第22回 日本脳腫瘍の外科学会

日程表 1日目
A会場

（県民ホール ）
8:00

9:00

C会場

D会場

（中ホール）

（大研修室1）

8：35～9：25 一般演題1
（O1-1～O1-7）

8：35～9：25 一般演題2
（O2-1～O2-7）

E会場

ポスター・
企業展示会場

（中研修室2） （大ホールB）

8:30～8:35

開会の挨拶
有田 和徳
8：35～9：35 シンポジウム1
（S1-1～S1-6）

巨大下垂体腺腫の治療戦略
座長：田中 雄一郎、川俣 貴一
9：35～10：45 シンポジウム2
（S2-1～S2-6）

10:00

脳腫瘍手術における
再建と整容

座長：伊達 勲、時村 洋
11:00

B会場

（大ホールA）

9月8日
（金）

8：35～9：20 メインテーマ1
（MT1-1～MT1-6）

神経膠腫 画像とモニタリング
を基にした摘出戦略
座長：森野 道晴、秋元 治朗
9：20～10：05 メインテーマ2
（MT2-1～MT2-6）

神経膠腫の切除 どこまで可能か
座長：加藤 天美、園田 順彦
10：05～10：50 メインテーマ3
（MT3-1～MT3-6）

頭蓋底髄膜腫の治療戦略
座長：佐々木 富男、一ツ松 勤

10：45～11：55 シンポジウム3
10：50～11：20 メインテーマ4
（S3-1～S3-6）
（MT4-1～MT4-4）内視鏡下経鼻手術1

髄膜腫1
座長：岩崎 孝一、山本 淳考

手術アプローチ
座長：阿部 竜也、川瀬 司

9：25～10：15 一般演題3
（O3-1～O3-7）

9：25～10：15 一般演題4
（O4-1～O4-7）

髄膜腫2
座長：北原 功雄、中村 英夫

脳腫瘍手術と画像
座長：井上 亨、北井 隆平

10：15～11：05 一般演題5
（O5-1～O5-7）

10：15～11：05 一般演題6
（O6-1～O6-7）

ナビ・機能・シミュレーション
座長：寺﨑 瑞彦、宮城 尚久

神経膠腫の手術
座長：吉野 篤緒、松尾 孝之 11：05～11：50 メインテーマ5
-maximal safe removalは
（MT5-1～MT5-6）
11：20～11：55 メインテーマ6
どこまで可能か脳腫瘍摘出と術中MRI
座長：難波 宏樹、隈部 俊宏 （MT6-1～MT6-5）内視鏡下経鼻手術2 座長：松前 光紀 、成田 善孝
座長：松野 彰、黒﨑 雅道
共催：ノーベルファーマ株式会社

12:00

12:00～13:00

ランチョンセミナー1
座長：中田 光俊
演者：吉本 幸司、秋山 幸功
共催：中外製薬株式会社

13:00
13：10～13：40

会員報告会

14:00

14：00～14：45

特別講演1
座長：嘉山 孝正
演者：Helmut Bertalanﬀy
15:00

16:00

座長：野崎 和彦、斉藤 延人

17:00

16：40～17：40 シンポジウム5
（S5-1～S5-6）

頭蓋頚椎移行部腫瘍への
best surgical strategy

座長：齋藤 清、高安 正和
18:00

17：40～18：40 シンポジウム6
（S6-1～S6-6）

術中MRIの近未来

座長：松村 明、村垣 善浩

16

11：05～11：55 一般演題7
（O7-1～O7-7）

内視鏡手術
座長：矢野 茂敏、木下 康之
12:00～13:00

ランチョンセミナー3
座長：花谷 亮典
演者：山本 貴道
共催：エーザイ株式会社

13：50～14：00

学会賞
（神野賞）
受賞講演

14：45～15：35 一般演題8
（O8-1～O8-7）

14：50～16：00

稀な腫瘍1
座長：牧野 敬史、野村 貞宏
15：30～16：05 メインテーマ7
（MT7-1～MT7-5）傍鞍部腫瘍に対する手術戦略

座長：塩川 芳昭、藤井 正純

16：05～16：40 メインテーマ8
（MT8-1～MT8-5）下垂体部腫瘍

15：35～16：20 一般演題10
（O10-1～O10-6）

高齢者の脳腫瘍
座長：岡 秀宏、大宅 宗一

座長：南田 善弘、立花 修

16：20～18：40
16：40～17：15 メインテーマ9 Young Asian Neurosurgeons’ Session
（MT9-1～MT9-5）脳幹部海綿状血管腫の治療戦略
“How we manage these

座長：大西 丘倫、鰐渕 昌彦

17：15～18：05 メインテーマ10
（MT10-1～MT10-7）

小児脳腫瘍の治療戦略
座長：永廣 信治、師田 信人

18：05～18：40 ワークインプログレス
（WIP-1～WIP-11）

座長：大吉 達樹

challenging Situations”
（A-1～A-13）

A-1～A - 6

A-7～A-13

15：30～16：30 一般演題9
（O9-1～O9-8）

グリオーマ
座長：淺井 昭雄、國枝 武治
16：30～17：20 一般演題11
（O11-1～O11-7）

グリオーマ/その他
座長：藤巻 高光、上松 右二

17：20～18：05 一般演題12
座長：神野 哲夫
（O12-1～O12-6）
Basant Pant
転移性脳腫瘍
黒岩 敏彦
座長：横上 聖貴、渡邉 孝
座長：堀 智勝
Zainal Muttaqin 18：05～18：35 一般演題13
（O13-1～O13-4）光線力学療法
加藤 庸子
座長：荒川 芳輝、深見 真二郎

19：30～21：30

19:00

深部腫瘍へのアプローチ
座長：前原 健寿、廣畑 倫生

13：40～13：50

教育講演1
座長：松谷 雅生
演者：小森 隆司

脳幹部腫瘍の摘出手術
-safety and eﬃciency-

企業展示

学会賞（神野賞）
・会長賞授与式

14：45～15：30

15：30～16：40 シンポジウム4
（S4-1～S4-6）

12:00～13:00

ランチョンセミナー2
座長：竹島 秀雄
演者：八代 一孝
共催：エレクタ株式会社

8：50～18：20

懇親会
城山観光ホテル 2階 ロイヤルガーデン

3D Endoscope
Special Session
座長：平野 宏文
共催：株式会社
平和医療器械

The 22nd Annual Meeting of the Japanese Congress for Brain Tumor Surgery

日程表 2日目
A会場

B会場

9月9日
（土）
C会場

（県民ホール ）

（大ホールA）

（中ホール）

8：30～9：30 シンポジウム7
（S7-1～S7-6）

8：30～9：20 メインテーマ11
（MT11-1～MT11-7）

8：30～9：20 メインテーマ12
（MT12-1～MT12-7）

9：20～9：55 メインテーマ13
（MT13-1～MT13-5）脳深部腫瘍に対する手術戦略

9：20～10：10 一般演題14
（O14-1～O14-7）

（MT14-1～MT14-6）

10：10～10：45 一般演題15
（O15-1～O15-5）

D会場

（大研修室1）

ポスター・企業展示会場 ハンズオンセミナー会場

（大ホールB） （絵画制作室）

8:00

9:00 脳腫瘍手術と脳機能マッピング、

state of art
座長：若林 俊彦、鎌田 恭輔

9：30～10：40 シンポジウム8
10:00

（S8-1～S8-6）

頭蓋底部内視鏡手術の最前線

カルムスチンウェーハ
その他
9：55～10：40 メインテーマ14 座長：市川 智継、齋藤 竜太
座長：冨永 悌二、佐藤 慎哉

頭蓋底腫瘍
座長：鈴木 倫保、岩間 亨 hemangioblastoma/腫瘍塞栓術
座長：森岡 基浩、大石 誠
10：40～11：40 シンポジウム9 10：40～11：40 シンポジウム10
10：45～11：35 一般演題16
（S10-1～S10-6）
（S9-1～S9-6）
11:00
（O16-1～O16-7）
長期成績からみた
脳腫瘍手術のシミュレーション、
頭蓋底部髄膜腫の治療戦略
稀な腫瘍2
state of art
-放射線治療を含む座長：山崎 文之、神部 敦司
座長：大畑 建治、橋本 直哉 座長：中瀬 裕之、長谷川 光広
11：40～12：25

特別講演2
座長：甲村 英二
演者：Francesco Zenga

11：40～12：25 メインテーマ15
（MT15-1～MT15-6）

小脳橋角部腫瘍1
座長：寺坂 俊介、谷口 理章
12：30～13：30

ランチョンセミナー4
座長：有田 和徳
演者：中溝 玲
共催：日本ストライカー株式会社

13:00

特別講演3
座長：藤井 幸彦
演者：Charles Teo
14：25～15：10

15:00

教育講演2
座長：渋井 壮一郎
演者：杉山 一彦
15：10～16：10 シンポジウム12
（S12-1～S12-6）

16:00

第三脳室内および
傍鞍部腫瘍への治療戦略
座長：甲村 英二、西澤 茂

11：50～12：20 教育セミナー1

下垂体-傍鞍部腫瘍
座長：中尾 直之 演者：戸田 正博
12：30～13：30

ランチョンセミナー5
座長：廣瀬 雄一
演者：篠山 隆司、川端 信司
共催：エーザイ株式会社/
ノーベルファーマ株式会社

10：45～11：20

ポスター1

（P1-1～P1-5）

座長：平野 宏文
ポスター2
（P2-1～P2-5）

座長：飯田 幸治

9：30～12：30

ハンズオン
ドリルコース
進行：
黒﨑 雅道
共催：カールツァ
イスメディテック
株式会社／村中医
療機器株式会社／
日本メドトロニッ
ク株式会社

11：20～12：05

ポスター3

（P3-1～P3-6）

座長：深井 順也
ポスター4
（P4-1～P4-6）

座長：黒住 和彦

13：40～14：10 教育セミナー2

13：40～14：25

14:00

企業展示

術前プランニング/
神経膠腫の手術戦略
シミュレーション
座長：渡辺 高志、周郷 延雄 座長：飯原 弘二、井川 房夫

座長：吉田 一成、富永 篤

12:00

8:30～16：00

14：25～15：00 メインテーマ16
（MT16-1～MT16-5）小脳橋角部腫瘍2

座長：上羽 哲也、影治 照喜

15：00～16：00 シンポジウム11
（S11-1～S11-6）

小脳橋角部腫瘍へのアプローチ
-スタンダードとチャレンジ座長：森田 明夫、河野 道宏

第四脳室腫瘍
座長：中尾 直之 演者：五味 玲
14：10～14：40 教育セミナー3
錐体斜台部腫瘍
座長：木内 博之 演者：鮫島 哲朗
14：40～15：10 教育セミナー4
前床突起-海綿静脈洞腫瘍
座長：木内 博之 演者：森 健太郎
15：10～15：40 教育セミナー5
大脳白質解剖とeloquent areaの手術
座長：田宮 隆 演者：中田 光俊
15：40～16：10 教育セミナー6

松果体ならびに近傍腫瘍
座長：田宮 隆 演者：秋山 恭彦

16：10～16：15

閉会の挨拶
有田 和徳

17:00

18:00

19:00

17

