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…同時通訳

� 第3日目　11月24日（土）

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�Expert9
症例から学ぶ Neuroform Atlas® 
Stent System の効果的な使い方

座長：阿部 博史
演者：中川 一郎／寺田 友昭

共催：日本ストライカー㈱

08:00～09:00

Meet�the�Expert10
米国の AIS 治療動向

演者：立嶋  智
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

09:00～10:00

Meet�the�Expert11
地域協働による急性期脳梗塞患者の

転帰改善への挑戦
座長：松丸 祐司

演者：神山 信也／太田 貴裕
共催：日本メドトロニック㈱

10:10～11:10

JSNET被ばく防護ミニ
講習会

演者：盛武  敬／
坂本  肇／川内  覚

07:05～07:55

S9　シンポジウム9
頚部頚動脈狭窄症

座長：飯原 弘二／
小笠原邦昭／高山 勝年

演者：森  貴久／
井戸 啓介／橋本 幸治／
林  盛人／伊藤 英道／
佐藤 浩一／築家 秀和／
伊藤 嘉朗／石田  衛／

高山 勝年

08:00～10:00

SP5　特別企画5
The wise learn from 

history. 歴史から学ぶ脳血
管内治療

座長：田中美千裕／
寺田 友昭／江面 正幸

演者：藤原  悟／
高橋  明／滝  和郎／

Istvan Hudak／寺田 友昭
／Luis López-Ibor／

田中美千裕

10:10～12:10

LS17　ランチョンセミナー17
New Way of Finishing－DETAIL FINISH

－フィニッシングステージの更なる先へ
座長：坂井 信幸

演者：キッティポンスィーワッタナクン／佐藤  徹
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

12:15～13:15

PS3　プレナリーシン
ポジウム3

血栓回収 －各施設での取り組み－
座長：廣畑  優／

石井  暁／東 登志夫
演者：Donald Frei／佐藤 允之

／水橋 里弥／内田 和孝／
尾原 信行／太田 剛史

13:20～14:50

閉会式
14:50

技師一般口演3
造影剤，血栓回収その他（造
影剤 2，MAR1，固定具 1，

4DCTA1，時短 2）
座長：大原 亮平／山田 雅亘

08:00～09:00

技師一般口演4
MRI，CFD（CFD2，FDS2，
Comp1，MRA1，MRP1）

座長：金沢  勉／
佐藤 兼也

09:00～10:00

一般口演3-16
デバイス

座長：菊池 文平

10:10～11:10

一般口演3-22
手技

座長：金澤隆三郎

11:10～12:10

S10　シンポジウム10
血栓回収 －地域の抱える現

状と対策－
座長：津本 智幸／

川西 正彦／清水 宏明
演者：細田 耕一／

連  乃駿／早川 幹人／
津本 智幸／林 健太郎／
金  相年／進藤 誠悟／
榎本 真也／柴田 益成／
大田  元／政平 訓貴

08:00～10:00

S11　シンポジウム11
未破裂脳動脈瘤

座長：佐藤  徹／
平山 晃康／

キッティポンスィーワッタナクン
演者：森田 明夫／

平山 晃康／菅  一成／
長谷川 仁／宮本 倫行／
佐藤  徹／坂本  誠／
加藤 徳之／福田 竜丸

10:10～12:10

LS18　ランチョンセミナー18
エキスパートが本音で語り合う！ 血栓回収療法の極意

座長：石井  暁
パネラー：今村 博敏／大島 共貴／
奥村 浩隆／佐藤 允之／岩﨑 清隆

共催：日本メドトロニック㈱

12:15～13:15

PS3　プレナリーシンポ
ジウム3

中継

13:20～14:50

技師MS　技師モーニングセミナー
技師だから解る！ウチの装置の良いところ

座長：松本 一真／今関 雅晴
演者：齋藤  誠／山本 和幸／鈴木 崇宏
共催：シーメンスヘルスケア㈱ /GE ヘルスケア・

ジャパン㈱ / キヤノンメディカルシステムズ㈱

07:05～07:55

一般口演3-1
破裂脳動脈瘤 1

座長：出雲  剛

08:00～09:00

一般口演3-6
未破裂脳動脈瘤 2
座長：石橋 敏寛

09:00～10:00

技師・看護S3　技師・看
護師シンポジウム3

血栓回収 －“ 悠々として急げ ”
るようにみんなで頑張ってます－
座長：松本 一真／鉾建  隼

／對馬真貴子／板橋  亮
演者：齋藤  誠／平  一馬
／高松 幸子／川内  覚／

齋藤  誠／曽我部惠子

10:10～12:10

LS19　ランチョンセミナー19
急性期脳梗塞治療の現在と近未来

－実臨床の現場から－
座長：吉村 紳一

演者：森本 将史／津本 智幸
共催：日本ストライカー㈱

12:15～13:15

RS2　稀少疾患シンポジ
ウム2

VAD の最新事情～微小解剖
に基づいた治療戦略～
座長：清末 一路／

遠藤 英徳／田上 秀一
演者：田中美千裕／

森田 隆弘／
Yong-Sam Shin／

中村  元／田上 秀一／
遠藤 英徳／平松 匡文

08:00～10:00

S12　シンポジウム12
頭頚部腫瘍

座長：園田 順彦／
武笠 晃丈／杉生 憲志

演者：佐藤 允之／
菱川 朋人／橋本 孝朗／
小南 修史／大西 宏之／
呂  聞東／清水 信行／
浅井 克則／西堀 正洋

10:10～12:10

LS20　ランチョンセミナー20
dAVF への ONYX 適応時代の幕開け
～硬膜動静脈瘻治療の新たな選択肢

座長：伊藤  靖
演者：泉  孝嗣／桑山 直也

共催：日本メドトロニック㈱

12:15～13:15

CEPビデオ上映
文献編

15:15～17:15

一般口演3-2
AVM 1

座長：森嶋 啓之

08:00～09:00

一般口演3-7
DAVF1

座長：金丸 和也

09:00～10:00

一般口演3-11
血栓回収・施設 1
座長：秋山 武紀

10:10～11:10

一般口演3-17
血栓回収・地域 3
座長：長内 俊也

11:10～12:10

LS21　ランチョンセミナー21
脳血管内治療における抗血小板薬モニ
タリング～どう評価し，どう対応する～

座長：廣畑  優
演者：榎本由貴子

共催：シスメックス㈱

12:15～13:15

CEPビデオ上映
症例編

15:15～17:15

一般口演3-3
動脈瘤（SAC）3
座長：渋谷  肇

08:00～09:00

一般口演3-8
動脈瘤（SAC）4
座長：田川 雅彦

09:00～10:00

一般口演3-12
動脈瘤 （Flow Diverter）

座長：菊池 隆幸

10:10～11:10

一般口演3-18
動脈瘤（CFD）

座長：三浦 洋一

11:10～12:10

LS22　ランチョンセミナー22
虚血性脳血管障害に対する積極的

脂質低下療法の意義
座長：中原 一郎

演者：宗光 俊博／高山 勝年
共催：サノフィ㈱

12:15～13:15

一般口演3-4
血栓回収・技術（後方循環）

座長：石原 秀行

08:00～09:00

一般口演3-9
血栓回収・技術 （Low 

ASPECT）
座長：鈴木健太郎

09:00～10:00

一般口演3-13
血栓回収・施設 （M2）

座長：江頭 裕介

10:10～11:10

一般口演3-19
血栓回収・施設 （高齢者）

座長：吉野 義一

11:10～12:10

LS23　ランチョンセミナー23
Neuro endovascular treatment: the 

present and future perspective
座長：村山 雄一
演者：杉生 憲志

共催：シーメンスヘルスケア㈱

12:15～13:15

一般口演3-5
AVF

座長：秋岡 直樹

08:00～09:00

一般口演3-10
AVF （TAE, 他）
座長：山根 文孝

09:00～10:00

一般口演3-14
CAS （成績）

座長：豊田 真吾

10:10～11:10

一般口演3-20
CAS （高難易度病変）

座長：坂本 繁幸

11:10～12:10

看護師一般口演2
周術期看護・合併症
座長：中鉢  泉／

筒井 美保

08:00～09:00

看護師一般口演3
取り組み・工夫

座長：高橋由香利／
小川 志保

09:00～10:00

一般口演3-15
動脈瘤 （後方循環）
座長：和田  始

10:10～11:10

一般口演3-21
動脈瘤 （抗血栓療法）

座長：成澤あゆみ

11:10～12:10




