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共催セミナー プログラム

●プレコングレスイブニングセミナー 11月23日（水）

第1会場（2号館1F コンベンションホール北）

PC 一歩上を目指したテクニカルセミナー 16:00 - 18:00
座長：庄島 正明（東京大学 脳神経外科）

白川 学（兵庫医科大学 脳神経外科）
長谷川 仁（新潟大学脳研究所 脳神経外科）

コメンテーター：榎本由貴子（岐阜大学 脳神経外科）
竹内 昌孝（西湘病院 脳神経外科）
中村 元（大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経外科）
堀江 信貴（長崎大学 脳神経外科）

基本手技のTIPS
演者：大島 共貴（刈谷豊田総合病院 脳神経外科）

CAS
演者：山田 清文（兵庫医科大学 脳神経外科）

AIS
演者：進藤 誠悟（熊本赤十字病院 神経内科）

脳動脈瘤
演者：太田 剛史（高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 脳神経外科）

TAE
演者：鶴田和太郎（虎の門病院 脳神経血管内治療科）

共催：テルモ株式会社

●モーニングセミナー 11月26日（土）

第2会場（1号館2F 展示室A北）

MS1 硬膜動静脈瘻Angio をどう読むか ―静脈編― 07:30 - 08:30
座長：桑山 直也（富山大学 脳神経外科 脳血管内治療科 診療教授）

後頭蓋窩及び頭蓋頚椎移行部
演者：田上 秀一（大分大学 医学部 放射線医学講座 放射線部 学内講師）

テント上および大脳深部
演者：田中美千裕（医療法人鉄蕉会亀田総合病院 脳神経外科 部長）

共催：キュアグレーズ株式会社
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第4会場（1号館2F 展示室B北）

MS2 急性期脳梗塞における脂質（コレステロール）管理の意義
07:30 - 08:30

座長：平野 照之（杏林大学 医学部 脳卒中医学教室 教授）

演者：吾郷 哲朗（九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学(第二内科) 講師）

共催：アストラゼネカ株式会社

●ランチョンセミナー 11月24日（木）

第1会場（2号館1F コンベンションホール北）

LS1 急性期脳梗塞治療の更なる挑戦
～Trevo® XP ProVue Retriever 6mmの実力～

12:00 - 13:00
座長：山上 宏（国立循環器病研究センター 脳神経内科）

Global performance of the Trevo XP6mm
演者：Jordi Blasco（HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL DE BARCELONA）

兵庫医大でのTrevoXP6の実力
演者：白川 学（兵庫医科大学 脳神経外科）

京都第一日赤でのTrevoXP6の実力
演者：今井 啓輔（京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科）

共催：日本ストライカー株式会社

第2会場（1号館2F 展示室A北）

LS2 脳動脈瘤治療 温故知新 -基本の追究と未来への探求-
12:00 - 13:00

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）

10周年を迎えたTerumo coil family：その特性に基づく活用法
演者：佐藤 徹（国立循環器病研究センター 脳神経外科）

Discovering the future from practical cases from Essen
演者：René Chapot（Department of Neuroradiology and Endovascular Therapy, Alfried

Krupp Krankenhaus）

共催：テルモ株式会社

第4会場（1号館2F 展示室B北）

LS3 PIPELINETM FLEXフローダイバーターシステム
導入後の変化と未来 12:00 - 13:00
座長：松本 康史（一般財団法人広南会広南病院 血管内脳神経外科）

演者：石井 暁（京都大学大学院 医学研究科 脳神経外科）
演者：Vítor Mendes Pereira（Department of Radiology, University of Toronto）

共催：日本メドトロニック株式会社

第6会場（2号館3F 3A会議室）

LS4 急性期脳梗塞治療から再発予防へ―診断新時代の幕開け
12:00 - 13:00

座長：豊田 一則（国立循環器病研究センター 脳血管部門 部門長）

当センターにおける急性期脳梗塞治療での連携
演者：津本 智幸（国立病院機構九州医療センター 脳血管内治療科 科長）

潜因性脳梗塞診療におけるReveal LINQへの期待
演者：矢坂 正弘（国立病院機構九州医療センター 脳血管センター 部長）

共催：日本メドトロニック株式会社

第7会場（2号館2F 2A会議室）

LS5 いま求められる包括的リスク管理 12:00 - 13:00
座長：永田 泉（小倉記念病院 院長）

脳卒中とてんかん
演者：久保田有一（朝霞台中央総合病院 脳神経外科 統括部長／脳卒中・てんかんセンター

センター長／東京女子医科大学 てんかん外来）

疾病管理と自動車運転－脳神経疾患を中心に－
演者：一杉 正仁（滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門 教授）

共催：大塚製薬株式会社

●ランチョンセミナー 11月25日（金）

第1会場（2号館1F コンベンションホール北）

LS6 血栓回収療法の目指すべき姿
～より多くの患者を救うために～ 12:00 - 13:00
座長：石井 暁（京都大学大学院 医学研究科 脳神経外科）

演者：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）
演者：奥村 浩隆（昭和大学 医学部 脳神経外科）

共催：日本メドトロニック株式会社
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第4会場（1号館2F 展示室B北）

LS3 PIPELINETM FLEXフローダイバーターシステム
導入後の変化と未来 12:00 - 13:00
座長：松本 康史（一般財団法人広南会広南病院 血管内脳神経外科）

演者：石井 暁（京都大学大学院 医学研究科 脳神経外科）
演者：Vítor Mendes Pereira（Department of Radiology, University of Toronto）

共催：日本メドトロニック株式会社

第6会場（2号館3F 3A会議室）

LS4 急性期脳梗塞治療から再発予防へ―診断新時代の幕開け
12:00 - 13:00

座長：豊田 一則（国立循環器病研究センター 脳血管部門 部門長）

当センターにおける急性期脳梗塞治療での連携
演者：津本 智幸（国立病院機構九州医療センター 脳血管内治療科 科長）

潜因性脳梗塞診療におけるReveal LINQへの期待
演者：矢坂 正弘（国立病院機構九州医療センター 脳血管センター 部長）

共催：日本メドトロニック株式会社

第7会場（2号館2F 2A会議室）

LS5 いま求められる包括的リスク管理 12:00 - 13:00
座長：永田 泉（小倉記念病院 院長）

脳卒中とてんかん
演者：久保田有一（朝霞台中央総合病院 脳神経外科 統括部長／脳卒中・てんかんセンター

センター長／東京女子医科大学 てんかん外来）

疾病管理と自動車運転－脳神経疾患を中心に－
演者：一杉 正仁（滋賀医科大学 社会医学講座 法医学部門 教授）

共催：大塚製薬株式会社

●ランチョンセミナー 11月25日（金）

第1会場（2号館1F コンベンションホール北）

LS6 血栓回収療法の目指すべき姿
～より多くの患者を救うために～ 12:00 - 13:00
座長：石井 暁（京都大学大学院 医学研究科 脳神経外科）

演者：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）
演者：奥村 浩隆（昭和大学 医学部 脳神経外科）

共催：日本メドトロニック株式会社
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第2会場（1号館2F 展示室A北）

LS7 LVIS -Braided Stent- Real world で見えてきたこと-
12:00 - 13:00

座長：兵頭 明夫（獨協医科大学越谷病院 脳神経外科）

Braided assist stent の有用性
～なぜPipeline でなく LVIS を留置したのか～

演者：立嶋 智（Division of Interventional Neuroradiology, Department of Radiological
Sciences, David Geffen School of Medicine at UCLA & Ronald Reagan
UCLA Medical Center）

Braided assist stent の有用性
～なぜ Laser Cut Stent ではなく LVIS を留置したのか～

演者：大石 英則（順天堂大学 脳神経外科）

共催：テルモ株式会社

第4会場（1号館2F 展示室B北）

LS8 エキスパートから学ぶ硬膜動静脈瘻の診断と治療
～海綿静脈洞部と横・S状静脈洞部について～ 12:00 - 13:00
座長：桑山 直也（富山大学 脳神経外科）

診断のポイント
演者：キッティポン スィーワッタナクン（東海大学 脳神経外科）

治療のポイント
演者：鶴田和太郎（虎の門病院 脳神経血管内治療科）

共催：日本ストライカー株式会社

第6会場（2号館3F 3A会議室）

LS9 Penumbra UpDate 12:00 - 13:00
座長：伊藤 靖（新潟大学脳研究所 脳神経外科）

SMARTコイル～新たな可能性～
演者：藤中 俊之（大阪医療センター 脳神経外科）

Advancements in Stroke: The Latest in Aspiration Thrombectomy
演者：Donald F Frei（Swedish Medical Center）

共催：株式会社メディコスヒラタ

第7会場（2号館2F 2A会議室）

LS10 脳血管内治療における血流コントロールのコツ 12:00 - 13:00
座長：宮地 茂（大阪医科大学 脳神経外科）

各種脳血管内治療における血流コントロール
演者：大島 共貴（刈谷豊田総合病院 脳神経外科）

急性期血栓回収療法におけるBalloon Guiding の使い方
演者：植田 敏浩（聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター）

共催：株式会社東海メディカルプロダクツ

●ランチョンセミナー 11月26日（土）

第1会場（2号館1F コンベンションホール北）

LS11 ReVive®SEを用いた治療成績と実践的工夫 12:00 - 13:00
座長：小林 繁樹（千葉県救急医療センター 病院長）

演者：竹内 昌孝（西湘病院 脳神経外科）
演者：大島 共貴（刈谷豊田総合病院 脳神経外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

第2会場（1号館2F 展示室A北）

LS12 脳動脈瘤コイル塞栓術におけるPRIMEへの期待 12:00 - 13:00
座長：廣畑 優（久留米大学 医学部 脳神経外科）

演者：佐藤 徹（国立循環器病研究センター 脳神経外科）
演者：藤中 俊之（大阪医療センター 脳神経外科）

共催：日本メドトロニック株式会社

第4会場（1号館2F 展示室B北）

LS13 脳梗塞 急性期からの抗凝固療法：
SAMURAI-NVAF研究の成績をまじえて 12:00 - 13:00
座長：滝 和郎（康生会武田病院 脳卒中センター長）

演者：豊田 一則（国立循環器病研究センター 脳血管部門長）

共催：第一三共株式会社

第6会場（2号館3F 3A会議室）

LS14 CFDが開く血流解析の新時代 12:00 - 13:00
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）

脳血管内治療の進化を促す最先端の医用画像処理
演者：松本 康史（広南病院 血管内脳神経外科）

CFDの過去・現在・未来 －CFDをはじめるために
演者：河野 健一（昭和大学藤が丘病院 脳神経外科）

共催：アミン株式会社/ザイオソフト株式会社
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各種脳血管内治療における血流コントロール
演者：大島 共貴（刈谷豊田総合病院 脳神経外科）

急性期血栓回収療法におけるBalloon Guiding の使い方
演者：植田 敏浩（聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター）

共催：株式会社東海メディカルプロダクツ

●ランチョンセミナー 11月26日（土）

第1会場（2号館1F コンベンションホール北）

LS11 ReVive®SEを用いた治療成績と実践的工夫 12:00 - 13:00
座長：小林 繁樹（千葉県救急医療センター 病院長）

演者：竹内 昌孝（西湘病院 脳神経外科）
演者：大島 共貴（刈谷豊田総合病院 脳神経外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

第2会場（1号館2F 展示室A北）

LS12 脳動脈瘤コイル塞栓術におけるPRIMEへの期待 12:00 - 13:00
座長：廣畑 優（久留米大学 医学部 脳神経外科）

演者：佐藤 徹（国立循環器病研究センター 脳神経外科）
演者：藤中 俊之（大阪医療センター 脳神経外科）

共催：日本メドトロニック株式会社

第4会場（1号館2F 展示室B北）

LS13 脳梗塞 急性期からの抗凝固療法：
SAMURAI-NVAF研究の成績をまじえて 12:00 - 13:00
座長：滝 和郎（康生会武田病院 脳卒中センター長）

演者：豊田 一則（国立循環器病研究センター 脳血管部門長）

共催：第一三共株式会社

第6会場（2号館3F 3A会議室）

LS14 CFDが開く血流解析の新時代 12:00 - 13:00
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）

脳血管内治療の進化を促す最先端の医用画像処理
演者：松本 康史（広南病院 血管内脳神経外科）

CFDの過去・現在・未来 －CFDをはじめるために
演者：河野 健一（昭和大学藤が丘病院 脳神経外科）

共催：アミン株式会社/ザイオソフト株式会社
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第7会場（2号館2F 2A会議室）

LS15 心原性脳塞栓症の再発予防
－Optimal Antithrombotic Therapy とは?－ 12:00 - 13:00
座長：佐藤 浩一（徳島赤十字病院 脳神経外科 第一脳神経外科 部長）

演者：山上 宏（国立循環器病研究センター 脳卒中集中治療科 医長）

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

●アフタヌーンセミナー 11月24日（木）

第2会場（1号館2F 展示室A北）

AS1 急性期脳梗塞の画像診断 update 15:05 - 16:05
座長：小宮山雅樹（大阪市立総合医療センター 脳神経センター長）

演者：佐々木真理（岩手医科大学 医歯薬総合研究所 所長）

共催：田辺三菱製薬株式会社

第3会場（1号館2F 展示室A南）

AS2 LVIS/LVIS Jr. の秘訣 ―脳血管内治療のCutting Edge へ―
15:05 - 16:05

座長：廣畑 優（久留米大学 脳神経外科）

LVIS Jr. の Learning Curve から得られた使用のコツ
演者：藤中 俊之（大阪医療センター 脳神経外科）

The Safety and Efficacy of Low Profile Visualized Intraluminal Support
（LVIS） Stents in Assisting Coil Embolization of Intracranial Saccular
Aneurysms: A Single Center Experience

演者：Pengfei Yang（Shanghai hospital, Second Military University）

共催：テルモ株式会社

第4会場（1号館2F 展示室B北）

AS3 頚動脈狭窄症の治療に脳血流SPECTを活かす 15:05 - 16:05
座長：黒田 敏（富山大学大学院 医薬薬学研究部 脳神経外科学講座 教授）

CAS後過灌流症候群に対する周術期診療の実態と予測因子
～STOP CHS研究の結果から～

演者：早川 幹人（国立循環器病研究センター 脳血管内科 医長）

頚部頚動脈血行再建術における脳循環測定の意義：過灌流および虚血合併症の予知
演者：小笠原邦昭（岩手医科大学 医学部 脳神経外科学講座 教授）

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

第5会場（1号館2F 展示室B南）

AS4 Multi-Device 時代におけるCASの治療戦略
～デバイス選択とその臨床的有用性～ 15:05 - 16:05
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）

MOMAウルトラを用いた simple CAS
-proximal protection 法の基本に立ち返る-

演者：榎本由貴子（岐阜大学 医学部 脳神経外科）

頸動脈ステント留置術におけるステント選択時のポイント
演者：宮地 茂（大阪医科大学 脳神経外科）

共催：日本メドトロニック株式会社

第6会場（2号館3F 3A会議室）

AS5 脳血管疾患の治療戦略～脳血管内治療と脂質低下療法～
15:05 - 16:05

座長：中原 一郎（藤田保健衛生大学 医学部 脳卒中科 教授）

演者：杉生 憲志（岡山大学病院 脳神経外科 准教授）

共催：サノフィ株式会社

第7会場（2号館2F 2A会議室）

AS6 地域に頼られる病院であるために 15:05 - 16:05
座長：阿部 博史（医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 脳神経外科）

演者：竹内 昌孝（医療法人財団報徳会西湘病院 脳神経外科）

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

●アフタヌーンセミナー 11月25日（金）

第2会場（1号館2F 展示室A北）

AS7 Time after time ～もっと成長するために～
ワンランク上の乗り越えるべきテクニック，そしてStrategy
（Thinking Time 付） 15:30 - 16:30
座長：松本 康史（一般財団法人広南会広南病院 血管内脳神経外科 部長）
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頚部頚動脈血行再建術における脳循環測定の意義：過灌流および虚血合併症の予知
演者：小笠原邦昭（岩手医科大学 医学部 脳神経外科学講座 教授）

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

第5会場（1号館2F 展示室B南）

AS4 Multi-Device 時代におけるCASの治療戦略
～デバイス選択とその臨床的有用性～ 15:05 - 16:05
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）

MOMAウルトラを用いた simple CAS
-proximal protection 法の基本に立ち返る-

演者：榎本由貴子（岐阜大学 医学部 脳神経外科）

頸動脈ステント留置術におけるステント選択時のポイント
演者：宮地 茂（大阪医科大学 脳神経外科）

共催：日本メドトロニック株式会社

第6会場（2号館3F 3A会議室）

AS5 脳血管疾患の治療戦略～脳血管内治療と脂質低下療法～
15:05 - 16:05

座長：中原 一郎（藤田保健衛生大学 医学部 脳卒中科 教授）

演者：杉生 憲志（岡山大学病院 脳神経外科 准教授）

共催：サノフィ株式会社

第7会場（2号館2F 2A会議室）

AS6 地域に頼られる病院であるために 15:05 - 16:05
座長：阿部 博史（医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 脳神経外科）

演者：竹内 昌孝（医療法人財団報徳会西湘病院 脳神経外科）

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

●アフタヌーンセミナー 11月25日（金）

第2会場（1号館2F 展示室A北）

AS7 Time after time ～もっと成長するために～
ワンランク上の乗り越えるべきテクニック，そしてStrategy
（Thinking Time 付） 15:30 - 16:30
座長：松本 康史（一般財団法人広南会広南病院 血管内脳神経外科 部長）
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脳動脈瘤編 ―Step by step ʠ今日の塞栓術ʡとʠ明日への研鑽ʡ―
演者：近藤 竜史（北里大学 医学部 脳神経外科）

AVM編 －One by One ʠどこʡをʠいつʡʠどうʡつめるか？－
演者：キッティポン・スィーワッタナクン（東海大学医学部付属病院 脳神経外科）

共催：キュアグレーズ株式会社／
GEヘルスケア・ジャパン株式会社

第3会場（1号館2F 展示室A南）

AS8 脳動脈瘤の最新治療方法と画像支援の役割 15:30 - 16:30
座長：宮地 茂（大阪医科大学 脳神経外科・脳血管内治療科 准教授）

演者：大石 英則（順天堂大学 医学部 脳神経外科・脳神経血管内治療学講座 教授）

共催：シーメンスヘルスケア株式会社

第4会場（1号館2F 展示室B北）

AS9 Neuro Intervention ＝ Device を極める＝Guide-Wire
Selection 使い慣れから使い分けへ・・・ 15:30 - 16:30
座長：寺田 友昭（昭和大学藤が丘病院 脳神経外科）

演者：瓢子 敏夫（朝日インテック株式会社）
演者：木村 尚人（岩手県立中央病院 脳神経外科）
演者：鶴田和太郎（虎の門病院 脳神経血管内治療科）
演者：白川 学（兵庫医科大学 脳神経外科）

共催：朝日インテック株式会社

第5会場（1号館2F 展示室B南）

AS10 抗凝固療法中の出血リスク －予防と対策－ 15:30 - 16:30
座長：根本 繋（東京医科歯科大学 血管内治療科 教授）

演者：山上 宏（国立循環器病研究センター 脳卒中集中治療科 医長）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

第6会場（2号館3F 3A会議室）

AS11 これだけは押さえたい，脳動脈瘤治療戦略2017 15:30 - 16:30
座長：中原 一郎（藤田保健衛生大学 脳卒中科）

演者：村山 雄一（東京慈恵会医科大学 脳神経外科）

共催：株式会社カネカメディックス

第7会場（2号館2F 2A会議室）

AS12 喜怒哀楽「時短の為のチーム作り」 15:30 - 16:30
座長：桑山 直也（富山大学 脳神経外科学）

演者：柴田 益成（伊勢赤十字病院 脳血管内治療科）
演者：桧山 永得（合志病院 脳神経外科）
演者：井上 雅人（国立国際医療研究センター病院 脳神経外科）
演者：佐藤 琢紀（国立国際医療研究センター病院 救命救急センター）
演者：井上なおみ（伊勢赤十字病院）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

●イブニングセミナー 11月24日（木）

第1会場（2号館1F コンベンションホール北）

ES1 会心の一撃 17:35 - 19:05
座長：郭 泰彦（朝日大学歯学部附属村上記念病院 脳神経外科）

黒田 敏（富山大学 脳神経外科）
松本 康史（広南病院 血管内脳神経外科）

コメンテーター：Moon Hee Han（Seoul National University College of Medicine）
寺田 友昭（昭和大学藤が丘病院 脳神経外科）

onyx TAEで根治したテント部硬膜動静脈瘻の会心の一撃
演者：飯星 智史（札幌医科大学 医学部 脳神経外科学講座）

コイルにNBCAを併用した内頚動脈の母血管閉塞術の有用性
演者：泉 孝嗣（名古屋大学 脳神経外科）

スーパーコンプライアントバルーン ʡスーパー政宗ʡを瘤内で拡張することにより治
療した未破裂中大脳動脈瘤の3例

演者：倉前 卓実（栃木医療センター）
Sinus plasty により認知障害が改善した硬膜動静脈瘻（Cognard type I）の 1例:
皮質静脈逆流を伴わない症例に対する治療適応

演者：坂田 洋之（東北大学大学院 神経外科学分野）

瘤内塞栓を行わずに血管内治療で根治し得た椎骨動脈部分血栓化巨大動脈瘤の1例
演者：佐藤 徹（国立循環器病研究センター 脳神経外科）

治療困難な多発性中大脳動脈瘤に対する脳血管内治療の1例
演者：渋谷 肇（白鬚橋病院）

Stanford A 型急性大動脈解離に伴う左総頚動脈閉塞に対して緊急血行再建術を施行
し良好な転帰を得た1例

演者：徳永 聡（神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科）

広頚脳動脈瘤治療におけるʠcoil-assisted techniqueʡ
～コイルを支えにしたネックブリッジ法～

演者：中村 元（大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学）

経静脈的塞栓術にて治療した孤発性上錐体静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例
演者：廣常 信之（広島市立広島市民病院 脳神経外科）
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第7会場（2号館2F 2A会議室）

AS12 喜怒哀楽「時短の為のチーム作り」 15:30 - 16:30
座長：桑山 直也（富山大学 脳神経外科学）

演者：柴田 益成（伊勢赤十字病院 脳血管内治療科）
演者：桧山 永得（合志病院 脳神経外科）
演者：井上 雅人（国立国際医療研究センター病院 脳神経外科）
演者：佐藤 琢紀（国立国際医療研究センター病院 救命救急センター）
演者：井上なおみ（伊勢赤十字病院）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

●イブニングセミナー 11月24日（木）

第1会場（2号館1F コンベンションホール北）

ES1 会心の一撃 17:35 - 19:05
座長：郭 泰彦（朝日大学歯学部附属村上記念病院 脳神経外科）

黒田 敏（富山大学 脳神経外科）
松本 康史（広南病院 血管内脳神経外科）

コメンテーター：Moon Hee Han（Seoul National University College of Medicine）
寺田 友昭（昭和大学藤が丘病院 脳神経外科）

onyx TAEで根治したテント部硬膜動静脈瘻の会心の一撃
演者：飯星 智史（札幌医科大学 医学部 脳神経外科学講座）

コイルにNBCAを併用した内頚動脈の母血管閉塞術の有用性
演者：泉 孝嗣（名古屋大学 脳神経外科）

スーパーコンプライアントバルーン ʡスーパー政宗ʡを瘤内で拡張することにより治
療した未破裂中大脳動脈瘤の3例

演者：倉前 卓実（栃木医療センター）
Sinus plasty により認知障害が改善した硬膜動静脈瘻（Cognard type I）の 1例:
皮質静脈逆流を伴わない症例に対する治療適応

演者：坂田 洋之（東北大学大学院 神経外科学分野）

瘤内塞栓を行わずに血管内治療で根治し得た椎骨動脈部分血栓化巨大動脈瘤の1例
演者：佐藤 徹（国立循環器病研究センター 脳神経外科）

治療困難な多発性中大脳動脈瘤に対する脳血管内治療の1例
演者：渋谷 肇（白鬚橋病院）

Stanford A 型急性大動脈解離に伴う左総頚動脈閉塞に対して緊急血行再建術を施行
し良好な転帰を得た1例

演者：徳永 聡（神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科）

広頚脳動脈瘤治療におけるʠcoil-assisted techniqueʡ
～コイルを支えにしたネックブリッジ法～

演者：中村 元（大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学）

経静脈的塞栓術にて治療した孤発性上錐体静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例
演者：廣常 信之（広島市立広島市民病院 脳神経外科）
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Personal experience
演者：Moon Hee Han（Seoul National University College of Medicine）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

●イブニングセミナー 11月25日（金）

第1会場（2号館1F コンベンションホール北）

ES2 トラブルシューティング 18:00 - 19:30
座長：岩間 亨（岐阜大学 脳神経外科）

江面 正幸（国立病院機構仙台医療センター 脳神経外科）
菱川 朋人（岡山大学 脳神経外科）

コメンテーター：間瀬 光人（名古屋市立大学 脳神経外科）

血管内治療手技におけるトラブルシューティングの基本
演者：江頭 裕介（岐阜大学 医学部 脳神経外科）

脳動脈瘤コイル塞栓術における術中破裂の検討
演者：青木 建（東京慈恵会医科大学 脳神経外科 脳血管内治療部）

術中トラブルを如何に回避し克服するか：次の一手の重要性
演者：嶋村 則人（弘前大学大学院 医学研究科 脳神経外科）

金属アレルギーを有する未破裂脳動脈瘤患者に対する治療方針
演者：武部 軌良（神戸市立医療センター中央市民病院）

当施設におけるGooseNeck® Snare 使用例の検討
演者：芳村 雅隆（土浦協同病院 脳神経外科）

Personal experiences of trouble shooting such as removal of stent
演 者：René Chapot（Department of Intracranial Endovascular Therapy, Alfried Krupp

Krankenhaus Hospital）

共催：日本ストライカー株式会社

●Meet the expert 11月 24日（木）

第8会場（2号館2F 2B会議室）

ME2 女性医師スキルアップセミナー
「チームワークのNext Stage -女性医師の活躍から考える-」

13:10 - 14:10
座長：榎本由貴子（岐阜大学 脳神経外科）

カテ室におけるチーム医療
演者：八子 理恵（和歌山県立医科大学 脳神経外科）

血管内手術の research と clinical work
演者：定藤 章代（藤田保健衛生大学 脳神経外科）

二人の脳外科医をStaff に持つチーム長として
演者：森本 将史（横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科）

共催：テルモ株式会社

ME3 国際的視点で捉えるAcute Stroke 14:15 - 14:55
座長：木村 和美（日本医科大学大学院 医学研究科 神経内科学分野 大学院教授）

脳卒中急性期臨床研究の国際連携
演者：豊田 一則（国立循環器病研究センター 脳血管部門 部門長）

Imgaings for acute stroke intervention
演者：Mayank Goyal（Professor of Radiology and Clinical Neurosciences, University of

Calgary）

共催：シーメンスヘルスケア株式会社

ME4 脳梗塞予防における抗凝固療法 －拡がるDOACの可能性－
15:00 - 16:00

演者：山上 宏（国立循環器病研究センター 脳卒中集中治療科 医長）

共催：バイエル薬品株式会社

第9会場（2号館3F 3B会議室）

ME1 Guiding を極める Tips & Tricks 10:50 - 11:50
座長：東 登志夫（福岡大学 脳神経外科）

演者：キッティポン スィーワッタナクン（東海大学 脳神経外科）
演者：森本 将史（横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科）

共催：朝日インテック株式会社

●Meet the expert 11月 25日（金）

第8会場（2号館2F 2B会議室）

ME5 Trevo®XPProVue Retriever を極める 13:10 - 14:10
座長：森本 将史（横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科）

Trevo XPシリーズを極める
演者：今堀太一郎（公立豊岡病院 脳神経外科）

Trevo XP 6mmを極める
演者：竹内 昌孝（西湘病院 脳神経外科）

共催：日本ストライカー株式会社

ME7 Codman Enterprise®VRDマスターへの道 14:20 - 15:20
演者：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：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ME9 CASに対する IVUSの有用性 15:30 - 16:30
座長：高山 勝年（医真会八尾総合病院 放射線科・脳血管内治療科 部長）
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ME3 国際的視点で捉えるAcute Stroke 14:15 - 14:55
座長：木村 和美（日本医科大学大学院 医学研究科 神経内科学分野 大学院教授）

脳卒中急性期臨床研究の国際連携
演者：豊田 一則（国立循環器病研究センター 脳血管部門 部門長）

Imgaings for acute stroke intervention
演者：Mayank Goyal（Professor of Radiology and Clinical Neurosciences, University of

Calgary）

共催：シーメンスヘルスケア株式会社

ME4 脳梗塞予防における抗凝固療法 －拡がるDOACの可能性－
15:00 - 16:00

演者：山上 宏（国立循環器病研究センター 脳卒中集中治療科 医長）

共催：バイエル薬品株式会社

第9会場（2号館3F 3B会議室）

ME1 Guiding を極める Tips & Tricks 10:50 - 11:50
座長：東 登志夫（福岡大学 脳神経外科）

演者：キッティポン スィーワッタナクン（東海大学 脳神経外科）
演者：森本 将史（横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科）

共催：朝日インテック株式会社

●Meet the expert 11月 25日（金）

第8会場（2号館2F 2B会議室）

ME5 Trevo®XPProVue Retriever を極める 13:10 - 14:10
座長：森本 将史（横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科）

Trevo XPシリーズを極める
演者：今堀太一郎（公立豊岡病院 脳神経外科）

Trevo XP 6mmを極める
演者：竹内 昌孝（西湘病院 脳神経外科）

共催：日本ストライカー株式会社

ME7 Codman Enterprise®VRDマスターへの道 14:20 - 15:20
演者：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：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ME9 CASに対する IVUSの有用性 15:30 - 16:30
座長：高山 勝年（医真会八尾総合病院 放射線科・脳血管内治療科 部長）
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Plaque Protrusion Detected by Intravascular Ultrasound during Carotid
Artery Stenting

演者：篠崎 法彦（東海大学 循環器内科）

血管内からプラークをみる． ～CASにおける IVUS，OCT，OFDI の有用性～
演者：山田 清文（兵庫医科大学 脳神経外科）

共催：ボルケーノ・ジャパン株式会社

第9会場（2号館3F 3B会議室）

ME6 雄一の部屋 脳血管内治療エキスパートへの道 13:10 - 14:10
『雄一の部屋 脳血管内治療エキスパートへの道』
～専門医および指導医を目指す術者育成プログラム～

演者：村山 雄一（東京慈恵会医科大学 脳神経外科）

共催：日本ストライカー株式会社

ME8 ―フィリップス最新イメージング血流解析ツール―
AneurysmFlowの臨床症例検討 14:20 - 15:20
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）

Flow Diverter 治療とAneurysmFlow －血栓化の予想は可能か？
演者：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）

ʠAneurysmFlowʡを応用した血流観測
演者：佐藤 允之（独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 脳神経外科）

共催：株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

●Meet the expert 11月 26日（土）

第8会場（2号館2F 2B会議室）

ME10 急性期脳梗塞での時間短縮への挑戦
～治療成績向上のための院内体制強化とテクニカルTips～

08:35 - 09:35
演者：森本 将史（横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科）

共催：日本メドトロニック株式会社

第9会場（2号館3F 3B会議室）

ME11 AVM術前塞栓術～Onyx 有効活用までの道のり！～
08:35 - 09:35

座長：伊藤 靖（新潟大学脳研究所 脳神経外科）

演者：木本 敦史（富永病院 脳神経外科）

共催：日本メドトロニック株式会社

ME12 コイルMaster への道 SMARTを使いこなせ！
―Don't think. FEEL!!― 09:45 - 10:45
演者：松本 康史（広南病院 血管内脳神経外科）

共催：株式会社メディコスヒラタ

ME13 明日から使える！ 脳動脈瘤塞栓術の超実践的手法
10:50 - 11:50

演者：増尾 修（和歌山県立医科大学 脳神経外科）
演者：岐浦 禎展（県立広島病院 脳神経外科・脳血管内治療科）

共催：株式会社カネカメディックス

ME14 データで振り返るHydroGelCoil -到達点と今後-
13:10 - 14:10

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）

未破裂脳動脈瘤に対するHydroGel embolic systemの有用性
演者：佐藤 允之（独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 脳神経外科）

脳動脈瘤塞栓術におけるHydroCoil の役割
演者：菱川 朋人（岡山大学大学院 脳神経外科）

データが示すHydroGelCoil の効果的な使い方
演者：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：テルモ株式会社

●共催シンポジウム 11月24日（木）

第3会場（1号館2F 展示室A南）

リハビリシンポジウム 13:10 - 13:50
座長：木内 博之（山梨大学大学院 医学工学総合研究部 脳神経外科学講座）

ロボットを使った脳卒中リハビリテーションの進歩
演者：道免 和久（兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室）

超急性期からの脳卒中リハビリテーションによる人間回復
演者：酒向 正春（医療法人社団健育会竹川病院）

共催：トヨタ自動車株式会社
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ME12 コイルMaster への道 SMARTを使いこなせ！
―Don't think. FEEL!!― 09:45 - 10:45
演者：松本 康史（広南病院 血管内脳神経外科）

共催：株式会社メディコスヒラタ

ME13 明日から使える！ 脳動脈瘤塞栓術の超実践的手法
10:50 - 11:50

演者：増尾 修（和歌山県立医科大学 脳神経外科）
演者：岐浦 禎展（県立広島病院 脳神経外科・脳血管内治療科）

共催：株式会社カネカメディックス

ME14 データで振り返るHydroGelCoil -到達点と今後-
13:10 - 14:10

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）

未破裂脳動脈瘤に対するHydroGel embolic systemの有用性
演者：佐藤 允之（独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 脳神経外科）

脳動脈瘤塞栓術におけるHydroCoil の役割
演者：菱川 朋人（岡山大学大学院 脳神経外科）

データが示すHydroGelCoil の効果的な使い方
演者：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：テルモ株式会社

●共催シンポジウム 11月24日（木）

第3会場（1号館2F 展示室A南）

リハビリシンポジウム 13:10 - 13:50
座長：木内 博之（山梨大学大学院 医学工学総合研究部 脳神経外科学講座）

ロボットを使った脳卒中リハビリテーションの進歩
演者：道免 和久（兵庫医科大学 リハビリテーション医学教室）

超急性期からの脳卒中リハビリテーションによる人間回復
演者：酒向 正春（医療法人社団健育会竹川病院）

共催：トヨタ自動車株式会社
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ジョイントセッション プログラム

●ジョイントセッション 11月26日（土）

第2会場（1号館2F 展示室A北）

JS1 脳神経血管内治療学会，機械学会バイオエンジニアリング部問共同
研究会「脳神経血管内治療に関する医工学連携研究会」，国際頭蓋内
ステント学会 共同シンポジウム 08:35 - 09:25
座長：太田 信（東北大学流体科学研究所）

高嶋 一登（九州工業大学 生命工学研究科生体機能応用工学）

医工学連携によるアカデミア発の脳神経血管内治療機器の開発から医師主導治験開始
まで

演者：中山 泰秀（国立循環器病研究センター研究所 医工学材料研究室）

脳動脈瘤の生化学的イベントと数値流体解析の応用に関するCutting-Edge
演者：安西 眸（東北大学 学際科学研究所）

脳血管内治療機器の性能評価と次世代医療機器評価指標作成事業「血流解析シミュ
レーションソフトウェア」について

演者：岡本 吉弘（国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部）

JS2 日本脳神経血管内治療学会タウンホールミーティング「臨床試験と
治験の規則と運用，信頼性確保の視点から」 09:30 - 10:20
座長：大石 英則（順天堂大学 脳神経外科）

坂井 信幸（神戸市立医療センター中央市民病院）

臨床医の立場から
演者：松丸 祐司（筑波大学 脳神経外科 脳卒中予防・治療学講座）

国民利益からみた臨床試験の科学性と信頼性
演者：永井 洋士（神戸大学医学部附属病院 臨床研究推進センター）

治験の規則と運用，信頼性確保の視点から― 審査の立場から
演者：坂井 千秋（医薬品医療機器総合機構 再生医療製品等審査部）

JS3 脳神経血管内治療学会，ものづくりコモンズジョイントシンポジウ
ム，国際頭蓋内ステント学会後援「脳血管内治療領域における医工連
携」 10:25 - 11:50
座長：立嶋 智（Division of Interventional Neuroradiology, Department of Radiological

Sciences, David Geffen School of Medicine at UCLA & Ronald Reagan
UCLA Medical Center.）

谷下 一夫（早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構）
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カリフォルニアのベンチャー企業から学ぶ医療機器開発
演者：立嶋 智（Division of Interventional Neuroradiology, Department of Radiological

Sciences, David Geffen School of Medicine at UCLA & Ronald Reagan
UCLA Medical Center）

医工連携のマッチングを達成する要因の考察：ものづくりコモンズのアプローチ
演者：谷下 一夫（早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構）

脳血管内治療デバイスと治療の有効性を予測する血管モデルの開発
演者：太田 信（東北大学 流体科学研究所）

ラジフォーカスガイドワイヤーの開発
演者：石原 和人（テルモ株式会社）

学問を超えていざ実践：医療機器ベンチャーを起業してみた
演者：佐藤 隆幸（高知大学医学部）

特別プログラム

● 11月24日（木）

第8会場（2号館2F 2B会議室）

NT Neuroendovascular therapy in the world 10:50 - 11:50
座長：加藤 庸子（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 脳神経外科）

桑山 直也（富山大学 医学部 脳神経外科学）

Establishing hybrid neurosurgical department in Macedonia
演者：Aleksandar Caparoski（University Department of Neurosurgery, Skopje, Macedonia）

NEUROENDOVASCULAR THERAPY IN INDONESIA The Challenges and
Achievement

演者：Harsan（Neuroscience Center, Siloam Hospitals / Pelita Harapan University Medical
School, Tangerang - Indonesia）

Outcomes of endovascular coiling in anterior circulation aneurysm in acute-
phase period: A retrospective analysis

演者：Mohammed Azman Bin Mohammad Raffiq
（Department of Neurosurgery, Hospital Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Malaysia）

カンボジアの医療の現状と脳血管内治療部門の立ち上げについて
演者：林 祥史（サンライズジャパン病院プノンペン）
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