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第20回 日本脳腫瘍の外科学会

A会場
（那古・西中）

B会場
（那古・東）

C会場
（曙・東）

ポスター・
企業展示会場
（曙・西）

ハンズオン・
企業展示会場
（桂）

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

日程表 1日目　9月25日（金）

10:30～11:00　招待講演1
座長：宮本 享　演者：森 健策

11:00～11:30　招待講演2
座長：岩間 亨　演者：石合 純夫

13:00～13:30
会員報告会・会長賞授与式

13:30～15:00
シンポジウム2
（S2-1～S2-7）

低悪性度神経膠腫の手術戦略；
どうやってどこまで取るか

座長：橋本 直哉
　　　難波 宏樹

共催：MSD株式会社

15:00～16:30
会長賞

プレミアムビデオセッション
（VS-1～VS-7）

座長：飯原 弘二
　　　若林 俊彦

16:30～17:30
トピックス ホップ＆ステップ
座長：吉峰 俊樹、大西 丘倫
演者：松谷 雅生、秋元 治朗
　　　加藤 恭三、西川 亮　

共催：ノボキュア株式会社

17:40～18:40
イブニングセミナー1
座長：三國 信啓

演者：中田 光俊、本村 和也
共催：エーザイ株式会社、
ノーベルファーマ株式会社

17:40～18:40
イブニングセミナー2
座長：野崎 和彦

演者：岡本 奨、高木 康志
共催：株式会社シャルマン

19:00～20:30　会員懇親会
名古屋観光ホテル　18F　東ウイング

17:40～18:40
イブニングセミナー3
座長：中村 博彦

演者：三宅 啓介、成相 直
共催：日本メジフィジックス株式会社

11:30～12:00　招待講演3
座長：澁井壮一郎　演者：Yong-Kil Hong

共催：ミズホ株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー1
座長：嘉山 孝正　
演者：Nader Sanai
共催：MSD株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー2
座長：鎌田 恭輔

演者：山本 淳考、金子 貞男
共催：ノーベルファーマ株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー3
座長：長縄 慎二
演者：村山 和宏

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

9:00～9:40　一般口演1
（O01-1～O01-5）

髄膜腫1
座長：有田 和徳、齋藤 清

9:00～9:40　一般口演2
（O02-1～O02-5）
上衣腫・血管系腫瘍

座長：中瀬 裕之、名取 良弘
9:40～10:15　一般口演4
（O04-1～O04-5）

胚細胞性腫瘍・転移性脳腫瘍
座長：深谷 親、佐藤 慎哉
10:15～11:00　一般口演5
（O05-1～O05-6）
稀な脳腫瘍再考

座長：黒岩 敏彦、秋山 恭彦
9:00～18:00

企業展示
9:00～18:00

企業展示
11:00～11:35　一般口演8
（O08-1～O08-5）
脳腫瘍アプローチ

座長：隈部 俊宏、秋元 治朗

13:30～14:00　一般口演10
（O10-1～O10-4）
高齢者脳腫瘍

座長：金 彪、吉野 篤緒

15:30～15:55
ポスターセッション1
座長：後藤 剛夫

16:00～16:25
ポスターセッション2
座長：吉田 耕一郎

13:30～15:30
特別ハンズオン

セミナー
座長：森田 明夫
　　　村垣 善浩
共催：
カールツァイスメディ
テック株式会社、
レニショー株式会社、
ブレインラボ株式会社

16:30～16:55
ポスターセッション3
座長：岩崎 孝一

17:00～17:25
ポスターセッション4

座長：時村 洋

14:00～14:30　一般口演11
（O11-1～O11-4）
小児脳腫瘍

座長：山本 哲哉、大岡 史治
14:30～15:00　一般口演13

（O13-1～O13-4）
神経鞘腫

座長：永田 泉、森野 道晴
15:00～15:30　一般口演15

（O15-1～O15-4）
頭蓋咽頭腫・下垂体腺腫1

座長：藤井 幸彦、荒川 芳輝
15:30～16:10　一般口演16

（O16-1～O16-5）
頭蓋咽頭腫・下垂体腺腫2

座長：泉本 修一、園田 順彦

16:10～16:55　一般口演18
（O18-1～O18-6）
手術支援1

座長：中田 光俊、本村 和也

9:40～10:25　一般口演3
（O03-1～O03-6）

髄膜腫2
座長：甲村 英二、長谷川 光広
10:25～11:00　一般口演6
（O06-1～O06-5）

髄膜腫3
座長：永廣 信治、西澤 茂

11:00～11:50　一般口演7
（O07-1～O07-6）
脳室内・脳室近傍腫瘍

座長：伊達 勲、南田 善弘

13:30～14:15　一般口演9
（O09-1～O09-6）
頭蓋底腫瘍1

座長：中尾 直之、戸田 正博

14:15～14:55　一般口演12
（O12-1～O12-5）
頭蓋底腫瘍2

座長：周郷 延雄、藤井 正純

15:00～15:45　一般口演14
（O14-1～O14-5）
グリオーマ1

座長：松前 光紀、大上 史朗

15:45～16:30　一般口演17
（O17-1～O17-6）
グリオーマ2

座長：松島 俊夫、佐伯 直勝
16:30～17:05　一般口演19

（O19-1～O19-5）
グリオーマ3

座長：上羽 哲也、川瀬 司
17:05～17:35　一般口演20
（O020-1～O020-4）
グリオーマ4

座長：田中 雄一郎、井川 房夫

8:50～9:00　開会のご挨拶
9:00～10:30
シンポジウム1
（S1-1～S1-7）

バーチャルイメージによる脳腫瘍
手術前トレーニングと手術への
応用はどこまできたか
座長：塩川芳昭
　　　栗栖　薫



13

The 20th Annual Meeting of the Japanese Congress for Brain Tumor Surgery

A会場
（那古・西中）

B会場
（那古・東）

C会場
（曙・東）

ポスター・
企業展示会場
（曙・西）

ハンズオン・
企業展示会場
（桂）
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17:00
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19:00

日程表 2日目　9月26日（土）

9:00～10:30
シンポジウム3
（S3-1～S3-6）

微小解剖の理解と脳腫瘍
手術のピットフォール

座長：吉田 一成、川原 信隆

10:30～12:00
シンポジウム6
（S6-1～S6-7）

可視化された分子標的への次世代
型脳神経外科手術の展望

座長：本郷 一博、廣瀬 雄一

13:30～16:50
教育セミナー

頭蓋内病変アプローチ再考：
基本的知識から応用編まで

コーディネーター：新井 一　
　　　　　齋藤 清　
講師：　　篠原 治道
　　　　　木下 雅史
　　　　　隈部 俊宏
　　　　　高安 正和
　　　　　鈴木 崇根
　　　　　齋藤 清　   

12:00～13:00
ランチョンセミナー4
座長：永谷 哲也

演者：Charles Teo
共催：日本メドトロニック株式会社

12:00～13:00
ランチョンセミナー5
座長：夏目 敦至
演者：山本 哲哉

共催：中外製薬株式会社

9:00～10:00　シンポジウム4
（S4-1～S4-5）

内視鏡による脳腫瘍手術の
適応と限界

座長：松野 彰、木内 博之

10:00～11:00　シンポジウム5
（S5-1～S5-5）

内視鏡による脳腫瘍手術の
現状と未来

座長：斉藤 延人、川俣 貴一

11:00～12:00　シンポジウム7
（S7-1～S7-4）

ギリアデルの留置についての工夫
座長：冨永 悌二、田宮 隆
共催：エーザイ株式会社

9:00～9:40　一般口演21
（O21-1～O21-5）
手術支援2

座長：加藤 天美、石井 伸明

9:40～10:25　一般口演22
（O22-1～O22-6）
手術支援3

座長：渡辺 高志、上松 右二

10:25～11:10　一般口演23
（O23-1～O23-6）
手術支援4

座長：古林 秀則、市川 智継

9:00～12:00
企業展示

9:00～12:00
企業展示

11:10～12:00　一般口演24
（O24-1～O24-6）
手術支援5

座長：矢野 大仁、鰐渕 昌彦

9:30～9:55
ポスターセッション5
座長：一ツ松 勤
10:00～10:25

ポスターセッション6
座長：南田 善弘

10:30～10:50
ポスターセッション7

座長：出口 誠

11:00～11：20
ポスターセッション8
座長：齋藤 竜太

13:00～13:10　閉会のご挨拶

12:00～13:00
ランチョンセミナー6
座長：栗栖 薫　
演者：大畑 建治

共催：株式会社ナカニシ


