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第1会場
3階 ロイトンホールBC

第2会場
2階 エンプレスホール

第3会場
2階 リージェントホール

第4会場
2階 ハイネスホール

展示会場
3階 ロイトンホールD

【1日目】4月23日（金）　

内視鏡と外視鏡アップデート2021
シンポジウム1

座長：森田 明夫、齊藤 延人
SY1-01 伊達 勲
SY1-02 黒住 和彦
SY1-03 池田 直廉
SY1-04 村田 英俊
SY1-05 坂田 清彦

SY1-06 岩味 健一郎
SY1-07 荻原 雅和
SY1-08 峯 裕
SY1-09 香川 尚己
SY1-10 出雲 剛

8:30-10:30

シミュレーションによる教育と手術戦略
シンポジウム6

座長：木内 博之、山村 明範
SY6-01 庄野 直之
SY6-02 髙橋 淳
SY6-03 髙木 康志
SY6-04 上羽 哲也
SY6-05 野呂 秀策

SY6-06 平野 透
SY6-07 山田 茂樹
SY6-08 春間 純
SY6-09 井川 房夫
SY6-10 西村 文彦

14:30-16:30

重傷頭部外傷に対する戦略と戦術
シンポジウム8

座長：藤井 幸彦、上羽 哲也
SY8-01 小泉 博靖
SY8-02 朴 永銖
SY8-03 宮脇 剛司

SY8-04 後藤 哲哉
SY8-05 小畑 仁司
SY8-06 峯 裕

16:35-17:47

脳神経外科のCOVID19への対応
シンポジウム3

座長：嘉山 孝正、阿部 弘
SY3-01 高橋 聡
SY3-02 平野 照之
SY3-03 秋山 幸功

SY3-04 壺井 祥史
SY3-05 鈴木 海馬

10:30-11:30

特別企画CNTT温故知新
座長：三國　信啓

13:05-13:45

社員総会
13:45-14:15

DBS各社デバイスを使い熟す
教育セミナー1
座長：福多 真史

EL1-01 戸田 弘紀
EL1-02 森下 登史

EL1-03 上利 崇
EL1-04 竹林 成典

8:30-9:30

イブニングセミナー1
座長：冨永 悌二
ES1-1 荒川 芳輝

共催：ノボキュア株式会社

17:55-18:55

イブニングセミナー2
座長：伊達 勲

ES2-1 油川 陽子　ES2-2 稲次 基希
共催：エーザイ株式会社

17:55-18:55

イブニングセミナー3
座長：宮本 享

ES3-1 田中 雄一郎　ES3-2 髙橋 淳
共催：ミズホ株式会社

17:55-18:55

機器展示
8:30-18:00

CNTT開会式

能動的定位装置が描く未来のてんかん外科
教育セミナー2
座長：貴島 晴彦

EL2-01 岩崎 真樹
EL2-02 國枝 武治

EL2-03 前澤 聡

9:30-10:30

最新のデバイスを用いた脊椎脊髄手術
シンポジウム4

座長：中瀬 裕之、岡 秀宏
SY4-01 小柳 泉
SY4-02 尾原 裕康
SY4-03 遠藤 俊毅

SY4-04 内門 久明
SY4-05 木暮 一成
SY4-06 新 靖史

10:30-11:45

特殊な動脈瘤のコイル塞栓術戦略
シンポジウム7

座長：吉村 紳一、栗田 浩樹
SY7-01 坂井 信幸
SY7-02 石井 暁
SY7-03 野中 雅
SY7-04 村山 雄一
SY7-04 松本 康史
SY7-05 藤中 俊之
SY7-06 SRIVATANAKUL KITTIPONG
SY7-06 中川 一郎

14:30-16:30

ランチョンセミナー1
座長：黒田 敏

LS1-01 波多野 武人　LS1-02 遠藤 英徳
共催：日本ストライカー株式会社

11:55-12:55

ランチョンセミナー2
座長：野崎 和彦
LS2-01 木下 学

共催：ブレインラボ株式会社

11:55-12:55

ランチョンセミナー3
座長：川俣 貴一

LS3-01 松田 真秀　LS3-02 黒住 和彦
共催：株式会社東機貿

11:55-12:55

シミュレーションによる教育と手術戦略
シンポジウム9

座長：宇野 昌明、西村 真実
SY9-01 竹内 和人
SY9-02 小松 文成
SY9-03 鈴木 比女
SY9-04 菅原 貴志
SY9-05 茂木 洋晃

SY9-06 杉山 拓
SY9-07 木村 英仁
SY9-08 劉 美憬
SY9-09 厚見 秀樹

16:35-17:45

バイパス術の流儀
シンポジウム2

座長：宮本 享、黒田 敏
SY2-01 藤村 幹
SY2-02 片岡 大治
SY2-03 谷川 緑野
SY2-04 和田 孝次郎
SY2-05 久須美 真理

SY2-06 反町 隆俊
SY2-07 川島 明次
SY2-08 大谷 直樹
SY2-09 千葉 謙太郎
SY2-10 村田 英俊

8:30-10:30

脳腫瘍・頭蓋底
一般演題2
座長：河野 道宏

14:30-15:15

脊髄・機能外科・小児・外傷疾患
一般演題3
座長：國枝 武治

15:15-16:00

脳血管障害　手術手技
一般演題4

座長：井上 亨、吉田 和道

16:05-17:45

内視鏡と外視鏡アップデート2021
シンポジウム5
座長：谷口 理章

SY5-01 森 康輔
SY5-02 武藤 淳
SY5-03 齊藤 邦昭
SY5-04 栄山 雄紀
SY5-05 小泉 慎一郎

O1-01 櫛 裕史
O1-02 金谷 康平
O1-03 勝原 隆道

O1-04 高垣 匡寿
O1-05 田中 聡

10:30-11:10

一般演題1
モニタリング・シミュレーション

座長：齋藤 竜太11:10-11:45

O2-01 隈部 俊宏
O2-02 Chalise Lushun
O2-03 後藤 哲哉

O2-04 林 直一
O2-05 矢木 亮吉
O2-06 川口 愛

O3-01 桑原 晴樹
O3-02 後藤 浩之
O3-03 竹林 成典

O3-04 小野田 恵介
O3-05 橋本 洋佑
O3-06 山田 康博

O4-01 菅原 貴志
O4-02 坪井 俊之
O4-03 坪井 俊之
O4-04 豊田 研隆
O4-05 原口 健一
O4-06 大森 一美
O4-07 近藤 智正

O4-08 山本 修輔
O4-09 喜古 一成
O4-10 丸山 邦隆
O4-11 山岡 歩
O4-12 高谷 恒範
O4-13 佐藤 慎治
O4-14 梶本 隆太

Dr.BABA
メディカル

イラストレーション
ハンズオン
講師：馬場 元毅

14:30-17:45

日程表

SL1-01 端　和夫
SL1-02 渡辺　英寿

SL1-03 根本　喬

領域講習 領域講習

領域講習

領域講習

領域講習

領域講習 領域講習 領域講習
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第1会場
3階 ロイトンホールBC

第 2会場
2階 エンプレスホール

第 3会場
2階 リージェントホール

第 4会場
2階 ハイネスホール

展示会場
3階 ロイトンホールD

【2日目】4月24日（土）　

術中画像情報閉会式

CNTT閉会式

機器展示
8:30-17:00

シミュレーションによる教育と手術戦略
シンポジウム10

座長：片岡 大治、原 貴行
SY10-01 野田 公寿茂
SY10-02 今田 裕尊
SY10-03 吉金 努
SY10-04 前田 拓真
SY10-05 種井 隆文

SY10-06 鮫島 哲朗
SY10-07 棚橋 邦明
SY10-08 児嶌 悠一郎
SY10-09 佐藤 慎祐
SY10-10 大塚 崇史

8:30-9:40 8:30-10:30 8:30-9:15

ワークインプログレス
座長：宮地 茂

WP-01 杉本 真樹
WP-02 奥村 幸彦

WP-03 春日 寿利
WP-04 宮本 真

9:15-10:25

血管内治療・ハイブリッド手術
一般演題5
座長：髙橋 淳

O5-01 福田 仁
O5-02 浜田 さおり
O5-03 小倉 健紀
O5-04 田川 雅彦

O5-05 長内 俊也
O5-06 秋岡 直樹
O5-07 大久保 卓
O5-08 鎌田 智絵          

10:30-11:30

小耳症を通してマイナー疾患に携わる
外科医としての今後を考える

整容脳神経外科 特別講演
11:15-11:45

脳動脈瘤と頭蓋底手術の技術と
機器選択

教育セミナー3

座長：冨永 悌二、野崎 和彦

8:30-10:30

グリオーマ治療の戦略と戦術
シンポジウム13

座長：隈部 俊宏、川俣 貴一
SY13-01 荒川 芳輝
SY13-02 丸山 隆志
SY13-03 佐藤 憲市
SY13-04 齋藤 竜太
SY13-05 木村 友亮

SY13-06 上月 暎浩
SY13-07 山口 秀
SY13-08 古瀬 元雅
SY13-09 中条 公輔

13:55-15:45

水頭症手術の戦略と戦術
シンポジウム14

座長：園田 順彦、松野 彰
SY14-01 埜中 正博
SY14-02 井原 哲
SY14-03 原田 敦子
SY14-04 荻原 英樹

SY14-05 大森 義範
SY14-06 中山 則之
SY14-07 惟村 公郁
SY14-08 劉 兵

13:55-15:35

脳血管障害　アプローチ
一般演題6

座長：髙木 康志、井川 房夫
O6-01 太田 仲郎
O6-02 堀 恵美子
O6-03 今田 裕尊
O6-04 佐々木 強

O6-05 眞田 寧皓
O6-06 石川 達也
O6-07 後藤 浩之

15:35-16:25

特殊な動脈瘤のコイル塞栓術戦略
シンポジウム15

15:45-16:15

特別講演

司会：三國 信啓　講師：中川 俊男

13:05-13:45

ランチョンセミナー4
座長：中瀬 裕之

LS4-01 井内 俊彦　LS4-02 川合 謙介
共催：日本メドトロニック株式会社

11:55-12:55
CNTT・JSII合同
ランチョンセミナー
座長：村垣 善浩

LS2-01 吉光 喜太郎　LS2-02 福井 敦
共催：富士フイルムヘルスケア株式会社

11:55-12:55

ランチョンセミナー
座長：藤村 幹

LS-01 安原 隆雄　LS-02 大里 俊明
共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

11:55-12:55

ランチョンセミナー
座長：木下 学

LS-01 堤 高志　LS-02 齊藤 邦昭
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

11:55-12:55

整容脳神経外科開会式

整容脳神経外科閉会式

9:40-10:40

スポンサードセミナー

10:40-11:10
バイパスコンテスト優勝者手技

座長：齊藤 延人
SS-1 遠藤 俊毅　SS-2 峯 裕

共催：カールツァイスメディテック株式会社

SY15-01 金 相年
SY15-02 鹿毛 淳史

SY15-03 黒田 祐輔
SY15-04 恩田 敏之

座長：中川 一郎

バイパス術の流儀
シンポジウム12

座長：塩川 芳昭
SY12-01 大宅 宗一
SY12-02 豊田 研隆
SY12-03 小林 広昌
SY12-04 千田 大樹

SY12-05 福森 惇司
SY12-06 太田 仲郎
SY12-07 一ノ瀬 努

EL3-01 堀内 哲吉
EL3-02 中山 若樹
EL3-03 大瀧 雅文

EL3-04 入江 伸介
EL3-05 大里 俊明
EL3-06 鰐渕 昌彦

10:30-11:20

人工骨を用いた頭蓋骨再建時の
創閉鎖の工夫

シンポジウム1

座長：藤村 幹、岡崎 睦
SY1-01 坂本 好昭
SY1-02 木村 武一郎
SY1-03 妹尾 貴矢
SY1-04 吉岡 伸高

SY1-05 小野 元
SY1-06 外間 まどか
SY1-07 松森 隆史

13:45-15:15

瘢痕化対策の手技と術後管理
シンポジウム2

座長：秋元 正宇、安原 隆雄
SY2-01 南田 善弘
SY2-02 野田 公寿茂
SY2-03 柴原 一陽

SY2-04 大谷 直樹
SY2-05 岡田 泰明
SY2-06 野村 貞宏

15:15-16:30

硬膜補填材料の進歩
シンポジウム3

16:30-17:06

SY3-01 寺坂 俊介
SY3-02 清水 暁
SY3-03 眞田 寧皓

座長：小室 裕造

術中画像支援手術
(CT/MRI/超音波/ナビゲーション）

一般演題1

-術中脳機能マッピング・モニタリング

CNTT/術中画像情報
合同シンポジウム

座長：藤井 正純、成田 善孝
O1-01 荒川 芳輝
O1-02 西山 淳
O1-03 丹治 正大
O1-04 重川 誠二

O1-05 阿河 祐二
O1-06 野澤 隆志
O1-07 山田 茂樹

10:25-11:45

術中モニタリングにおける
臨床工学技士の役割と実際

一般演題3

座長：久門 良明
O3-01 芝﨑 裕順
O3-02 山田 奨人

O3-03 吉田 勇斗
O3-04 坂口 賢吾

14:25-15:15

術中画像支援手術（VR／5G／3Dプリンタ）
一般演題2

次期会長挨拶

座長：村垣 善浩

13:45-14:20 O2-01 田村 学
O2-02 伊藤 卓
O2-03 久門田 詳

拡大経鼻内視鏡手術とその合併症対策
シンポジウム11

座長：後藤 剛夫、西村 文彦
SY11-01 大山 健一
SY11-02 谷口 理章
SY11-03 永田 雄一
SY11-04 堀口 健太郎
SY11-05 大畑 裕紀

SY11-06 小坂 拓也
SY11-07 石井 雄道
SY11-08 永谷 哲也
SY11-09 石橋 謙一
SY11-10 天野 耕作

領域講習

領域講習 領域講習 領域講習 領域講習

最近の医療情勢とその課題
-新型コロナウイルス感染症対策に向けて-

SY-01 三國 信啓
SY-02 石橋 謙一
SY-03 辻 篤司

座長：松前 光紀

座長：伊達 勲
講師：四ッ柳 高敏

3学会合同

術中画像情報開会式


