• • • 学会日程表 • • •
2019 年 2 月 1 日（金） 第 1 日目
A 会場

B 会場

（12 階「特別会議場」）

C 会場

（12 階「1202」
）

（11 階「1101+1102」
）

08:25-08:30 開会挨拶
08:30-08:50 会長講演「この道を歩み続ける」
演者：岩瀬 正顕 司会：島
克司
9:00

10:00

11:00

09:00-09:55 シンポジウム 1
脳神経外科救急の基本・知と技 update
演者：末廣 栄一、横堀 將司、
前田
剛、厚見 秀樹
座長：松前 光紀、吉野 篤緒

09:00-09:55 シンポジウム 3
脳動脈瘤治療成績向上をめざして
演者：大島 共貴、渋谷
肇、
岩田 亮一、布川 知史
座長：宮地
茂、布川 知史

10:00-10:55 シンポジウム 2
くも膜下出血のトピックス
演者：片岡 大治、井川 房夫、
森 健太郎、栗田 浩樹
座長：田宮
隆、木内 博之

10:00-10:55 シンポジウム 4
脳梗塞治療成績向上をめざして
演者：内田 和孝、鈴木 一郎、
石川茉莉子、橋本 孝朗
座長：吉村 紳一、平山 晃康

09:00-09:50 一般演題 04
脊椎脊髄
座長：下川 宣幸、宮
史卓

09:55-10:35 一般演題 05
腫瘍
座長：長谷川光弘、堤 佐斗志

11:00-11:25 指定演題

「脳神経蘇生に臨む 救急医の立場から」
演者：黒田 泰弘 司会：寳金 清博

11:30-11:55 総会
12:00

13:00

14:00

15:00

12:00-13:00 ランチョンセミナー 1
「救命救急センターにおけるてんかん重積の
診療」
演者：小畑 仁司
座長：黒岩 敏彦
共催：エーザイ株式会社

12:00-13:00 ランチョンセミナー 2
「病院前脳卒中病型判別システム ʼJUST scoreʻ を活用した救急隊との連携」
演者：内田 和孝
「急性期主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法への取り組み」
演者：中川 一郎
座長：布川 知史
共催：日本ストライカー株式会社

13:05-14:05 特別講演 1
「爆傷の特徴と救急救護」
演者：齋藤 大蔵
司会：栗田 浩樹

14:10-15:55 主題シンポジウム
脳神経外科救急の未来
演者：坂井 信幸、鈴木 倫保、
江川 裕人、百田 武司、
奥寺
敬
座長：黒岩 敏彦、鈴木 倫保

13:10-13:55 一般演題 01
PNLS・教育・災害
座長：中村 丈洋、後藤 雄大
14:00-14:55 一般演題 02
脳血管内治療
（急性期血行再建・急性期血栓回収）
座長：渋谷
肇、内田 和孝
15:00-15:55 一般演題 03
脳血管内治療
（急性期血行再建・頚部内頚動脈狭窄病変）
座長：中川 一郎、山根 文孝

16:00-17:00 教育セミナー 2
「傷病者の搬送と受入れの実施基準とその検証
―大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析
システム（ORION）の活用」
演者：松岡 哲也
司会：貴島 晴彦
17:00
17:00-18:00 文化講演
「酒と歴史の薫る町
〜伏見の歴史 日本酒の歴史 月桂冠の歴史〜」
演者：西岡成一郎
司会：若林 俊彦

13:10-13:55 一般演題 06
脳卒中
座長：黒崎 雅道、谷川 緑野
14:00-14:45 一般演題 07
頭部外傷
（急性硬膜下血腫・抗血栓薬）
座長：末廣 栄一、横堀 將司
14:50-15:45 一般演題 08
頭部外傷
（スポーツ外傷・慢性硬膜下血腫・他）
座長：前田
剛、山田実貴人

16:00

18:00

17:00-18:00 International Session

17:00-17:45 一般演題 09

Neurosurgery in Cambodia, clinical situation 感染
and education in a developing country
座長：津村
Speakerʼs：Yoshifumi Hayashi、Ra Davy、
Sim Sokchan
Chairpersonʼs：Yoko Kato、Teruyasu Hirayama、
Tucker Adam

18:30-

懇親会
19:00

会場 12 階 レストラン「グラントック」

－ 184 － （ 22 ）

龍、中村 光伸

2019 年 2 月 2 日（土） 第 2 日目
A 会場

（12 階「特別会議場」）

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

B 会場

（12 階「1202」
）

C 会場

D 会場

（11 階「1101+1102」） （8 階「801+802」）

09:00-09:30 委員会報告セッション 09:00-10:05 パネルディスカッション 3
脳神経蘇生
（日本脳神経看護研究会合同）
多職種連携とチーム医療を成功させる工夫 1
座長：本郷 一博
演者：小屋原ほづみ、古谷 桂子、
09:30-10:00 指定演題
中谷
縁、黒川美知代、
脊髄障害のトピックス
道下 友紀
座長：前田 裕仁、竹田理々子
座長：竹末のり子、稲井久美子
10:00-10:55 シンポジウム 5
10:10-10:50 パネルディスカッション 4
神経集中治療のトピックス
多職種連携とチーム医療を成功させる工夫 2
演者：北川 雄大、内山 卓也、
演者：荒木 朋浩、諸藤 陽一、
後藤 雄大、稲桝 丈司
日宇
健
座長：本多
満、豊田
泉
座長：安心院康彦、荒木 朋浩

09:00-09:55 一般演題 11
脳血管障害（脳動脈瘤）
座長：田辺 英紀、
八ツ繁 寛

09:00-12:00
10:00-10:55 一般演題 12
第1回
脳梗塞（脳梗塞手術・病態）
脳死対応ハンズオンセミナー
座長：近藤 康介、
主催：
山根 文孝
第 24 回日本脳神経外科救急学会
後援：
公益財団法人大阪腎臓バンク
10:55-11:50 パネルディスカッション 5
11:00-11:45 一般演題 13
11:00-11:55 シンポジウム 6
災害（テロ災害・検証）
脳血管障害（脳出血・CCF・他）
神経集中治療のトピックス（てんかん）
演者：中川 敦寛、戸村
哲、
座長：須山 武裕、
演者：奥寺
敬、本多ゆみえ、
岩村
拡、若杉 雅浩
重田 恵吾
小畑 仁司、加藤 正哉
座長：柳川 洋一、若杉 雅浩
座長：小畑 仁司、守谷
俊

12:00-13:00 ランチョンセミナー 3
「てんかん薬物治療の考え方」
演者：飯田 幸治
座長：淺井 昭雄
共催：第一三共株式会社
13:10-14:10 特別講演 2
「救命救急センターの現場から」
演者：濱邊 祐一
司会：淺井 昭雄

12:00-13:00 ランチョンセミナー 4

12:00-13:00 ランチョンセミナー 5

13:10-14:05 一般演題 10
多職種・診療情報・てんかん
座長：山田 哲久、伊藤 勝博

13:00-14:00 教育講演 1
13:10-13:55 一般演題 14 （日本脳神経看護研究会合同）
小児・遺伝疾患
脳神経外科救急を学ぶ「脳卒中・画像」
座長：埜中 正博、
演者：山添
幸、竹末のり子
須磨
健
司会：高橋
恵、佐久間 潤

「ビタミン K 依存性凝固因子製剤によるワルファリン
「集中治療医が考える ICP 管理」
内服中の頭蓋内出血の治療と、それを支える院内体制」
演者：江川 悟史
演者：松本 省二
「ICP モニタリングによる脳神経救急管理の実際」「ワルファリン服用患者の頭部外傷治療」
演者：萩原
靖
演者：前田
剛
座長：吉村 紳一
座長：溝端 康光
共催：CSL ベーリング株式会社
共催：Integra Japan 株式会社

14:05-15:00 シンポジウム 7
14:10-15:05 パネルディスカッション 1
脳動脈瘤の手術
脳死下・心停止下における臓器・組織提供の現状と未来
演者：出雲
剛、堀内 哲吉、
演者：名取 良弘、小野
元、
近藤 康介、武田 純一
渥美 生弘、荒木
尚
座長：大熊 洋揮、周郷 延雄
座長：江川 裕人、堤
晴彦
15:00-15:55 シンポジウム 8
15:05-16:00 パネルディスカッション 2
出血性脳卒中の手術
災害医療と脳神経外科
演者：佐久間 潤、吉村 政樹、
演者：平川 昭彦、柳川 洋一、
藤田 浩二、山本 拓史
伊藤 勝博、木下 由宇
座長：中尾 直之、吉村 晋一
座長：奥寺
敬、平川 昭彦
16:00-17:00 教育セミナー 3
「災害医療における脳神経外科医の役割」
演者：藤見
聡
司会：松田 直之
17:00-

閉会挨拶

18:00

19:00

－ 185 － （ 23 ）

13:55-14:50 一般演題 15
14:00-15:00 教育講演 2
病院前救護
脳神経外科救急を学ぶ
座長：谷崎 義生、
「医療安全・臓器提供・病院前救護」
藤田 浩二
演者：高橋
恵、水谷 敦史、
津田 雅庸
哲
14:50-15:45 一般演題 16 司会：津田 雅庸、戸村
多職種（救急看護・チーム医療含） 15:00-16:00 教育講演 3
脳神経外科救急を学ぶ
座長：重田 恵吾、
「救急初療の進歩：ハイブリッド ER」
松原 功明
演者：木下 喬弘、齊藤 福樹
司会：畝本 恭子、水谷 敦史

