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日程表　11月20日（金）

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場
1 階　ニューホール 1階　さくら 2階　Room A 1 階　Room D

7：00

CEP2-2　CEP第2部 -2
座長：桑山　直也
演者：秋岡　直樹／田上　秀一／長谷川　仁

CEP1-2　CEP第1部 -2
座長：東　登志夫
演者：中村　　元／菊池　隆幸／早川　幹人

8：00

PS2　プレナリーシンポジウム 2
State-of-the-art topics in 
neuroendovascular therapy

座長：  宮地　　茂／杉生　憲志／山上　　宏
演者：  竹内　昌孝／Raul Gomes Nogueira

／山上　　宏／坂井　信幸／
Ricardo A. Hanel ／
Vitor M. Pereira

【中継】
プレナリーシンポジウム 2

【中継】
プレナリーシンポジウム 2

9：00

10：00

S6　シンポジウム 6
AIS 画像診断の最前線

座長：  松丸　祐司／山上　　宏／早川　幹人
演者：  井上　　学／奥根　　祥／田中　寛大

／濱田　祐樹／鈴木健太郎／
岡　　史朗／成清　道久／諸藤　陽一

S8　シンポジウム 8
硬膜動静脈瘻に対するTAEと TVEの

使い分け
座長：  桑山　直也／新見　康成
演者：  清末　一路／佐藤　　徹／塚田　哲也

／秋岡　直樹／後藤　正憲／
鶴田和太郎／大川　将和

ME5　Meet the Expert 5
血栓回収の治療成績向上を決する
Balloon Guide Catheter 選び

座長：徳永　浩司
演者：有村　公一／笠倉　至言／野村　達史

共催：朝日インテック Jセールス株式会社

ME6　Meet the Expert 6
急性期脳血管内治療へのこだわりとそのポイント
座長：森本　将史
演者：  金　　相年／庄島　正明／壽美田一貴／荒川　秀樹

共催：日本ストライカー株式会社11：00

ME7　Meet the Expert 7
合併症予防のための 

脳動脈瘤治療マネージメント
座長：廣畑　　優
演者：坂本　　誠／藤中　俊之

共催：株式会社カネカメディックス
12：00

LS7　ランチョンセミナー7
機械的血栓回収療法はここまで来た  

~ It's time to react Acute Ischemic Stroke ~
座長：永田　　泉
演者：吉村　紳一／金子　直樹／今村　博敏／立嶋　　智

共催： 日本メドトロニック株式会社

LS8　ランチョンセミナー8
進化のその先へ！　脳血管内治療最前線
座長：松丸　祐司
演者：Vitor Mendes Pereira ／奥村　浩隆

共催： 株式会社フィリップス・ジャパン

LS9　ランチョンセミナー9
新たなCAS時代を切り拓くCASPER
～ Interwoven 構造によるCAS治療の進化と進歩～

座長：坂井　信幸
演者：杉生　憲志／坂井　信幸

共催： テルモ株式会社

LS10　ランチョンセミナー10
フローダイバーター時代における 

脳動脈瘤治療
座長：木内　博之
演者：藤中　俊之／大石　英則
共催： 日本ストライカー株式会社

13：00

14：00
SL　特別講演
座長：  宮本　　享
演者：  木村　　剛

15：00 議事総会

理事長講演

16：00 AS6　アフタヌーンセミナー6
What’s the NXT partner for AIS treatment? ～ Trevo NXT 
ステントリトリーバー＆Trevo Trak 21マイクロカテーテル～
座長：吉村　紳一
演者：山上　　宏／Raul G. Nogueira

共催： 日本ストライカー株式会社

AS7　アフタヌーンセミナー7
破裂動脈瘤コイル塞栓術での私のこだわり　“Role of 
G3 Brothers”　Tips & Tricks for Ruptured Cases
ファシリテーター：佐藤　　徹 
プレゼンター：   長谷川　仁／壽美田一貴／キッティポン　 

スィーワッタナクン／泉　　孝嗣／波多野武人
共催： ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

AS8　アフタヌーンセミナー8
Rethink your Microcatheter? 

～マイクロカテーテルを一歩深堀り～
座長：東　登志夫
演者：奥村　浩隆／鶴田和太郎／庄島　正明

共催： 日本メドトロニック株式会社

AS9　アフタヌーンセミナー9
FREDの適応について考える
座長：松丸　祐司
演者：Naci Kocer ／大石　英則

共催： テルモ株式会社

17：00

S7　シンポジウム 7
Vessel wall imaging の最先端

座長：  田中美千裕／田上　秀一
演者：  Timo Krings ／

Mahmud Mossa-Basha ／
松重　俊憲／橋本　幸繁／小林　英一
／遠藤　英徳／中川　一郎

THM　タウンホールミーティング
日本から世界への情報発信 

－ a missing piece はなにか？－
座長：  石井　健介／坂井　信幸／小林　繁樹
演者：  坂井　千秋／益崎　隆志／藤木　愛子

／森川　華子／根木　宏明

VS　ビデオシンポジウム
AVMに対する根治的塞栓術
座長：  杉生　憲志
演者：  寺田　友昭／Rene Chapot 技S2　技師シンポジウム 2

急性期脳梗塞、画像診断のために最善
を尽くす

座長：  平野　　透／松田　　晃
演者：  笹森　大輔／大浦　大輔／福永　正明

18：00

MS1　ミニシンポジウム 1
遠位血管に対する血栓回収術の是非

座長：  川西　正彦／堀江　信貴
演者：  石原　秀行／南部　　育／伊賀崎翔太／

木全　将之／山崎　英一／進藤　誠悟

19：00

20：00

21：00

7:00～8:00 7:00～8:00

8:10～10:00

English

8:10～10:00 8:10～10:00

10:10～12:10 10:10～11:55 10:10～11:10 10:10～11:10

11:10～12:10

12:30～13:30 12:30～13:30 12:30～13:30 12:30～13:30

13:50～14:50

14:50～15:20

15:20～15:40

15:50～16:50 15:50～16:50 15:50～16:50 15:50～16:50

17:20～19:15 17:20～19:20 17:20～18:20 17:20～19:20

18:30～19:30

座長：  石井　　暁
演者：  坂井　信幸

12:30～13:30
LS11　ランチョンセミナー11
分岐部動脈瘤コイル塞栓術の
新しい切り札 “PulseRider”　

- 日米の使用経験
座長：坂井　信幸
演者：  Alejandro M. Spiotta ／

坂井　信幸
共催： ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

LS12　ランチョンセミナー12
急性期脳梗塞の診断と治療を
支援する画像診断のいま

演者：堤　　高志／蛯子　裕輔
共催： キヤノンメディカルシステムズ株式会社

LS13　ランチョンセミナー13
コイル塞栓術での 
新しいコイル選択

座長：吉村　紳一
演者：竹内　昌孝／木村　尚人
共催： 株式会社カネカメディックス

15:50～16:50
AS10　アフタヌーンセミナー10
脳・心を守る抗血栓療法Up Date

座長：定政　信猛
演者：田﨑　淳一

共催： 第一三共株式会社

AS11　アフタヌーンセミナー11
次の一手2020  

－虚血、動脈瘤、シャント疾
患の最新を学ぶ60分－

演者：津本　智幸／寺田　友昭
共催： 株式会社東海メディカルプロダクツ

AS12　アフタヌーンセミナー12
脳血管内治療医が知っておくべき
血栓回収療法からのNext step
座長：森本　将史
演者：土井尻遼介／園田　和隆
共催： 日本メドトロニック株式会社CRHF事業部

AS13　アフタヌーンセミナー13
頸動脈ステント留置術 

～ Feel the difference ～
座長：中原　一郎
演者：西堀　正洋／林　　正孝
共催： 日本メドトロニック株式会社

<WEB配信>

<WEB配信>


