
2日目　1月11日（土）

4階　41会議室 3階　31会議室
展示会場
4階　ロビー4階　43+44会議室　

会場名
会議室名

第1会場 第2会場 第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

アクトシティ浜松 コングレスセンター

1日目　1月10日（金）

4階　41会議室 3階　31会議室
展示会場
4階　ロビー4階　43+44会議室　

会場名
会議室名

第1会場 第2会場 第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

アクトシティ浜松 コングレスセンター

11:15 ～ 11:55

13:20 ～ 13:40

14:20 ～ 15:30 14:20 ～ 15:10

15:10 ～ 16:10

15:40 ～ 17:00

13:40 ～ 14:20

14:20 ～ 15:32

8:30 ～ 9:10 8:30 ～ 9:18

9:20 ～ 10:00

10:10 ～ 10:50

9:10 ～ 10:14

10:15 ～ 10:40

16:20 ～ 17:24

17:00 ～ 17:35

12:00 ～ 13:00

8:30 ～ 15:30

機器・書籍展示

8:30 ～ 9:30

9:30 ～ 10:20

10:20 ～ 11:10

14:40 ～ 15:20

13:20 ～ 14:40

16:10 ～ 17:40

13:20 ～ 14:00

14:00 ～ 14:32

15:20 ～ 16:16

16:20 ～ 17:10

15:20 ～ 16:00

17:50 ～ 18:50

16:50 ～ 17:50

第43回日本てんかん外科学会
ランチョンセミナー

12:10 ～ 13:10

第43回日本てんかん外科学会
モーニングセミナー

第43回日本てんかん外科学会

8:30 ～ 18:00

機器・書籍展示

9:50 ～ 11:50

9:00 ～ 11:30

8:00 ～ 12:00
合同教育セミナー
（定位・機能神経外科学会の部）
第1部（8:00 ～ 10:00）
座長：梶田　泰一
　「定位脳手術に役立つ神経生理学」
　演者：南部　　篤
　「不随意運動に対する薬剤治療　up to date
　 －薬剤で良くなるかも不随意運動－」
　演者：宮嶋　裕明
　「パーキンソン病に対するDBS」
　演者：中嶋　　剛
　「振戦に対するDBS、凝固術」
　演者：旭　　雄士

第2部（10:00 ～ 12:00）
座長：宮城　　靖
　「ジストニアに対する脳深部刺激療法と脳凝固術」
　演者：堀澤　士朗
　「頑痛症（難治性疼痛）に対する
 　ニューロモデュレーション」
　演者：細見　晃一
　「痙縮に対するニューロモデュレーション」
　演者：内山　卓也
　「専門医試験　直前講座
 　これだけは押さえよう 機能神経外科」
　演者：小林　一太

13:20 ～ 16:40
合同教育セミナー
（てんかん外科学会の部）
第1部（13:20 ～ 15:00）
座長：戸田　啓介
　「てんかん外科の脳波・発作症候」
　演者：久保田有一
　「てんかん外科と画像」
　演者：稲次　基希
　「てんかん外科の病理」
　演者：宮田　　元

第2部（15:10 ～ 16:40）
座長：臼井　直敬
　「てんかん外科・成人及び小児
　 （焦点切除術を中心に）」
　演者：國井　尚人
　「機能局在とマッピング」
　演者：江夏　　怜
　「緩和的外科治療」
　演者：田村健太郎

13:00 ～ 13:15 議事総会

AASSFN President Lecture
座長：藤井　幸彦　　演者：Jung-Il Lee

President Lecture

17:35 ～

11:50 ～ 12:00

ランチョンセミナー1
Directional Lead の本質とそれを最大限
発揮するためのSystemとその応用

座長：上利　　崇
演者：増田　　浩、Stefan Jun Groiss
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

12:10 ～ 13:10

ランチョンセミナー2
ITB療法のトラブルシューティング

座長：平林　秀裕
演者：押野　　悟

共催：第一三共株式会社

第4回MRガイド下集束超音波治療器講習会
主催：一般社団法人日本脳神経外科学会

ランチョンセミナー3
Update on DBS in 2020
座長：山田　和慶、平林　秀裕

演者：Marwan Hariz、Paul Krack
共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー4

運動障害の新たな治療と展望
座長：平　　孝臣

演者：Andres M. Lozano
共催：InSightec Japan 株式会社

一般演題（口演）8　精神領域関連
座長：渡辺　克成

一般演題（口演）7
手術手技Ⅱ
座長：中嶋　　剛

一般演題（口演）10
合併症

座長：旭　　雄士

一般演題（口演）11
振戦・FUSⅠ
座長：前澤　　聡

一般演題（口演）12
振戦・FUSⅡ
座長：堀澤　士朗

一般演題（口演）6
疼痛

座長：細見　晃一

12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー5

DBS手術・治療において LFPで何ができるか？
座長：谷口　　真
演者：岩室　宏一

共催：日本メドトロニック株式会社

WSSFN President Lecture
座長：杉山　憲嗣　　演者：Jin Woo Chang

開会の辞　会長：杉山　憲嗣

シンポジウム１
難治性疼痛に対する

ニューロモデュレーション
座長：谷口　　真
　　　齋藤　洋一

てんかん外科学会・
定位機能神経外科学会
合同シンポジウム

近未来の治療選択肢 : RNS, DBS, etc
座長：前原　健寿
　　　加藤　天美
　　　川合　謙介

シンポジウム4
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅰ（画像、手術）

座長：大島　秀規
　　　

シンポジウム5
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅱ（認知・精神症状他）

座長：小林　正人

シンポジウム6
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅲ（運動症状他）

座長：戸田　弘紀

シンポジウム７
フィールドポテンシャルと

オッシレーション
座長：貴島　晴彦
　　　三国　信啓

シンポジウム10
パーキンソン病・不随意運動治療における

新知見Ⅴ（振戦・精神科領域・他）
座長：鈴木　倫保

シンポジウム９
パーキンソン病・不随意運動治療における

新知見Ⅳ（ジストニア）
座長：後藤　　恵

シンポジウム８
DBSの新規刺激条件による

治療効果の異同
座長：梅村　　淳
　　　宮城　　靖

教育講演２
微小電極法を用いた運動異常症に対する定位脳手術

－視床手術を中心に－
座長：栗え　　薫　　演者：平戸　政史

シンポジウム2
認知症に対するニューロモデュレーション

座長：落合　　卓

シンポジウム3
精神科疾患に対する

ニューロモデュレーション
座長：山末　英典、深谷　　親

森下　登史　　　

イブニングセミナー
パーキンソン病に対する脳深部刺激療法と

周術期管理、薬剤調整
座長：梅村　　淳　　演者：斎木　英資

共催：武田薬品工業株式会社

教育講演1
The possibility of DBS to treat Alzheimer’s disease
座長：伊達　　勲　　演者：Andres M. Lozano

特別企画
世界におけるNPDの現状

座長：加藤　天美
　　　難波　宏樹
　　　松尾　幸治

　　演者：Marwan Hariz
　　　　　Edward Karst
　　　　　  Jin Woo Chang

一般演題（口演）1
手術手技Ⅰ
座長：山田　和慶

一般演題（口演）3
パーキンソン病Ⅱ
座長：樋口　佳則

一般演題（口演）5
症例から学ぶ
座長：野崎　孝雄

一般演題（口演）9
ジストニア
座長：仁村　太郎

一般演題（口演）13
痙縮

座長：内山　卓也

一般演題（口演）4
パーキンソン病Ⅲ
座長：川崎　　隆

一般演題（口演）2　パーキンソン病Ⅰ
座長：藤井　正美

閉会の辞　会長：杉山　憲嗣

領域講習対象

領域講習対象 領域講習対象
領域講習対象

領域講習対象

領域講習対象 領域講習対象
第43回日本てんかん外科学会　閉会の辞

合同懇親会（ホテルクラウンパレス浜松　4階　芙蓉の間）19:15 ～

：同時通訳 ：同時通訳
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4階　41会議室 3階　31会議室
展示会場
4階　ロビー4階　43+44会議室　

会場名
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第1会場 第2会場 第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

アクトシティ浜松 コングレスセンター

1日目　1月10日（金）

4階　41会議室 3階　31会議室
展示会場
4階　ロビー4階　43+44会議室　

会場名
会議室名

第1会場 第2会場 第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

アクトシティ浜松 コングレスセンター

11:15 ～ 11:55

13:20 ～ 13:40

14:20 ～ 15:30 14:20 ～ 15:10

15:10 ～ 16:10

15:40 ～ 17:00

13:40 ～ 14:20

14:20 ～ 15:32

8:30 ～ 9:10 8:30 ～ 9:18

9:20 ～ 10:00

10:10 ～ 10:50

9:10 ～ 10:14

10:15 ～ 10:40

16:20 ～ 17:24

17:00 ～ 17:35

12:00 ～ 13:00

8:30 ～ 15:30

機器・書籍展示

8:30 ～ 9:30

9:30 ～ 10:20

10:20 ～ 11:10

14:40 ～ 15:20

13:20 ～ 14:40

16:10 ～ 17:40

13:20 ～ 14:00

14:00 ～ 14:32

15:20 ～ 16:16

16:20 ～ 17:10

15:20 ～ 16:00

17:50 ～ 18:50

16:50 ～ 17:50

第43回日本てんかん外科学会
ランチョンセミナー

12:10 ～ 13:10

第43回日本てんかん外科学会
モーニングセミナー

第43回日本てんかん外科学会

8:30 ～ 18:00

機器・書籍展示

9:50 ～ 11:50

9:00 ～ 11:30

8:00 ～ 12:00
合同教育セミナー
（定位・機能神経外科学会の部）
第1部（8:00 ～ 10:00）
座長：梶田　泰一
　「定位脳手術に役立つ神経生理学」
　演者：南部　　篤
　「不随意運動に対する薬剤治療　up to date
　 －薬剤で良くなるかも不随意運動－」
　演者：宮嶋　裕明
　「パーキンソン病に対するDBS」
　演者：中嶋　　剛
　「振戦に対するDBS、凝固術」
　演者：旭　　雄士

第2部（10:00 ～ 12:00）
座長：宮城　　靖
　「ジストニアに対する脳深部刺激療法と脳凝固術」
　演者：堀澤　士朗
　「頑痛症（難治性疼痛）に対する
 　ニューロモデュレーション」
　演者：細見　晃一
　「痙縮に対するニューロモデュレーション」
　演者：内山　卓也
　「専門医試験　直前講座
 　これだけは押さえよう 機能神経外科」
　演者：小林　一太

13:20 ～ 16:40
合同教育セミナー
（てんかん外科学会の部）
第1部（13:20 ～ 15:00）
座長：戸田　啓介
　「てんかん外科の脳波・発作症候」
　演者：久保田有一
　「てんかん外科と画像」
　演者：稲次　基希
　「てんかん外科の病理」
　演者：宮田　　元

第2部（15:10 ～ 16:40）
座長：臼井　直敬
　「てんかん外科・成人及び小児
　 （焦点切除術を中心に）」
　演者：國井　尚人
　「機能局在とマッピング」
　演者：江夏　　怜
　「緩和的外科治療」
　演者：田村健太郎

13:00 ～ 13:15 議事総会

AASSFN President Lecture
座長：藤井　幸彦　　演者：Jung-Il Lee

President Lecture

17:35 ～

11:50 ～ 12:00

ランチョンセミナー1
Directional Lead の本質とそれを最大限
発揮するためのSystemとその応用

座長：上利　　崇
演者：増田　　浩、Stefan Jun Groiss
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

12:10 ～ 13:10

ランチョンセミナー2
ITB療法のトラブルシューティング

座長：平林　秀裕
演者：押野　　悟

共催：第一三共株式会社

第4回MRガイド下集束超音波治療器講習会
主催：一般社団法人日本脳神経外科学会

ランチョンセミナー3
Update on DBS in 2020
座長：山田　和慶、平林　秀裕

演者：Marwan Hariz、Paul Krack
共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー4

運動障害の新たな治療と展望
座長：平　　孝臣

演者：Andres M. Lozano
共催：InSightec Japan 株式会社

一般演題（口演）8　精神領域関連
座長：渡辺　克成

一般演題（口演）7
手術手技Ⅱ
座長：中嶋　　剛

一般演題（口演）10
合併症

座長：旭　　雄士

一般演題（口演）11
振戦・FUSⅠ
座長：前澤　　聡

一般演題（口演）12
振戦・FUSⅡ
座長：堀澤　士朗

一般演題（口演）6
疼痛

座長：細見　晃一

12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー5

DBS手術・治療において LFPで何ができるか？
座長：谷口　　真
演者：岩室　宏一

共催：日本メドトロニック株式会社

WSSFN President Lecture
座長：杉山　憲嗣　　演者：Jin Woo Chang

開会の辞　会長：杉山　憲嗣

シンポジウム１
難治性疼痛に対する

ニューロモデュレーション
座長：谷口　　真
　　　齋藤　洋一

てんかん外科学会・
定位機能神経外科学会
合同シンポジウム

近未来の治療選択肢 : RNS, DBS, etc
座長：前原　健寿
　　　加藤　天美
　　　川合　謙介

シンポジウム4
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅰ（画像、手術）

座長：大島　秀規
　　　

シンポジウム5
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅱ（認知・精神症状他）

座長：小林　正人

シンポジウム6
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅲ（運動症状他）

座長：戸田　弘紀

シンポジウム７
フィールドポテンシャルと

オッシレーション
座長：貴島　晴彦
　　　三国　信啓

シンポジウム10
パーキンソン病・不随意運動治療における

新知見Ⅴ（振戦・精神科領域・他）
座長：鈴木　倫保

シンポジウム９
パーキンソン病・不随意運動治療における

新知見Ⅳ（ジストニア）
座長：後藤　　恵

シンポジウム８
DBSの新規刺激条件による

治療効果の異同
座長：梅村　　淳
　　　宮城　　靖

教育講演２
微小電極法を用いた運動異常症に対する定位脳手術

－視床手術を中心に－
座長：栗え　　薫　　演者：平戸　政史

シンポジウム2
認知症に対するニューロモデュレーション

座長：落合　　卓

シンポジウム3
精神科疾患に対する

ニューロモデュレーション
座長：山末　英典、深谷　　親

森下　登史　　　

イブニングセミナー
パーキンソン病に対する脳深部刺激療法と

周術期管理、薬剤調整
座長：梅村　　淳　　演者：斎木　英資

共催：武田薬品工業株式会社

教育講演1
The possibility of DBS to treat Alzheimer’s disease
座長：伊達　　勲　　演者：Andres M. Lozano

特別企画
世界におけるNPDの現状

座長：加藤　天美
　　　難波　宏樹
　　　松尾　幸治

　　演者：Marwan Hariz
　　　　　Edward Karst
　　　　　  Jin Woo Chang

一般演題（口演）1
手術手技Ⅰ
座長：山田　和慶

一般演題（口演）3
パーキンソン病Ⅱ
座長：樋口　佳則

一般演題（口演）5
症例から学ぶ
座長：野崎　孝雄

一般演題（口演）9
ジストニア
座長：仁村　太郎

一般演題（口演）13
痙縮

座長：内山　卓也

一般演題（口演）4
パーキンソン病Ⅲ
座長：川崎　　隆

一般演題（口演）2　パーキンソン病Ⅰ
座長：藤井　正美

閉会の辞　会長：杉山　憲嗣

領域講習対象

領域講習対象 領域講習対象
領域講習対象

領域講習対象

領域講習対象 領域講習対象
第43回日本てんかん外科学会　閉会の辞

合同懇親会（ホテルクラウンパレス浜松　4階　芙蓉の間）19:15 ～

：同時通訳 ：同時通訳
－ 16 －

日程表



2日目　1月11日（土）

4階　41会議室 3階　31会議室
展示会場
4階　ロビー4階　43+44会議室　

会場名
会議室名

第1会場 第2会場 第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

アクトシティ浜松 コングレスセンター

1日目　1月10日（金）

4階　41会議室 3階　31会議室
展示会場
4階　ロビー4階　43+44会議室　

会場名
会議室名

第1会場 第2会場 第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

アクトシティ浜松 コングレスセンター

11:15 ～ 11:55

13:20 ～ 13:40

14:20 ～ 15:30 14:20 ～ 15:10

15:10 ～ 16:10

15:40 ～ 17:00

13:40 ～ 14:20

14:20 ～ 15:32

8:30 ～ 9:10 8:30 ～ 9:18

9:20 ～ 10:00

10:10 ～ 10:50

9:10 ～ 10:14

10:15 ～ 10:40

16:20 ～ 17:24

17:00 ～ 17:35

12:00 ～ 13:00

8:30 ～ 15:30

機器・書籍展示

8:30 ～ 9:30

9:30 ～ 10:20

10:20 ～ 11:10

14:40 ～ 15:20

13:20 ～ 14:40

16:10 ～ 17:40

13:20 ～ 14:00

14:00 ～ 14:32

15:20 ～ 16:16

16:20 ～ 17:10

15:20 ～ 16:00

17:50 ～ 18:50

16:50 ～ 17:50

第43回日本てんかん外科学会
ランチョンセミナー

12:10 ～ 13:10

第43回日本てんかん外科学会
モーニングセミナー

第43回日本てんかん外科学会

8:30 ～ 18:00

機器・書籍展示

9:50 ～ 11:50

9:00 ～ 11:30

8:00 ～ 12:00
合同教育セミナー
（定位・機能神経外科学会の部）
第1部（8:00 ～ 10:00）
座長：梶田　泰一
　「定位脳手術に役立つ神経生理学」
　演者：南部　　篤
　「不随意運動に対する薬剤治療　up to date
　 －薬剤で良くなるかも不随意運動－」
　演者：宮嶋　裕明
　「パーキンソン病に対するDBS」
　演者：中嶋　　剛
　「振戦に対するDBS、凝固術」
　演者：旭　　雄士

第2部（10:00 ～ 12:00）
座長：宮城　　靖
　「ジストニアに対する脳深部刺激療法と脳凝固術」
　演者：堀澤　士朗
　「頑痛症（難治性疼痛）に対する
 　ニューロモデュレーション」
　演者：細見　晃一
　「痙縮に対するニューロモデュレーション」
　演者：内山　卓也
　「専門医試験　直前講座
 　これだけは押さえよう 機能神経外科」
　演者：小林　一太

13:20 ～ 16:40
合同教育セミナー
（てんかん外科学会の部）
第1部（13:20 ～ 15:00）
座長：戸田　啓介
　「てんかん外科の脳波・発作症候」
　演者：久保田有一
　「てんかん外科と画像」
　演者：稲次　基希
　「てんかん外科の病理」
　演者：宮田　　元

第2部（15:10 ～ 16:40）
座長：臼井　直敬
　「てんかん外科・成人及び小児
　 （焦点切除術を中心に）」
　演者：國井　尚人
　「機能局在とマッピング」
　演者：江夏　　怜
　「緩和的外科治療」
　演者：田村健太郎

13:00 ～ 13:15 議事総会

AASSFN President Lecture
座長：藤井　幸彦　　演者：Jung-Il Lee

President Lecture

17:35 ～

11:50 ～ 12:00

ランチョンセミナー1
Directional Lead の本質とそれを最大限
発揮するためのSystemとその応用

座長：上利　　崇
演者：増田　　浩、Stefan Jun Groiss
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

12:10 ～ 13:10

ランチョンセミナー2
ITB療法のトラブルシューティング

座長：平林　秀裕
演者：押野　　悟

共催：第一三共株式会社

第4回MRガイド下集束超音波治療器講習会
主催：一般社団法人日本脳神経外科学会

ランチョンセミナー3
Update on DBS in 2020
座長：山田　和慶、平林　秀裕

演者：Marwan Hariz、Paul Krack
共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー4

運動障害の新たな治療と展望
座長：平　　孝臣

演者：Andres M. Lozano
共催：InSightec Japan 株式会社

一般演題（口演）8　精神領域関連
座長：渡辺　克成

一般演題（口演）7
手術手技Ⅱ
座長：中嶋　　剛

一般演題（口演）10
合併症

座長：旭　　雄士

一般演題（口演）11
振戦・FUSⅠ
座長：前澤　　聡

一般演題（口演）12
振戦・FUSⅡ
座長：堀澤　士朗

一般演題（口演）6
疼痛

座長：細見　晃一

12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー5

DBS手術・治療において LFPで何ができるか？
座長：谷口　　真
演者：岩室　宏一

共催：日本メドトロニック株式会社

WSSFN President Lecture
座長：杉山　憲嗣　　演者：Jin Woo Chang

開会の辞　会長：杉山　憲嗣

シンポジウム１
難治性疼痛に対する

ニューロモデュレーション
座長：谷口　　真
　　　齋藤　洋一

てんかん外科学会・
定位機能神経外科学会
合同シンポジウム

近未来の治療選択肢 : RNS, DBS, etc
座長：前原　健寿
　　　加藤　天美
　　　川合　謙介

シンポジウム4
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅰ（画像、手術）

座長：大島　秀規
　　　

シンポジウム5
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅱ（認知・精神症状他）

座長：小林　正人

シンポジウム6
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅲ（運動症状他）

座長：戸田　弘紀

シンポジウム７
フィールドポテンシャルと

オッシレーション
座長：貴島　晴彦
　　　三国　信啓

シンポジウム10
パーキンソン病・不随意運動治療における

新知見Ⅴ（振戦・精神科領域・他）
座長：鈴木　倫保

シンポジウム９
パーキンソン病・不随意運動治療における

新知見Ⅳ（ジストニア）
座長：後藤　　恵

シンポジウム８
DBSの新規刺激条件による

治療効果の異同
座長：梅村　　淳
　　　宮城　　靖

教育講演２
微小電極法を用いた運動異常症に対する定位脳手術

－視床手術を中心に－
座長：栗え　　薫　　演者：平戸　政史

シンポジウム2
認知症に対するニューロモデュレーション

座長：落合　　卓

シンポジウム3
精神科疾患に対する

ニューロモデュレーション
座長：山末　英典、深谷　　親

森下　登史　　　

イブニングセミナー
パーキンソン病に対する脳深部刺激療法と

周術期管理、薬剤調整
座長：梅村　　淳　　演者：斎木　英資

共催：武田薬品工業株式会社

教育講演1
The possibility of DBS to treat Alzheimer’s disease
座長：伊達　　勲　　演者：Andres M. Lozano

特別企画
世界におけるNPDの現状

座長：加藤　天美
　　　難波　宏樹
　　　松尾　幸治

　　演者：Marwan Hariz
　　　　　Edward Karst
　　　　　  Jin Woo Chang

一般演題（口演）1
手術手技Ⅰ
座長：山田　和慶

一般演題（口演）3
パーキンソン病Ⅱ
座長：樋口　佳則

一般演題（口演）5
症例から学ぶ
座長：野崎　孝雄

一般演題（口演）9
ジストニア
座長：仁村　太郎

一般演題（口演）13
痙縮

座長：内山　卓也

一般演題（口演）4
パーキンソン病Ⅲ
座長：川崎　　隆

一般演題（口演）2　パーキンソン病Ⅰ
座長：藤井　正美

閉会の辞　会長：杉山　憲嗣

領域講習対象

領域講習対象 領域講習対象
領域講習対象

領域講習対象

領域講習対象 領域講習対象
第43回日本てんかん外科学会　閉会の辞

合同懇親会（ホテルクラウンパレス浜松　4階　芙蓉の間）19:15 ～

：同時通訳 ：同時通訳

2日目　1月11日（土）

4階　41会議室 3階　31会議室
展示会場
4階　ロビー4階　43+44会議室　

会場名
会議室名

第1会場 第2会場 第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

アクトシティ浜松 コングレスセンター

1日目　1月10日（金）

4階　41会議室 3階　31会議室
展示会場
4階　ロビー4階　43+44会議室　

会場名
会議室名

第1会場 第2会場 第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

アクトシティ浜松 コングレスセンター

11:15 ～ 11:55

13:20 ～ 13:40

14:20 ～ 15:30 14:20 ～ 15:10

15:10 ～ 16:10

15:40 ～ 17:00

13:40 ～ 14:20

14:20 ～ 15:32

8:30 ～ 9:10 8:30 ～ 9:18

9:20 ～ 10:00

10:10 ～ 10:50

9:10 ～ 10:14

10:15 ～ 10:40

16:20 ～ 17:24

17:00 ～ 17:35

12:00 ～ 13:00

8:30 ～ 15:30

機器・書籍展示

8:30 ～ 9:30

9:30 ～ 10:20

10:20 ～ 11:10

14:40 ～ 15:20

13:20 ～ 14:40

16:10 ～ 17:40

13:20 ～ 14:00

14:00 ～ 14:32

15:20 ～ 16:16

16:20 ～ 17:10

15:20 ～ 16:00

17:50 ～ 18:50

16:50 ～ 17:50

第43回日本てんかん外科学会
ランチョンセミナー

12:10 ～ 13:10

第43回日本てんかん外科学会
モーニングセミナー

第43回日本てんかん外科学会

8:30 ～ 18:00

機器・書籍展示

9:50 ～ 11:50

9:00 ～ 11:30

8:00 ～ 12:00
合同教育セミナー
（定位・機能神経外科学会の部）
第1部（8:00 ～ 10:00）
座長：梶田　泰一
　「定位脳手術に役立つ神経生理学」
　演者：南部　　篤
　「不随意運動に対する薬剤治療　up to date
　 －薬剤で良くなるかも不随意運動－」
　演者：宮嶋　裕明
　「パーキンソン病に対するDBS」
　演者：中嶋　　剛
　「振戦に対するDBS、凝固術」
　演者：旭　　雄士

第2部（10:00 ～ 12:00）
座長：宮城　　靖
　「ジストニアに対する脳深部刺激療法と脳凝固術」
　演者：堀澤　士朗
　「頑痛症（難治性疼痛）に対する
 　ニューロモデュレーション」
　演者：細見　晃一
　「痙縮に対するニューロモデュレーション」
　演者：内山　卓也
　「専門医試験　直前講座
 　これだけは押さえよう 機能神経外科」
　演者：小林　一太

13:20 ～ 16:40
合同教育セミナー
（てんかん外科学会の部）
第1部（13:20 ～ 15:00）
座長：戸田　啓介
　「てんかん外科の脳波・発作症候」
　演者：久保田有一
　「てんかん外科と画像」
　演者：稲次　基希
　「てんかん外科の病理」
　演者：宮田　　元

第2部（15:10 ～ 16:40）
座長：臼井　直敬
　「てんかん外科・成人及び小児
　 （焦点切除術を中心に）」
　演者：國井　尚人
　「機能局在とマッピング」
　演者：江夏　　怜
　「緩和的外科治療」
　演者：田村健太郎

13:00 ～ 13:15 議事総会

AASSFN President Lecture
座長：藤井　幸彦　　演者：Jung-Il Lee

President Lecture

17:35 ～

11:50 ～ 12:00

ランチョンセミナー1
Directional Lead の本質とそれを最大限
発揮するためのSystemとその応用

座長：上利　　崇
演者：増田　　浩、Stefan Jun Groiss
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

12:10 ～ 13:10

ランチョンセミナー2
ITB療法のトラブルシューティング

座長：平林　秀裕
演者：押野　　悟

共催：第一三共株式会社

第4回MRガイド下集束超音波治療器講習会
主催：一般社団法人日本脳神経外科学会

ランチョンセミナー3
Update on DBS in 2020
座長：山田　和慶、平林　秀裕

演者：Marwan Hariz、Paul Krack
共催：ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー4

運動障害の新たな治療と展望
座長：平　　孝臣

演者：Andres M. Lozano
共催：InSightec Japan 株式会社

一般演題（口演）8　精神領域関連
座長：渡辺　克成

一般演題（口演）7
手術手技Ⅱ
座長：中嶋　　剛

一般演題（口演）10
合併症

座長：旭　　雄士

一般演題（口演）11
振戦・FUSⅠ
座長：前澤　　聡

一般演題（口演）12
振戦・FUSⅡ
座長：堀澤　士朗

一般演題（口演）6
疼痛

座長：細見　晃一

12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー5

DBS手術・治療において LFPで何ができるか？
座長：谷口　　真
演者：岩室　宏一

共催：日本メドトロニック株式会社

WSSFN President Lecture
座長：杉山　憲嗣　　演者：Jin Woo Chang

開会の辞　会長：杉山　憲嗣

シンポジウム１
難治性疼痛に対する

ニューロモデュレーション
座長：谷口　　真
　　　齋藤　洋一

てんかん外科学会・
定位機能神経外科学会
合同シンポジウム

近未来の治療選択肢 : RNS, DBS, etc
座長：前原　健寿
　　　加藤　天美
　　　川合　謙介

シンポジウム4
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅰ（画像、手術）

座長：大島　秀規
　　　

シンポジウム5
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅱ（認知・精神症状他）

座長：小林　正人

シンポジウム6
パーキンソン病・不随意運動治療に
おける新知見Ⅲ（運動症状他）

座長：戸田　弘紀

シンポジウム７
フィールドポテンシャルと

オッシレーション
座長：貴島　晴彦
　　　三国　信啓

シンポジウム10
パーキンソン病・不随意運動治療における

新知見Ⅴ（振戦・精神科領域・他）
座長：鈴木　倫保

シンポジウム９
パーキンソン病・不随意運動治療における

新知見Ⅳ（ジストニア）
座長：後藤　　恵

シンポジウム８
DBSの新規刺激条件による

治療効果の異同
座長：梅村　　淳
　　　宮城　　靖

教育講演２
微小電極法を用いた運動異常症に対する定位脳手術

－視床手術を中心に－
座長：栗え　　薫　　演者：平戸　政史

シンポジウム2
認知症に対するニューロモデュレーション

座長：落合　　卓

シンポジウム3
精神科疾患に対する

ニューロモデュレーション
座長：山末　英典、深谷　　親

森下　登史　　　

イブニングセミナー
パーキンソン病に対する脳深部刺激療法と

周術期管理、薬剤調整
座長：梅村　　淳　　演者：斎木　英資

共催：武田薬品工業株式会社

教育講演1
The possibility of DBS to treat Alzheimer’s disease
座長：伊達　　勲　　演者：Andres M. Lozano

特別企画
世界におけるNPDの現状

座長：加藤　天美
　　　難波　宏樹
　　　松尾　幸治

　　演者：Marwan Hariz
　　　　　Edward Karst
　　　　　  Jin Woo Chang

一般演題（口演）1
手術手技Ⅰ
座長：山田　和慶

一般演題（口演）3
パーキンソン病Ⅱ
座長：樋口　佳則

一般演題（口演）5
症例から学ぶ
座長：野崎　孝雄

一般演題（口演）9
ジストニア
座長：仁村　太郎

一般演題（口演）13
痙縮

座長：内山　卓也

一般演題（口演）4
パーキンソン病Ⅲ
座長：川崎　　隆

一般演題（口演）2　パーキンソン病Ⅰ
座長：藤井　正美

閉会の辞　会長：杉山　憲嗣

領域講習対象

領域講習対象 領域講習対象
領域講習対象

領域講習対象

領域講習対象 領域講習対象
第43回日本てんかん外科学会　閉会の辞

合同懇親会（ホテルクラウンパレス浜松　4階　芙蓉の間）19:15 ～

：同時通訳 ：同時通訳
－ 17 －

日程表


