プログラム
◆令和 3 年 1 月 15 日（金）
11：50 - 12：00

ご挨拶

国立循環器病研究センター病院⾧ 飯原弘二

【第 21 回 脳血管外科ビデオカンファレンス】

共催：日本血液製剤機構（JB）

ランチョンセミナー
12：00 - 13：00
座⾧：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）

「AVM 直達術の基本技術：特に nidus の剥離法について」
演者：栗田 浩樹 （埼玉医科大学国際医療センター脳卒中外科）

ビデオカンファレンス
13：10 - 17：20

標準的手術の基本手技と考え方を手術ビデオで学ぼう
ディスカッサント

司会

大里 俊明

（中村記念病院脳神経外科）

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）

片岡 大治

（国立循環器病研究センター脳神経外科）

太田 剛史

（国立循環器病研究センター脳神経外科）

「前交通動脈瘤クリッピング術」
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）
大里 俊明（中村記念病院脳神経外科）
片岡 大治（国立循環器病研究センター脳神経外科）

「CEA の基本手技」
片岡 大治（国立循環器病研究センター脳神経外科）

【第 32 回脳血管外科治療セミナー】
【イブニングセミナー 】

共催：日本メジフィジックス

領域講習認定（1 単位）

17：30 - 18：30
座⾧：大里 俊明（中村記念病院脳神経外科）

「もやもや病に対する直接バイパス手術：理論と実践」
演者：髙橋 淳（近畿大学脳神経外科）
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◆令和 3 年 1 月 16 日（土）

【第 32 回脳血管外科治療セミナー】
【直達手術-ＩＶＲ合同セッション】
10：00 - 11：45

「How to treat ：直達か血管内か」
ディスカッサント
【直達手術】 大里 俊明 （中村記念病院脳神経外科）
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）
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】増尾 修
山上 宏

（横浜市立市民病院脳血管内治療科）
（国立病院機構大阪医療センター脳卒中内科）

当麻 直樹 （三重大学脳神経外科）
津本 智幸 （昭和大学藤が丘病院脳神経外科）
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）
泉 孝嗣

（名古屋大学脳神経外科）

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）
榎本 由貴子（岐阜大学脳神経外科）
佐藤 徹

（国立循環器病研究センター脳神経外科）

✓ACom aneurysm についての NCVC の治療方針と成績
Presenter: 角 真佐武 先生 (国立循環器病研究センター脳神経外科)
✓Case presentation & discussion (2 例：各 30 分)
Presenter: 太田 剛史 (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：センチュリーメディカル株式会社

11：50 - 12：50
座⾧：佐藤 徹

（国立循環器病研究センター脳神経外科）

「脳動脈瘤に対する IVR の来し方行く末」
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）
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【Session 2】 Dural AVF を学ぶ 2021 update
TSdAVF の治療： TAE , TVE, or in combination?
13:00~13:15 ＃Intensive lecture (1) 15 分
「Borden の分類に基づく TSdAVF の治療: NCVC series の検証」

Lecturer: 佐藤 徹

13:15~13:35 ＃Intensive lecture (2) 20 分
「TSdAVF の局所解剖と読影のポイント (好発部位、関与する動脈など)」
Lecturer: 当麻直樹
13:35~13:55 ＃Intensive lecture (3) 20 分
「TSdAVF: TAE の tips and pitfalls」

Lecturer: 津本智幸

13:55~14:15 ＃Intensive lecture (4) 20 分
「TSdAVF: TVE の tips and pitfalls」

Lecturer: 泉 孝嗣

14:15~15:05 Round table case discussion （各 25 分）
症例提示 1：NCVC
症例提示 2：三重大学

【アフタヌーンセミナー】
15：15

共催：日本ストライカー株式会社

15：45
座⾧：太田剛史（国立循環器病センター脳神経外科）

「急性期血栓回収療法の現状とこれから」
山上

宏（国立病院機構大阪医療センター脳卒中内科）

【Session 3】How I Do It: このような症例に遭遇した時どうする？
15：55

17：25 （各 30 分）

《 HIDI 1 》急性期主幹動脈閉塞：

presenter 太田剛史 ／ debater 増尾 修

《 HIDI 2 》脳動脈瘤（1）
：

presenter 今村博敏 ／ debater 榎本由貴子

《 HIDI 3 》脳動脈瘤（2）
：

presenter 大島共貴 ／ debater 津本智幸

17：25 - 17：30

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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