星 智史、小野 秀明

11:00-12:05 一般演題 8
小児・災害・てんかん等
座長：根本
学、若杉 雅浩

故 河本 圭司先生追悼講演

「河本圭司先生を偲んで」
演者：島
克司
座長：黒岩

敏彦

12:15-13:15 ランチョンセミナー 1
「地域に即した急性期脳梗塞治療」
演者：佐藤 洋平、林
盛人
座長：吉野 義一
共催：日本ストライカー株式会社
13:20-13:50

総会

13:50-14:30

文化講演

12:15-13:15 ランチョンセミナー 2
12:15-13:15 ランチョンセミナー 3
「てんかんと神経救急の Cutting Edge」
「整容を意識し脳に優しい脳血管外科手術
演者：久保田有一
―よく見える術野展開と丁寧な開閉頭―」
座長：荒木
尚
演者：小野 秀明
共催：第一三共株式会社・
座長：瀧澤 克己
領
領 共催：HOYA Technosurgical 株式会社 領
ユーシービージャパン株式会社

14:00 「
「その 1 秒を削りだせ！」

〜勝つための組織づくり」
演者：酒井 俊幸
座長：佐藤
14:30-14:45
演者：奥寺

15:00

17:00

章

幹事会企画シンポジウム 1「基調講演」
敬 座長：鈴木 倫保

PNLS 委員会

14:30-15:15 共催セミナー

剛、末廣 栄一

15:20-16:20 共催シンポジウム 1
15:20-16:40 幹事会企画シンポジウム 2
脳神経外科救急と臓器提供 ‑ いかに関わるべきか？ 頭部外傷・脳卒中の患者を救え！
演者：中村 光伸、津村
龍、水谷 敦史、 ICP モニタリングで変わる患者管理
大里 俊明、岩瀬 正顕、小野
元、 演者：山田 哲久、稲次 基希、山城 重雄
羽柴 哲夫、本多ゆみえ、荒木
尚、 座長：平山 晃康
本島 卓幸
共催：Integra Japan 株式会社
座長：名取 良弘、豊田
泉、周郷 延雄
16:25-17:15 一般演題 4
画像診断
16:40-17:15 幹事会企画シンポジウム 3
座長：吉村 晋一、吉川雄一郎
高齢者頭部外傷：talk & deteriorate に対する取り組み
演者：中江 竜太、末廣 栄一、刈部
博、藤田 浩二
座長：守谷
俊、佐久間 潤

17:15-18:20

18:00

14:00-14:30

「急性期脳梗塞に対する抗凝固療法：現状と課題」
14:45-15:20 幹事会企画シンポジウム 1
演者：出口 一郎、滝川 知司
スポーツ頭部外傷 / 脳振盪の診断と対応 ‑Olympic Year Consensus‑ 座長：吉川雄一郎
15:00-15:50
演者：荻野 雅宏、中山 晴雄、荒木
尚、熊川 貴大
共催：バイエル薬品株式会社
座長：前田

16:00

C 会場

（3 階「マリーゴールドルーム」）

8:40-9:45 一般演題 6
脳血管内治療 1
座長：神山 信也、大川原 舞

10:30-11:30 メインシンポジウム 3
我らが担う脳神経外科救急：U50 session
演者：大宅 宗一、太田 圭祐、近藤 康介、
11:00-12:05 一般演題 3
竹内
誠、眞田 寧皓
座長：若林 俊彦、吉野 篤緒、眞田 寧皓 脳・脊髄血管障害 3
座長：畑山
徹、黒﨑 雅道
11:40-12:05

12:00

B 会場

（3 階「サファイアルーム」
）

Asian Young Neurosurgeonʼs Forum

Speakerʼs：Liew Boon Seng
Ittichai Sakarunchai
Saujanya Rajbhandari
Hanh Van Duc
Ridzky Firmansyah Hardian
Vinayaka Reddy
Maruf Matmusaev
Chairpersonʼs：Yoko Kato、Tucker Adam

一般演題 9
多職種
（プレホスピタルケア・救急看護・
チーム医療含む）
座長：大森 重宏、芦澤久美子
16:00-18:20 救急隊フォーラム
第一部：症例発表 16:00-17:15
演者：作山 洋貴、鎌田 尚文、平岩 輝一
座長：神山 信也
アドバイザー：根本
学
第二部：講演 17:20-18:20
演者：鈴木 海馬
座長：根本
学

17:20-18:10 一般演題 5
高齢者救急
座長：池田 尚人、大里 俊明

18:30-

懇親会
19:00

会場

5 階 「ティーローズ」
領 ：脳神経外科領域講習単位取得対象セッション
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2020 年 2 月 8 日（土） 第 2 日目
A 会場

（3 階「ダイヤモンドルーム・エメラルドルーム」）

8:45-9:20
9:00

メインシンポジウム 4

脳神経外科救急と働き方改革
演者：大里 俊明、中尾 保秋、日宇
座長：奥寺
敬、田宮
隆

9:25-10:15

10:00

11:00

12:00

健、奥寺

メインシンポジウム 5-1

B 会場

（3 階「サファイアルーム」
）

8:45-10:00 一般演題 10
頭部外傷 1
敬
（脊椎脊髄外傷・スポーツ外傷含む）
座長：奥地 一夫、佐久間 潤

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
演者：宮地
茂、安心院康彦、本多
満、
百田 武司、西山 和利、山田
深
座長：塩川 芳昭、本多
満、大熊 洋揮 10:05-11:05

一般演題 11
頭部外傷 2
10:20-11:10 メインシンポジウム 5-2
（脊椎脊髄外傷・スポーツ外傷含む）
Double Board からみた脳神経外科救急、他
座長：和田孝次郎、堀内 哲吉
演者：金子 純也、伊藤 勝博、小畑 仁司、
福田 真紀、西牟田洋介、中尾 隼三
座長：松前 光紀 小畑 仁司、山田実貴人

C 会場

（3 階「マリーゴールドルーム」）

8:45-

PNLS 受付

9:00-12:00
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

11:15-12:05 特別講演
「Neurotrauma Care in the Metropolitan
Area of Vienna, Austria」
演者：Martin Ortler 座長：栗田 浩樹
共催：日本特殊陶業株式会社

12:15-13:15 ランチョンセミナー 4
12:15-13:15 ランチョンセミナー 5
「急性期脳梗塞治療 地域連携の取り組みと 「頭部外傷・脳卒中患者を救うための取組」
今後の展望」
演者：峯
裕、山口 浩司
演者：松丸 祐司、太田 貴裕
座長：吉野 篤緒
座長：神山 信也
共催：株式会社メディカルユーアンドエイ
13:00
領
領
共催：日本メドトロニック株式会社
13:15-14:15 一般演題 12
13:20-14:20 共催シンポジウム 2
脳神経外科手術（脳神経内視鏡含む）
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
座長：渋谷
肇、木村 尚人
基調講演：塩川 芳昭
14:00

演者：山本 拓史、熊井潤一郎、
上山 憲司、瀧澤 克己
座長：木内 博之、岩瀬 正顕、山本
共催：大塚製薬株式会社

14:20-15:20

15:00

共催シンポジウム 3

脳神経外科救急手術の光と影
演者：吉金
努、田辺 英紀、原
木村 尚人、沈
正樹、堀内
橋本 孝朗
座長：中尾 直之、秋山 恭彦、原
共催：帝人在宅医療株式会社

拓史

14:20-15:20 一般演題 13
多職種・その他
貴行、 座長：谷崎 義生、竹田理々子
哲吉、
貴行

15:30-16:30 幹事会主催 アフタヌーンセミナー
「脳神経外科救急における M&M」
演者：岩瀬 正顕、高橋
恵、伊澤 仁之、
16:00
清水 克悦
座長：安心院康彦、高橋
恵
領
共催：株式会社メディカ・ライン
16:30閉会挨拶
17:00

18:00

19:00

領 ：脳神経外科領域講習単位取得対象セッション
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