日程表

第1日目

11月10日（木）

第1会場

第2会場

第3会場

企業展示 ポスター
会場
会場

2F 国際会議室

3F 中会議室302

3F 中会議室303

2F 中会議室301 2F 中会議室201
7:30-9:00

8:00
8:00-8:50

8:00-9:00

モーニングレクチャー1

評議員会

9:00

脊椎脊髄疾患の高位別神経症候学
福武 敏夫
【服部 孝道】

開会挨拶

8:50-9:00
9:00-11:00

学会奨励賞
プレナリーセッション

10:00

基礎部門 大久保 寿樹／名越 慈人
角家 健／伊藤 修平
臨床部門 許斐 恒彦／小松 幹
井上 智夫／高尾 恒彰
松本 聡子
【木元 康介／山崎 正志】

11:00
リレーレクチャー1

脊損と脳の最先端：
どのような変化が起きるか?

ランチョンセミナー1

関節リウマチ脊椎病変の最近の動向

〜手術手技の進歩と薬物治療体系の変化に伴う病態の変遷〜

13:00

高橋 宏 【青木 保親】
共催：エーザイ㈱
13:00-14:00

患者が医師や専門職に望むこと
大濱 眞
【加藤 真介】

14:00
14:00-15:00

リレーレクチャー2

脊髄と膀胱直腸の治療最先端
〜ニューロモデュレーション電気刺激・
膀胱壁内ボツリヌス毒素注入

15:00

一般演題

脊髄損傷・疫学／ニーズB

O1-2-5〜O1-2-8
【吉永 勝訓】

10:20-11:00

一般演題

脊髄損傷・手術A

O1-2-9〜O1-2-12
11:00-11:40

関戸 哲利／山名 哲郎
【関戸 哲利】
15:00-16:00

リレーレクチャー3

多発性硬化症治療の最近の進歩
−カリウムチャンネル阻害剤、
4アミノピリジンを含めて
森 雅裕
【大橋 高志】

16:00
16:00-17:00

一般演題

ロボットスーツ／ロボット装具A

O1-2-13〜O1-2-16
【陳 隆明】

12:00-13:00

ランチョンセミナー2

後縦靭帯骨化症に対する手術戦略
國府田 正雄
【山崎 正志】
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱
13:00-13:40

特別講演1

9:00-9:45

一般演題

一般演題

再生医療・マーカー

O1-2-17〜O1-2-20
【國府田 正雄】

14:00-15:00

リレーレクチャー4

脊髄とリハビリの治療最先端
〜機能的電気刺激・ウェアラブルロボット
島田 洋一／平野 哲
中島 孝／久保田 茂希
【島田 洋一／山崎 正志】
15:00-16:00

リレーレクチャー5

頚椎OPLLの治療最先端
〜前方手術を中心に
吉井 俊貴／水野 正喜
相庭 温臣／三原 久範
【國府田 正雄】

9:00-18:00

9:00-17:00

神経因性膀胱A

O1-3-1〜O1-3-4

【飛松 好子】

遠藤 俊毅／松林 紘平
【中村 雅也】
12:00-13:00

杉山 淳比古
【寺田 一志】

O1-2-1〜O1-2-4

9:40-10:20

ポスター
貼付

モーニングレクチャー2

若手医師のための脊椎脊髄MRI画像
up to date（内科的疾患を中心に）

脊髄損傷・疫学／ニーズA

【種市 洋】

11:00-12:00

12:00

一般演題

9:00-9:40

8:00-9:00

【石塚 修】

一般演題

9:45-10:25

脊髄損傷・自律神経過反射／嚥下

O1-3-5〜O1-3-8
【緒方 徹】

10:25-11:00

一般演題

脊髄損傷・呼吸筋麻痺
O1-3-9〜O1-3-12 【笠井 史人】
11:00-11:40

一般演題

痙縮とバクロフェン髄注・
痛みと脊髄電気刺激／くも膜下鎮痛法
O1-3-13〜O1-3-17 【植田 尊善】

12:00-13:00

ランチョンセミナー3

難治性仙腸関節障害に対する
SPECT／CTの診断的意義
古賀 公明 【寺田 一志】
共催：富士フイルムRIファーマ㈱

99m Tc-MDP

13:00-13:30

一般演題

術中モニタリング・機能的電気刺激
O1-3-18〜O1-3-20 【安藤 宗治】

14:00-14:40

ポスター
閲覧
企業展示

一般演題
基礎研究A

O1-3-21〜O1-3-24 【三原 唯暉】
14:40-15:10

一般演題
基礎研究B

O1-3-25〜O1-3-27 【篠崎 宗久】
15:15-15:50

一般演題

頭蓋頚椎移行部／上位頚椎A
O1-3-28〜O1-3-31 【花北 順哉】

特別講演2

Historical Review of Uro-Neurology
（神経因性膀胱の歴史）

Clare J. Fowler

17:00

【榊原 隆次】
共催：ファイザー㈱
17:00-17:50

ポスター
討議

18:00
全員懇親会

時間：18:30-20:30／会場：ホテルニューオータニ幕張

日程表

第2日目

11月11日（金）

第1会場

第2会場

第3会場

企業展示 ポスター
会場
会場

2F 国際会議室

3F 中会議室302

3F 中会議室303

2F 中会議室301 2F 中会議室201
8:00

8:00-9:00

モーニングレクチャー3

8:00-9:00

モーニングレクチャー4

8:00-9:00

モーニングレクチャー5

若手医師のための脊椎脊髄画像
up to date：脊椎を中心に

若手医師のための脊椎脊髄画像
up to date：脊髄腫瘍を中心に

スポーツにケガはつきものか？
−
「見える化」活動の成果報告

武者 芳朗／稲岡 努
【高橋 寛】

伊藤 圭介／原田 直幸
【周郷 延雄／岩渕 聡】

内田 良
【木元 康介】

9:00-10:00

リレーレクチャー6

10:00-10:50

一般演題

9:00-9:40

新しい画像検査

視神経脊髄炎治療の最近の進歩
大橋 高志
【藤岡 俊樹】

一般演題

9:00-9:40

O2-3-1〜O2-3-4

【堀 正明】

一般演題

内科的脊髄脊椎疾患A
O2-2-5〜O2-2-8 【福武 敏夫】

9:00-16:00

脊髄腫瘍A

O2-2-1〜O2-2-4
9:40-10:10

9:00
9:00-15:00

【高安 正和】

9:40-10:05

一般演題

脊髄血管障害A
O2-3-5〜O2-3-7 【渡辺 雅彦】

10:00

総会および
学会奨励賞授賞式

11:00-12:00

11:00

特別講演3

Spinal Cord Diseases and ISCoS
（脊椎脊髄疾患と国際脊髄学会）

Jean Jacques Wyndaele
【榊原 隆次】
共催：エダップテクノメド㈱

12:00-13:00

ランチョンセミナー4

脊椎損傷後の脊柱再建手術
鐙 邦芳 【高橋 寛】
共催：メドトロニック
ソファモア ダネック㈱
13:00-14:00

リレーレクチャー7

脊髄と痛みの治療最先端
〜脊髄刺激療法
樋口 佳則
【長尾 建樹】
14:00-15:00

教育講演

痙縮治療の実際
−バクロフェン持続髄注療法とボツリヌス治療−
中山 晴雄
【平 孝臣】
共催：第一三共㈱
15:00-16:00

リレーレクチャー8

高齢者の転倒と脊髄外傷（加齢と脊損）
榊原 隆次／中村 雅也
吉永 勝訓
【榊原 隆次】
16:00-16:10

閉会挨拶

12:00

企業展示

12:00-13:00

ランチョンセミナー5

運動器慢性疼痛の理解と整理
−疼痛伝達における末梢神経と脊髄後角の関与−
折田 純久 【中川 晃一】
共催：日本イーライリリー㈱／塩野義製薬㈱
13:00-14:00

リレーレクチャー9

脊髄再生医療 up to date
名越 慈人／菅野 晴夫
岡田 誠司／安藤 圭
【渡辺 雅彦】
14:00-15:00

リレーレクチャー10

13:00-13:40

頚椎症・前方固定術A

O2-3-8〜O2-3-11

岩波 明生／高橋 敏行
高見 俊宏／萬納寺 誓人
関戸 哲利 【武者 芳朗】

リレーレクチャー11

一般演題

14:00

頚椎症・脊柱管拡大術A

O2-3-12〜O2-3-15
【池上 仁志】

14:25-15:10

一般演題

頚椎後縦靭帯骨化症（OPLL）

15:00

O2-3-16〜O2-3-20
【矢吹 省司】

15:00-16:00

小児の二分脊椎 up to date
吉藤 和久／井川 靖彦
仙石 淳
【山西 友典】

13:00
ポスター
閲覧

【中嶋 秀明】

13:40-14:20

高齢者の胸腰椎移行部疾患の病態

up to date

一般演題

15:10-15:50

一般演題

腰部脊柱管狭窄症（腰椎症）／腰椎ヘルニアA

O2-3-21〜O2-3-24
【坂井 宏旭】

16:00-17:00

16:00

ポスター
討議

17:00

18:00

【

】座長

