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第15回日本整容脳神経外科学会

CNTT/JSAN
合同機器展示

9:00-16:30

シンポジウム10
直達術と血管内治療の治療法選択

座長：髙橋 淳、黒田 敏
CS10-1 吉村 紳一　　CS10-2 藤中 俊之
CS10-3 遠藤 英徳　　CS10-4 原口 健一
CS10-5 花岡 吉亀 　　　　　　　　　　

一般演題13
脳腫瘍・頭蓋底外科4：グリオーマ手術

座長：篠山 隆司、近藤 聡英
CO13-1 篠山 隆司　　CO13-2 新田 雅之　　CO13-3 小野 隆裕
CO13-4 中条 公輔　　CO13-5 近藤 聡英　　CO13-6 川瀧 智之
CO13-7 田上 雄大　　CO13-8 齋藤 太一 

一般演題12
脳血管障害5：画像評価

座長：原 貴行
CO12-1 三上 毅　　　CO12-2 竹島 靖浩　　CO12-3 小林 広昌
CO12-4 木村 英仁　　CO12-5 種井 隆文　　CO12-6 筒井 章太 

一般演題14
脳血管障害6：血栓回収

座長：佐藤 徹
CO14-1 根木 宏明　　CO14-2 荒木 勇人　　CO14-3 長山 剛太 
CO14-4 山木 哲　　　CO14-5 木次 将史　　CO14-6 大村 直己 

一般演題16
脳血管障害7：手術の工夫

座長：中山 若樹
CO16-1 野村 俊介　　CO16-2 内田 浩喜　　CO16-3 松永 恭輔 
CO16-4 山本 哲也　　CO16-5 横山 貴大　　CO16-6 中野 紘 

一般演題17
手術支援・シミュレーション1：3Dシミュレーション

座長：吉村 紳一
CO17-1 渡邉 信之　　CO17-2 松本 政輝　　CO17-3 富田 隆浩
CO17-4 益子 敏弘　　CO17-5 加藤 直樹 

特別企画
脳神経外科領域における毛髪治療の最前線

座長：櫻井 裕之
JSP-1 笠井 敬一郎　　JSP-2 高田 弘弥 

ランチョンセミナー6
脳腫瘍 ～領域別にみる髄液漏防止の手技～

座長：吉本 幸司
LS6-1 齋藤 紀彦　　LS6-2 谷岡 大輔

（共催：株式会社メディカルユーアンドエイ）

シンポジウム 1
One team for craniosynostosis ‒ Plastic- and 

neuro-surgeon pair presentation ‒
座長：藍原 康雄、小室 裕造
JS1-1 井原 哲・玉田 一敬　
JS1-2 國廣 誉世・今井 啓介
JS1-3 石田 穣治・妹尾 貴矢
JS1-4 五味 玲・須永 中　　

シンポジウム2
より美しくより良い整容のための選択 

‒ a choice of material and procedure ‒
座長：後藤 剛夫、貴志 和生

JS2-1 坂本 好昭　　JS2-2 久徳 茂雄　　JS2-3 大谷 啓介
JS2-4 井原 聡　　　JS2-5 眞田 寧皓　　JS2-6 三輪 点 

シンポジウム3
合併症のsalvage

座長：周郷 延雄、元村 尚嗣
JS3-1 小山 明彦　　JS3-2 山田 裕樹
JS3-3 小山 淳二　　JS3-4 小野 元　
JS3-5 桑野 淳　　　JS3-6 山中 祐路 

一般演題
座長：岡崎 睦、太組 一朗

JO-1 植川 顕　　　JO-2 野村 貞宏
JO-3 森田 修平　　JO-4 田中 一郎
JO-5 大村 朋子　　JO-6 片山 満　
JO-7 清水 暁　　　JO-8 竹内 康浩
JO-9 富永 禎弼　　　　　　　　　

一般演題15
手術手技2：手術アプローチ

座長：大谷 直樹、瀬尾 善宣
CO15-1 新 靖史　　　CO15-2 坪井 俊之　　CO15-3 山岡 寛人
CO15-4 福山 秀青　　CO15-5 宮原 宏輔　　CO15-6 菅原 貴志
CO15-7 空閑 太亮　　CO15-8 藤森 香奈 

一般演題18
手術手技3：脳血管障害

座長：郭 樟吾
CO18-1 月花 正幸　　CO18-2 一ノ瀬 努　　CO18-3 岡 美栄子
CO18-4 千葉 貴之　　CO18-5 古賀 悠一郎 

一般演題19
手術支援・シミュレーション2：ナビゲーションその他

座長：中田 光俊
CO19-1 石橋 謙一　　CO19-2 佐藤 信　　CO19-3 能中 陽平
CO19-4 高野 裕樹　　CO19-5 二村 元　　CO19-6 芝 真人 

　　　ランチョンセミナー5
不易流行 ‒ Target Coil 360 ‒

座長：佐藤 健一
LS5-1 中村 一也　　LS5-2 橋本 幸治　　LS5-3 内田 将司 

（共催：日本ストライカー株式会社）

　　　　スポンサードセミナー4
脳神経外科手術支援ロボットの臨床導入：現在そして未来

座長：國枝 武治
SSM4-1 川合 謙介　　SSM4-2 Sameer Anil Sheth

（共催：ジンマー・バイオメット合同会社）

一般演題20
鏡視下手術1：内視鏡

座長：堀口 健太郎
CO20-1 三輪 点　　　CO20-2 末廣 諭　　　CO20-3 小泉 慎一郎
CO20-4 竹内 和人　　CO20-5 山田 康博　　CO20-6 久須美 真理
CO20-7 下本地 航 

一般演題21
鏡視下手術2：外視鏡その他

座長：西村 文彦
CO21-1 峯 裕　　　　CO21-2 松田 憲一朗　　CO21-3 中島 伸幸
CO21-4 青山 正寛　　CO21-5 田中 聡　　　　CO21-6 永田 雄一
CO21-7 豊岡 輝繁 

一般演題22
医療機器・手術室関連2：医療機器応用

座長：小松 克也
CO22-1 都築 俊介　　CO22-2 望月 達城　　CO22-3 田中 俊一
CO22-4 峯 裕　　　　CO22-5 池田 直廉　　CO22-6 佐藤 慎祐 

一般演題24
その他

座長：山口 浩司
CO24-1 荒木 芳生　　CO24-2 田中 俊英　　CO24-3 高谷 恒範
CO24-4 畠山 哲宗　　CO24-5 斉藤 遼　　　CO24-6 小野 元
CO24-7 中村 彰一 

シンポジウム11
機能温存を意識したグリオーマ手術

座長：園田 順彦、隈部 俊宏
CS11-1 園田 順彦　　CS11-2 中田 光俊
CS11-3 本村 和也　　CS11-4 藤井 正純
CS11-5 隈部 俊宏 　　　　　　　　　　

特別企画2
AIが脳神経外科手術にもたらすもの

座長：宮本 享、村垣 善浩
CSP2-1 木下 学　　CSP2-2 柴原 琢磨
CSP2-3 松井 裕 　　　　　　　　　　

　　　ランチョンセミナー4
脳腫瘍手術 基本手技と最先端技術

座長：中冨 浩文
LS4 近藤 聡英 

（共催：CSLベーリング株式会社）

シンポジウム12 
開頭基本手技・アプローチにおける不易流行

座長：森田 明夫、塩川 芳昭 
CS12-1 藤津 和彦　　CS12-2 後藤 剛夫
CS12-3 山口 秀　　　CS12-4 大里 俊明
CS12-5 喜古 一成　　CS12-6 川島 明次
CS12-7 吉金 努　　　CS12-8 伊藤 康裕 

シンポジウム13
てんかん外科の手術手技最前線

座長：三國 信啓、川合 謙介
CS13-1 江夏 怜　　　　CS13-2 宇田 武弘
CS13-3 久保田 有一　　CS13-4 佐藤 洋輔
CS13-5 前澤 聡 　　　　　　　　　　　　

シンポジウム14
手術部位感染（SSI）の実情と対策

座長：井川 房夫、藤村 幹
CS14-1 木下 康之　　CS14-2 赤井 卓也
CS14-3 安原 隆雄　　CS14-4 中山 晴雄
CS14-5 田端 晋也 　　　　　　　　　　

一般演題23
脳血管障害8：もやもや病・バイパス手術その他

座長：川島 明次　
CO23-1 柏崎 大奈　　CO23-2 錢 博惠　　　CO23-3 橋本 彩
CO23-4 大村 佳大　　CO23-5 堀川 弘吏　　CO23-6 丹羽 章浩
CO23-7 宮本 健志 

一般演題10
小児・定位機能外科

座長：千葉 謙太郎
CO10-1 木村 唯子　　CO10-2 城 泰輔　　CO10-3 坂田 清彦

一般演題11
脳腫瘍・頭蓋底外科3：手術アプローチ

座長：鮫島 哲朗
CO11-1 大森 一美　　CO11-2 江口 盛一郎
CO11-3 百崎 央司　　CO11-4 亦野 文宏　
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