
※領域講習単位申請時の情報です。開催時間、講習会演題等は一部変更となる場合があります。

学会名
会長

（敬称略）
開催場所 開催日 開催時間 単位 講演題名

講師
（敬称略）

第34回脳血管外科治療セミナー

第56回奈良脳神経外科治療研究会

第19回日本ガンマナイフ学会 2022/1/21 17:15-18:15 1単位 分子診断時代のグリオーマ治療 吉本 幸司

11:10-12:10 1単位 通常分割照射と定位照射における線量分割の立ち位置の違い 溝脇 尚志

中
止

第140回日本脳神経外科学会九州支部

第14回⼭梨脳血管内治療研究会

10:50-11:50 1単位 Advances in Epilepsy Surgery Samuel Wiebe

てんかん外科と精神症状 稲次 基希

心(こころ）を診るてんかん外科臨床 岩佐 博人

10:50-11:50 1単位
Basic and advanced principles of stereo-electroencephalography: from
hypothesis planning to interpretation

Birgit Frauscher

第45回日本てんかん外科学会
※は教育セミナー

高齢者てんかんの対応とてんかん診療連携促進における遠隔脳波診断の活用 池谷 直樹

私が考える薬物治療の選択基準～高齢者てんかんを中心に～ 飯田 幸治

てんかんの診断(発作症候学、脳波、画像) 香川 幸太

オンデマンド配信：2022年2月10日～2022年2月28日
てんかんの投薬治療~薬剤選択、副作用、禁忌~ 原 広一郎

てんかん外科の病理:てんかん焦点の病理、てんかんに関連する病変の病理 新井 信隆

成人のてんかん外科：側頭葉てんかん、側頭葉外てんかんについて 石下 洋平

小児てんかん外科 國廣 誉世

緩和的てんかん外科治療：脳梁離断術、VNS、MST、MHT+半球離断術 嶋田 勢二郎

第24回日本脳神経減圧術学会 後頭蓋窩手術における髄液漏予防: Collagen Matrix (DuraGen®) の有効な使
用方法

井上 	卓郎

私の“MVD髄液漏戦記” 畑⼭	 徹

オンデマンド配信：2022年2月10日～2022年2月28日

1単位
SenSight directional leadとPercept PC – DBSにどのような変革をもたらす
か？

谷 直樹

1単位 Leksell Vantage Stereotactic Systemを用いたSEEG手術の経験 稲次 基希

1単位 痙縮治療におけるボツリヌス療法とリハビリテーション医療 佐浦 隆一

Principal of tractography
– assisted DBS surgery planning

Stéphane Palfi

第61回日本定位・機能神経外科学会 Guide™ XTの有用性－MICCをより活用するために－ 岩室 宏一

1単位
	難治性疼痛に対するdifferential target multiplexed (DTM)脊髄刺激療法と
は？：作用機序ならびに臨床効果

上利 崇

DBS: Directionality & remote programming Stefan Jun Groiss

オンデマンド配信：2022年2月10日～2022年2月28日 脳深部刺激療法の現況と将来への期待 増田 浩

1単位
Focused  ultrasound  in  the  management  of  movement  disorders:  from
evidence to experience.

Raul Martínez-Fernández

機能脳神経外科手術におけるソフトウェア（Brainlab Elements）の有用性 福多 真史

Brainlab Elementsを用いたDBSの術前計画 川崎 隆

運動異常症の症候と病態 木村 活生

定位脳手術の基本－仕組みと画像－ 西田 南海子

パーキンソン病の外科治療up to date 佐々木 達也

振戦とジストニアの外科治療歴史と現況 森下 登史

オンデマンド配信：2022年2月10日～2022年2月28日 難治性疼痛のニューロモデュレーション療法 圓尾 知之

痙縮に対する包括的治療 竹林 成典

－

CFDを用いた脳動脈瘤治療 庄島　正明1単位19:30-20:30

12:00-13:00
1単位

16:45-17:45
1単位

1単位

9:35-10:35 1単位

住谷 	昌彦

前原　健寿
大阪

大阪国際会議場
2022/1/27

11:50-12:50 1単位

14:30-15:30 1単位

貴島　晴彦
大阪

大阪国際会議場

2022/1/28

12:10-13:10

17:50-18:50
1単位

2022/1/29

1単位10:40-11:40

大宝 和博

2022/1/28

12:10-13:10 1単位

13:30-15:20 ※1単位

15:30-17:20 ※1単位

峯　清一郎
大阪

大阪国際会議場

2022/1/27
11:50-12:50

2022/1/28木内　博之 -

井上　亨
福岡

福岡大学病院
メディカルホール

2022/1/22 16:20-17:20 1単位 FD講習

藤中 俊之

中瀬　裕之
奈良

奈良県コンベンション
センター

2022/1/15 17:00-18:00 1単位

片岡　大治
大阪

国立循環器病研究セン
ターエントランス棟3F

2022/1/14 17:30-18:30 1単位 脳血行再建術の基本と応用～CEAと深部バイパス 安部 洋

2022/1/15

虚血性脳血管障害の外科治療と周術期管理 川俣 貴一

11:45-12:45 1単位 脳血管内治療の合併症とその対策

八代　一孝
鹿児島

かごしま県民交流
センター 2022/1/22

12:15-13:15 1単位 Gamma Knife Icon時代の転移性脳腫瘍に対する分割定位照射

第61回日本定位・機能神経外科学会
教育セミナー

貴島　晴彦
大阪

大阪国際会議場
2022/1/28

8:30-9:30 1単位

三叉神経領域の痛み
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NEW 1単位 脳卒中救急治療と抗血栓療法 増尾 修

第27回日本脳神経外科救急学会 1単位 頭痛診療のパラダイムシフト～抗CGRP 抗体製剤の登場～ 喜多村 孝幸

急性期脳梗塞をやっつけろ　LVOとの戦い方 新美 淳

急性期脳梗塞をやっつけろ　MeVOとの戦い方 山﨑 英一

1単位 てんかん治療について 土肥 謙二

第11回岡山脳神経外科医会

第33回⽂京脳腫瘍研究会

NEW 1単位 先端巨大症：今後目指すべき治療 島津　章

経鼻内視鏡手術 ベーシックとアドバンス 丹治  正大

経鼻内視鏡手術 ベーシックとアドバンス 石井　雄道

第32回日本間脳下垂体腫瘍学会 1単位 成長ホルモン治療の新たな展望 –ソグルーヤに期待すること– 藤尾  信吾

難治性アクロメガリーの治療 田原  重志

難治性クッシング病の治療について
ーオシロドロスタットとパシレオチドを併用した一例ー

長峯  朋子

1単位 先端巨大症の薬物療法～症例から探る今後の課題～ 福岡  秀規

クリオシールとデュラウェーブを用いた鞍底再建
～選択肢の一つとしての提案～

堀口  健太郎

内視鏡下経鼻手術：頭蓋底再建法のバリエーションと使い分け 石井　雄道

NEW 1単位 認知症診療におけるアミロイドPETの役割 石井　一成

Cranial nerve disorders：画像診断の肝（キモ） 東　美菜子

Eye have a problem!　視覚障害症例の画像診断 山田　惠

第51回日本神経放射線学会 1単位 定量的磁化率マッピングの臨床応用 原田　太以佑

Siemens HealthineersのMR/CT最前線 近藤　礼

Siemens HealthineersのMR/CT最前線 上谷　浩之

多角的な診断に基づいた、治療選択 天野　達雄

多角的な診断に基づいた、治療選択 庄島　正明

1単位 アミロイドPETの最新情報 ―定量法とその意義を中心に― 石井　賢二

NEW 1単位 抗凝固療法中の頭蓋内出血に対する適切な対応 末廣　栄一

重症頭部外傷における急性期治療戦略
－頭蓋内圧モニタリングと減圧術－

稲次　基希

重症頭部外傷治療における続発性水頭症への対策 萩原　靖

重症頭部外傷における最近の知見 橋本　直哉

脳神経外科手術における止血の重要性 髙木　康志

Think FAST campaignについて 橋本　洋一郎

転ばぬ先のダビガトラン 長尾　毅彦

マルチモーダルセンサー　-Game changer?- 鈴木　倫保

第45回日本脳神経外傷学会 てんかんにおける最新の話題 三國　信啓

乳幼児頭部外傷手術における吸収性プレートの有用性 朴　永銖

こどもを守るために、また脳外科医を守るために知っておくべき社会的問
題

角　光一郎 

医学論争と刑事手続 奥谷　成之

乳幼児揺さぶられ症候群・虐待による頭部外傷と冤罪 笹倉　香奈

虐待対応にエビデンスを求めて 鈴木　聡

小児救急医療からみた乳幼児の急性硬膜下血腫の発症頻度と発症早期の養
育者の語り

神薗　淳司

身体的虐待による器質的脳損傷の発生機序と治療 荒木　尚

法医学から見た虐待による小児頭部外傷について 近藤　稔和

何故虐待による小児頭部外傷の予後は悪いのか
－医療を含めた問題点と治療戦略－

高橋　義男

第32回信州脳神経漢方研究会

第80回⿅児島脳神経外科学会

NEW 第24回日本ヒト脳機能マッピング学会 1単位 Clinical staging of Alzheimer's disease and Lewy body dementia Pedro Neto-Rosa

1単位
半導体検出器搭載PET/CT Biograph Visionを用いた
脳機能イメージング

木下　俊⽂

1単位 高齢者てんかんの鑑別と治療　 山本　貴道

1単位 先進脳画像による脳循環および機能解析 岡沢　秀彦

2022/2/28

2022/3/1

最近の手術症例からのLessons 清水 宏明

薬剤耐性菌に対する補剤の効用 北原　正和

めまい・頭痛の漢方治療　～ブラキシズムを考慮した治療の展開～ 佐藤　裕道

Supratotal Resectionを目指した神経膠腫に対する治療戦略 三宅 啓介

AI技術の実臨床応用 浜本 隆二

1単位

宇野　昌明
岡山

岡山コンベンション
センター

2022/2/12 17:30-18:30 1単位

2022/2/4

2022/2/5

吉本　幸司
⿅児島

サンロイヤルホテル
2022/2/26 18:00-19:00 1単位

中村 裕一 - 2022/2/26 18:00-19:30 1単位

藤堂 具紀
東京

ホテル東京
ガーデンパレス

2022/2/14 19:00-21:00 1単位

1単位
12:00-13:00

周郷　延雄
東京

グランドプリンスホテル
高輪

12:20-13:20

12:15-13:15

静岡
アクトシティ浜松

コングレスセンター
12:25-13:25尾内 康臣

1単位

1単位

1単位

1単位

1単位

19:00-20:00

12:00-13:002022/2/19

2022/2/18

東京
日経ホール&カンファレ

ンスルーム
西岡 宏

岩渕　聡
東京

ソラシティカンファレン
スセンター

2022/2/18 12:10-13:10

12:40-13:40

2022/2/19

8:00-9:00

15:35-17:20

12:10-13:10

2022/2/26

2022/2/25

奈良
THE KASHIHARA

11:50-12:50
1単位

1単位

1単位

1単位

1単位

1単位

中瀬　裕之
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