• • • 学会日程表 • • •
2022 年 2 月 4 日（金） 第 1 日目
A 会場

B 会場

（B1 階「プリンスルーム」）

（B1 階「クラウンルーム」
）

8:00

8:40-8:45

9:00

10:00

開会挨拶

8:45-10:00 特別シンポジウム 1
パンデミック下の脳神経外科救急 1
演者：本多
満、小畑 仁司、畝本
三宅 康史、和田孝次郎
座長：松前 光紀、本多
満

8:20-8:40

歌手

草薙さゆり様

動画配信

9:00-10:00 一般演題 1
外傷・脊椎脊髄 症例報告
座長：田辺 英紀、伊藤 勝博

恭子、

10:05-11:05 教育講演
「新型コロナウイルス感染症との対峙
～新しい治療法・ワクチンを中心に～」
演者：舘田 一博
座長：淺井 昭雄

11:00

12:00

13:00

12:20-13:20 ランチョンセミナー 1
「脳卒中救急治療と抗血栓療法」
演者：増尾
修
座長：近藤 康介
共催：第一三共株式会社

13:30-13:55

14:00

15:00

16:00

領

12:20-13:20 ランチョンセミナー 2
「頭痛診療のパラダイムシフト～抗 CGRP 抗体製剤の登場～」
演者：喜多村孝幸
座長：田宮
隆
共催：大塚製薬株式会社

領

総会

14:00-15:00 特別講演 1
「脳神経外科救急における 3D プリンターの活用
－くも膜下出血の治療を例に－」
演者：益子 敏弘
座長：鰐渕 昌彦
15:05-16:05 アフタヌーンシンポジウム
Neuro-Oncologic Emergency
演者：塩川 芳昭、中尾 直之、黒﨑 雅道、
川端 信司、渕之上 裕
座長：黒岩 敏彦、吉野 篤緒
共催：サンエー精工株式会社
16:10-16:50 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？
演者：水谷 敦史、本多ゆみえ、荒木
尚、岩瀬
座長：名取 良弘、木内 博之

17:00

11:10-12:10 一般演題 2
外傷・脊椎脊髄
座長：稲桝 丈司、津村
龍

11:10-12:10 幹事会企画シンポジウム 1
脳神経外科救急領域の技術・知識の継承の工夫
演者：神山 信也、堀内 哲吉、出雲
剛、
秋山 恭彦、藤原
岳、大谷 直樹
座長：吉村 紳一、栗田 浩樹

正顕

16:10-17:00 一般演題 3
外傷・災害・その他
座長：戸村
哲、柳川 洋一

16:55-17:35 幹事会企画シンポジウム 3
高齢者頭部外傷：talk & deteriorate に対する取り組み
演者：井川 房夫、藤田 浩二、末廣 栄一、前田
剛
座長：守谷
俊、池田 尚人

17:05-17:55 一般演題 4
脳血管内治療
座長：平山 晃康、竹田理々子

18:00

領 ：脳神経外科領域講習単位取得対象セッション

－ 242 － （ 20 ）

2022 年 2 月 5 日（土） 第 2 日目
A 会場

B 会場

（B1 階「プリンスルーム」）

（B1 階「クラウンルーム」
）

8:00

8:40-9:00
9:00

10:00

歌手

草薙さゆり様

9:00-10:00 特別シンポジウム 2
ベテラン脳神経外科医の心に残る救急症例：
若手医師に伝えたいこと。
演者：黒田
敏、長谷川光広、横堀 將司、
山本 拓史、近藤 康介
座長：宮地
茂、加藤 庸子

9:00-10:00 一般演題 5
ナースセッション
座長：浅香えみ子、橋本真由美

10:05-10:55

10:05-11:05 一般演題 6
血栓回収療法
座長：山田実貴人、八ツ繁 寛

幹事会企画シンポジウム 4

働き方改革 脳神経外科救急領域の働き方改革は出来るのか？
病院の取り組み，地域の取り組み
演者：奥寺
敬、黒田 泰弘、加藤 宏一、
栄山 雄紀、近藤 智正
座長：奥寺
敬、大西 宏之

11:00

動画配信

11:05-12:05 特別講演 2
「蘇生時の脳保護」
演者：武田 吉正
座長：根本 匡章

12:00

13:00

14:00

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 3
「神経救急領域におけるぺランパネルの可能性
「急性期脳梗塞をやっつけろ」
演者：新美
淳「急性期脳梗塞をやっつけろ LVO との戦い方」 ～抗けいれんと神経炎症に対する期待～」
山﨑 英一「急性期脳梗塞をやっつけろ MeVO との戦い方」 演者：土肥 謙二
座長：荒川 秀樹
座長：本多
満
領
共催：日本メドトロニック株式会社
共催：エーザイ株式会社
13:25-14:05 幹事会企画シンポジウム 5
脳神経外科救急における M&M
演者：安心院康彦、高橋
恵、小野
元、稲次
座長：若杉 雅浩、佐久間 潤
14:15-15:15

15:00

16:00

17:00

領

13:25-14:25 一般演題 7
脳血管障害 症例報告 1
座長：小泉 博靖、嶋村 則人

基希

アフタヌーンセミナー

「破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術における『Target Coil』の役割とその歴史」
演者：金子 純也
「重症破裂脳動脈瘤にいかに対応するか ? 救命救急センターで働く脳外科医の役割～」
演者：竹内 昌孝
「脳内出血を伴うコイル塞栓術」
座長：小田 真理
共催：日本ストライカー株式会社

15:20-16:10 幹事会企画専攻医セッション
症例発表から論文投稿へ
演者：山崎 大介、阿部大志郎、石丸
陸、望月
岡野琳太郎、髙木 普賢
座長：森 健太郎、厚見 秀樹
16:25-17:25 シンポジウム 1
パンデミック下の脳神経外科救急 2
演者：今井 啓之、鈴木 海馬、山田 哲久、
荒井 雪花、中山 晴雄、堀 恵美子
座長：長島 悟郎、宮田 昭宏
17:25-

賢紀、

15:20-16:20 一般演題 8
脳血管障害 症例報告 2
座長：河北 賢哉、豊田
泉

16:25-17:25 一般演題 9
脳血管障害
座長：卯津羅雅彦、中村 俊介

閉会挨拶

18:00

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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