プログラム
◆令和 4 年 7 月 22 日（金）

【ご挨拶】
11：50 - 12：00

飯原 弘二（国立循環器病研究センター病院⾧）

【第 24 回 脳血管外科ビデオカンファレンス】
12：00 - 13：00

エントランス棟 3F 講堂

ランチョンセミナー

ハイフローバイパスの流儀
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）

「国立循環器病研究センターの流儀」
演者： 濱野 栄佳（国立循環器病研究センター脳神経外科）

「東京女子医科大学八千代医療センターの流儀」
演者： 川島 明次（東京女子医科大学八千代医療センター脳神経外科）

13：10 - 17：20

ビデオカンファレンス

「Acom 動脈瘤クリッピング術」
ディスカッサント

栗田 浩樹 （埼玉医科大学国際医療センター脳卒中外科）
髙橋 淳

（近畿大学脳神経外科）

川島 明次 （東京女子医科大学八千代医療センター脳神経外科）
安部 洋

（福岡大学脳神経外科）

菱川 朋人 （岡山大学脳神経外科）
片岡 大治 （国立循環器病研究センター脳神経外科）

【第 34 回脳血管外科治療セミナー】

エントランス棟 3F 講堂

領域講習認定（1 単位）
17：30 - 18：30

共催：日本メジフィジックス株式会社
座⾧：安部 洋（福岡大学脳神経外科）

「脳血流 SPECT の正しい解釈と臨床応用」
演者：菱川 朋人（岡山大学脳神経外科）

「もやもや病に対する血行再建術の術前・術後評価と周術期管理」
演者：髙橋 淳（近畿大学脳神経外科）
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◆令和 4 年 7 月 23 日（土）

エントランス棟 3F 講堂

09：30 - 09：35 【Opening Remark】

今村 博敏（国立循環器病研究センター脳神経外科）

09：35 - 11：35

【直達手術-ＩＶＲ合同セッション】
モデレーター

Acom 動脈瘤の best treatment

山田 清文 （国立循環器病研究センター脳神経外科）

1）直達手術の要諦（7/22 の Recap）10 分
Presenter: 片岡 大治 (国立循環器病研究センター脳神経外科)
2）NCVC における decision making 15 分
Presenter: 丹羽 章浩 (国立循環器病研究センター脳神経外科)
3）Case presentation & discussion（２例：各 30 分）

ディスカッサント
【直達手術】 栗田 浩樹 （埼玉医科大学国際医療センター脳卒中外科）
髙橋 淳

（近畿大学脳神経外科）

川島 明次 （東京女子医科大学八千代医療センター脳神経外科）
安部 洋

（福岡大学脳神経外科）

菱川 朋人 （岡山大学脳神経外科）
片岡 大治 （国立循環器病研究センター脳神経外科）
【血管内治療】泉 孝嗣

（名古屋大学脳神経外科）

石川 達也 （東京女子医科大学 脳神経外科）
榎本 由貴子（岐阜大学脳神経外科）
神山 信也 （埼玉医科大学医科大学国際医療センター脳血管内治療科）
大島 共貴 （愛知医科大学脳神経外科・脳血管内治療センター）
中村 元

（大阪大学脳神経外科）

今村 博敏 （国立循環器病研究センター脳神経外科）

【ランチョンセミナー】

領域講習認定（1 単位）
共催：日本ストライカー株式会社

11：45 - 12：45
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）

「急性期脳梗塞に対する血管内治療：その課題と今後」
演者：吉村 紳一 （兵庫医科大学脳神経外科）
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【IVR Session 1】 Acom 動脈瘤コイル塞栓術
12：50

15：00

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）
今村 博敏（国立循環器病研究センター脳神経外科）
演者： 泉 孝嗣 （名古屋大学脳神経外科）
榎本由貴子（岐阜大学 脳神経外科）
大島 共貴 （愛知医科大学脳神経外科・脳血管内治療センター）
中村 元 （大阪大学脳神経外科）

【アフタヌーンセミナー】
共催：日本メドトロニック株式会社
15：05

15：35
座⾧：中村 元（大阪大学 脳神経外科）

「Simple is Fast：私たちの AIS 治療戦略」
演者：尾原 信行（神戸市立医療センター中央市民病院脳神経内科）

【IVR Session 2】 How I Do It
15：40

16：55
司会：今村 博敏（国立循環器病研究センター脳神経外科）

《 1 》AIS：

presenter 尾原 信行

／ debater 榎本 由貴子

《 2 》脳動脈瘤：

presenter 池堂 太一

／ debater 石川 達也

《 3 》dAVF：

presenter 泉 孝嗣

／ debater 大島 共貴

（１例 25 分ずつ）

16：55 - 17：00

【Closing Remark】
片岡 大治（国立循環器病研究センター脳神経外科）
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◆令和 4 年 7 月 22 日（金）

【ハンズオンセミナー】
09：00 - 11：30

微小血管吻合ハンズオンセミナー

エントランス棟 3F 第 1 会議室

講師：濱野 栄佳（国立循環器病研究センター院脳神経外科）

09：00 - 11：30

IVR ハンズオンセミナー【Hands on Course】

Instructor：

エントランス棟 3F 第 2 会議室

田川 雅彦（愛媛大学 脳神経外科）
中村 元 （大阪大学 脳神経外科）
石川 達也（東京女子医科大学 脳神経外科）
尾原 信行（神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科）
今村 博敏（国立循環器病研究センター 脳神経外科）
山田 清文（国立循環器病研究センター 脳神経外科）

※ハンズオン受講者は開始 30 分前に集合して下さい
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