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� 第1日目　11月22日（木）

第1会場

会議棟2F　大ホール

第 2会場

展示棟　展示室3

第 3会場

会議棟3F　白橿

第4会場

展示棟　会議室4

第 5会場

展示棟　会議室3

第 6会場

展示棟　会議室2

第 7会場

展示棟　会議室1

第 8会場

会議棟3F　小会議室8

第 9会場

会議棟1F　小会議室1

第 10会場

会議棟1F　小会議室2

ME会場

会議棟1F　小会議室3

ポスター会場
会議棟2F　桜・橘・萩
会議棟3F　小会議室6・7

Meet�the�Expert1
医療統計を学びませんか？Enterprise 

PMS 結果を題材とした EBM
演者：阿部 貴行／長谷川 仁
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

13:20～14:20

Meet�the�Expert2
雄一の部屋 安全確実な脳

動脈瘤コイル塞栓術
演者：村山 雄一

共催：日本ストライカー㈱

14:20～15:20

Meet�the�Expert3
今さら聞けない血栓吸引テクニッ
ク－P2R 30min を目指して－

演者：上宮奈穂子／福田 真紀
共催：㈱メディコスヒラタ

15:30～16:30

Meet�the�Expert4
今こそ聞きたい，ONYX のテクニックや術前・術後
管理～AVM や dAVF 症例で気を付けていること

座長：杉生 憲志
演者：長谷川 仁

共催：日本メドトロニック㈱

16:40～17:40

ポスターセッション

17:50～18:50

開会式
08:15～08:20

PS1　プレナリーシンポジウム1
血栓回収 －地域の抱える現状と対策－

座長：冨永 悌二／
宮本  享／坂井 信幸

演者：吉村 紳一／宮地  茂
／飯原 弘二／今村 博敏／

太田 貴裕／石原 秀行

08:20～09:50

S1　シンポジウム1
破裂脳動脈瘤

座長：太田 貴裕／
嶋村 則人／増尾  修

演者：嶋村 則人／
小磯 隆雄／小柳 正臣／
太田 貴裕／芳村 雅隆／
細貝 昌弘／増尾  修／
伊藤  靖／東 登志夫／
豊田 真吾／蠣崎 昭太

10:00～12:00

LS1　ランチョンセミナー1
エキスパートによる dAVF と AVM の塞栓術 －DeFrictor 
nano catheter を使い “Mission Impossible” に挑む－

座長：寺田 友昭
演者：清末 一路／佐藤 健一

共催：㈱メディコスヒラタ

12:10～13:10

S4　シンポジウム4
硬膜動静脈瘻 2（Onyx）

座長：桑山 直也／
鶴田和太郎／当麻 直樹

演者：宮地  茂／
金子 直樹／鶴田和太郎／
大村 佳大／中原 一郎／
山家 弘雄／秋岡 直樹／
当麻 直樹／吉野 義一

13:20～15:20

AS1　アフタヌーンセミナー1
エキスパートから学ぶ硬膜動静脈瘻

－TVE を極める－
座長：キッティポンスィーワッタナクン
演者：田上 秀一／鶴田和太郎／当麻 直樹

共催：日本ストライカー㈱

15:30～16:30

SP2　特別企画2
ネックブリッジステントの使い分け
座長：村山 雄一／小林 英一

演者：石井  暁／
藤中 俊之／佐藤 健一

16:40～17:40

一般口演1-6
血栓回収・技術・治療成績

座長：林 健太郎

10:00～11:00

一般口演1-12
血栓回収・技術・アクセス

座長：緒方 敦之

11:00～12:00

一般口演1-16
血栓回収・成績

座長：濱中 正嗣

13:20～14:20

一般口演1-21
血栓回収・デバイス
座長：市橋 鋭一

14:20～15:20

一般口演1-29
動脈瘤 （成績）

座長：石川 達也

16:40～17:40

PS1　プレナリーシンポ
ジウム1

中継

08:20～09:50

S2　シンポジウム2
頭蓋内動脈狭窄症

座長：今井 啓輔／
吉村 紳一／岐浦 禎展

演者：藤原  悟／
今井 啓輔／宮内 淑史／
金  相年／植田 敏浩／
入江 恵子／山崎 英一／

吉村 紳一

10:00～12:00

LS2　ランチョンセミナー2
Trevo® XP ProVue Retriever

－確実な再開通のための私の一手－
座長：山上  宏

演者：竹内 昌孝／進藤 誠悟／今村 博敏
共催：日本ストライカー㈱

12:10～13:10

S5　シンポジウム5
血栓回収－各施設での取り組

み－
座長：近藤 竜史／

今村 博敏／板橋  亮
演者：松本 省二／

神谷 雄己／近藤 竜史／
崔   聡／高山 洋平／
柴田 益成／宇野 淳二／
猪奥 徹也／黒木 亮太／

吉本 武史

13:20～15:20

AS2　アフタヌーンセミナー2
本気（マジ）の趣味を治療に活かせ！ Part1

座長：寺田 友昭
演者：寺田 友昭／森本 将史／立嶋  智
共催：㈱カネカメディックス

15:30～16:30

ES　イブニングセミナー
痛恨の合併症から学ぶ
座長：杉生 憲志／

石井  暁
パネリスト：榎本由貴子／

鶴田和太郎／泉  孝嗣／
長谷川 仁／飯星 智史／
津本 智幸／奥村 浩隆

19:00～20:30

技師CEP1
良質な画像を得るための撮影

講座（DSA & 3D）
座長：庄子 正志／高橋 大樹
演者：濱田 祐介／山本 和幸

07:05～08:05

一般口演1-1
血栓回収・技術 1
座長：藤堂 謙一

10:00～11:00

一般口演1-7
血栓回収・技術（併用テクニッ

ク）
座長：神谷 雄己

11:00～12:00

LS3　ランチョンセミナー3
Cerenovus Spectra でスタートか

らフィニッシュ まで
座長：吉村 紳一

演者：木本 敦史／榎本由貴子
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

12:10～13:10

技師S1　技師シンポジ
ウム1

血管内治療支援のためのマ
ルチモダリティーによる脳動

脈瘤評価
座長：大村 知己／

笹森 大輔／高橋 大樹
演者：濱田 祐介／

鈴木 宏明／平野  透

13:20～15:20

一般口演1-22
血栓回収・技術（tandem 

lesion）
座長：早川 幹人

16:40～17:40

CEP1
文献編 1

座長：杉生 憲志
演者：菱川 朋人／

江頭 裕介／秋岡 直樹

07:05～08:05

RS1　稀少疾患シンポジ
ウム1

Cervical spinal AVFs 
頚椎動静脈シャントふたたび

座長：松丸 祐司／
新見 康成／髙井 敬介

演者：石黒 友也／
新見 康成／遠藤 俊毅／

田上 秀一

10:00～12:00

LS4　ランチョンセミナー4
Spinal AVM treatment in Europe and Philips 

technology update with Azurion Bi-plane
座長：坂井 信幸

演者：佐藤 允之／Luis López-Ibor
共催：㈱フィリップス・ジャパン

12:10～13:10

SP1　特別企画1
イノベーション：治療をかえる，

ハタラキカタがかわる
座長：中川 敦寛／

坂井 信幸
演者：池野 文昭／

大木 隆生／加藤  崇／
Beverly T. Tang

13:20～15:20

AS3　アフタヌーンセミナー3
血管内治療医のための最新脳梗塞マネジメント
－治療だけでは終われない！再発予防の重要性

座長：植田 敏浩
演者：土井尻遼介／榎本由貴子

共催：日本メドトロニック㈱

15:30～16:30

一般口演1-23
未破裂脳動脈瘤 1
座長：山本 宗孝

16:40～17:40

CEP2
症例編 1

座長：佐藤  徹
演者：石橋 敏寛／

今村 博敏／吉村 紳一

07:05～08:05

S3　シンポジウム3
硬膜動静脈瘻 1

座長：泉  孝嗣／
久保 道也／森岡 基浩

演者：平松 匡文／
池田 宏之／西  秀久／
泉  孝嗣／佐藤 浩一／
秋山 武紀／石黒 太一／

久保 道也

10:00～12:00

LS5　ランチョンセミナー5
HydroSoft3D の EBM～Evidence

と Experience の観点から～
座長：松丸 祐司

演者：津本 智幸／太田 剛史／泉  孝嗣
共催：テルモ㈱

12:10～13:10

S6　シンポジウム6
フローダイバーター
座長：伊藤  靖／

藤中 俊之／大石 英則
演者：Naci Kocer／

滝川 知司／藤中 俊之／
山尾 幸広／伊藤  靖／
春原  匡／結城 一郎／

大畑 建治

13:20～15:20

AS4　アフタヌーンセミナー4
“ 大会長・松本先生も知らない ” 

脳血管内治療の見える化
座長：廣畑  優

演者：清本 昌義／明田 秀太
共催：GE ヘルスケア・ジャパン㈱ / オーベン㈱

15:30～16:30

一般口演1-24
CAS 1

座長：今岡  充

16:40～17:40

CEP1
文献編 1（中継）

07:05～08:05

一般口演1-2
頭蓋内腫瘍 1

座長：飯星 智史

10:00～11:00

一般口演1-8
脳動脈解離（後方循環）

座長：甲斐  豊

11:00～12:00

LS6　ランチョンセミナー6
脳血管内治療におけるボノプラザン

の役割－転ばぬ先の薬物療法－
座長：藤原  悟
演者：中川 一郎

共催：武田薬品工業㈱ / 大塚製薬㈱

12:10～13:10

一般口演1-13
動脈瘤（その他・破裂・未破

裂） 1
座長：伊藤 英道

13:20～14:20

一般口演1-17
動脈瘤 （その他） 2
座長：難波 克成

14:20～15:20

AS5　アフタヌーンセミナー5
これが AIS 治療の最前線！

座長：吉村 紳一
演者：木村 尚人／谷本耕司郎
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

15:30～16:30

一般口演1-25
脊椎脊髄の動静脈シャント疾

患 1
座長：小島 隆生

16:40～17:40

CEP2
症例編 1（中継）

07:05～08:05

一般口演1-3
動脈瘤（SAC）1
座長：清水 立矢

10:00～11:00

一般口演1-9
動脈瘤（SAC）2
座長：宮本 倫行

11:00～12:00

LS7　ランチョンセミナー7
キヤノンメディカルのイノベーション：脳血

管内治療のための高精細イメージング
座長：中原 一郎

演者：早川 基治／佐藤  徹
共催：キヤノンメディカルシステムズ㈱

12:10～13:10

一般口演1-14
血栓回収・施設（発症 6 時間

以降）
座長：荒川 秀樹

13:20～14:20

一般口演1-18
血栓回収・技術（内頚動脈）

座長：松原 俊二

14:20～15:20

AS6　アフタヌーンセミナー6
脳外科医による新規治療開発～Muse 細
胞を中心に，私の失敗・反省を踏まえて～

座長：岡田  靖
演者：新妻 邦泰

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱ / ファイザー㈱

15:30～16:30

一般口演1-26
DAVF （CS）

座長：大森 雄樹

16:40～17:40

一般口演1-4
血栓回収・施設（院内発症）

座長：佐藤 允之

10:00～11:00

一般口演1-10
血栓回収・地域

座長：内山 尚之

11:00～12:00

LS8　ランチョンセミナー8
脳卒中初耳学 －これ知ってた？それとも初耳？－

座長：藤村  幹
演者：江面 正幸
共催：第一三共㈱

12:10～13:10

EO　English�Oral�
Session

座長：Naoto Kimura／
Hany A Fikry Eldawoody

13:20～14:20

一般口演1-19
血管撮影・診療支援
座長：小山 淳一

14:20～15:20

一般口演1-27
血栓回収（教育・院内体制）

座長：荻野 達也

16:40～17:40

一般口演1-5
CAS （プラーク）
座長：秋山 恭彦

10:00～11:00

一般口演1-11
CAS （画像）

座長：岡  史朗

11:00～12:00

一般口演1-15
動脈瘤（Acom）
座長：阿部 博史

13:20～14:20

一般口演1-20
動脈瘤 （ICA）

座長：神山 信也

14:20～15:20

一般口演1-28
周術期管理・モニタリング

座長：有村 公一

16:40～17:40




