
※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） 開催地 開催場所 開催日 開催時間 単位 講習会演題 講師（敬称略）

第20回日本脳神経減圧術学会
http://mvd2018.umin.ne.jp/

竹島　秀雄 奈良県
奈良春日野国際フォーラム
甍～I・RA・KA～

2018年1月18日 12:00-13:00 1単位 脳神経減圧術についての基本、新しい治療法の試み 近藤明悳

2018年1月19日 12:00-13:00 1単位
痙性斜頸に対するSCS-BurstDR™刺激の早朝
Infinity™８極リードを用いた早期臨床経験
Potential benefit of using directional lead and potential targets and why

圓尾　知之
上利　崇
Patric Blomstedt

2018年1月19日 12:00-13:00 1単位 超音波集束療法 Jin Woo Chang

2018年1月19日 17:20-18:30 1単位 DBS植込みデバイスの進化 –最新機器の使用経験を含めて 宮城　靖

2018年1月20日 12:00-13:00 1単位 DBS手術の極意
小林　一太
梅村　淳

2018年1月20日 12:00-13:00 1単位 小児痙縮の外科医療 金城　健

2018年1月20日 16:40-17:40 1単位
機能脳神経外科の近未来医療：移植
機能脳神経外科の近未来医療：BMI

髙橋　淳
平田　雅之

2018年1月18日 12:00-13:00 1単位
The future prospects of surgical treatment of temporal lobe epilepsy in Taiwan
The future prospects of surgical treatment of temporal lobe epilepsy in Indonesia

Yang-Hsin Shih
Zainal Muttaqin

2018年1月19日 12:00-13:00 1単位 What I study from Prof. Yasargil Ugur Türe

2018年2月1日 12:45-16:00 3単位
（教育セミナー）
PNLSコース・PNLSインストラクター養成ワークショップ

奥寺 敬
岩瀬 正顕
池田 尚人
荒木 朋宏
高橋 恵
山田 哲久
山田 実貴人

2018年2月2日 13:30-14:30 1単位 脳梗塞と脊髄損傷の再生医療―医師主導治験による実用化 本望 修

2018年2月3日 12:15-13:15 1単位 教科書で教わった髄液循環は正しかったか？ 松前 光紀

2018年2月3日 12:15-13:15 1単位 神経集中治療室における鎮静とせん妄 鶴田 良介

第27回脳血管外科治療セミナー
http://www.cvdlive.jp/wp-
content/uploads/2016/11/forum2017_W
inter.pdf

髙橋　淳 大阪府 千里ライフサイエンスセンター 2018年2月2日 17:00-19:00 2単位

破裂内頚動脈瘤治療の判断と手技
くも膜下出血治療の適応
破裂内頚動脈瘤治療の判断と手技
破裂内頚動脈瘤治療の判断と手技
破裂内頚動脈瘤治療の判断と手技

大里 俊明
池田 剛
髙橋 淳
泉 孝嗣
佐藤 徹

2018年2月16日 12:10-13:10 1単位 脳血管内治療の最前線 廣畑 優

2018年2月16日 12:10-13:10 1単位
Vitreaを用いた頭部MRI解析
Olea Nova +で学ぶ 撮像パラメーターの重要性:反転回復画像へのインパクト

堀 正明
田岡 俊昭

2018年2月17日 12:10-13:10 1単位
“Looking beyond and into the Lumen: Recent Advances in Neurovascular Imaging”
－血管撮影装置を用いた血流フロー解析（AneurysmFlow）から、MRI を用いたVessel Wall
Imagingまで－

Krings, Timo

2018年2月17日 12:10-13:10 1単位 Glymphatic system仮説とMRI；最近の動向 長縄 慎二

2018年2月23日 08:00-09:00 1単位 FD講習（DVD上映）

2018年2月24日
10:20-12:20
/14:10-16:10

3単位

（教育セミナー）
重症頭部外傷とモニタリングの基本とトピックス
外観と受傷機転から判断していく顔面外傷
脊椎・脊髄外傷:診断・治療のアプローチ
外傷性頭頚部血管障害
スポーツ頭部外傷の管理（脳震盪を中心に）
抗凝固薬内腹中の高齢者頭部外傷におけるリスクマネージメント

高山 康広
梅澤 裕己
岩瀬 正顕
刈部 博
中山 晴雄
末廣 栄一

2018年2月24日 10:20-11:50 1単位 小児重症頭部外傷に対する緊急開頭のピットフォール 荒木 尚

2018年2月24日 14:40-16:10 1単位 JATECからJETECへ　脳神経外科のかかわり 木村 昭夫

2018年3月2日 10:30-11:30 1単位 MRによる脳内の「動き」の可視化 田岡 俊昭

2018年3月3日 10:40-11:40 1単位 コンピュータグラフィックスを用いた脳神経外科手術シミュレーション 金 太一

2018年3月2日 12:10-13:10 1単位
頭部領域の非造影動態イメージングの臨床有用性について
MR Neuroimagingの新たな一歩 ～Vitrea解析による挑戦～

上谷 浩之
阿部 香代子

2018年3月2日 12:10-13:10 1単位 First Experience Functional MRI Using Simultaneous Multi-Slice Seung Hong Choi

2018年3月3日 12:10-13:10 1単位 脳腫瘍治療におけるハブとしての神経画像 木下 学

2018年3月3日 12:10-13:10 1単位 サイバーナイフによる定位放射線治療の先進性 髙橋 弘

2018年3月31日 12:00-13:00 1単位 グリオーマ診療のアップデート 隈部 俊宏

2018年3月31日 12:00-13:00 1単位 てんかん診療のアップデート 國井 尚人

第85回（一社）日本脳神経外科学会中
国四国支部学術集会
http://jns.umin.ac.jp/meeting/branc
h/cs85.html

宇野　昌明 岡山県 岡山コンベンションセンター 2018年4月7日 17:00-18:00 1単位 FD講習（DVD上映）

ソラシティーカンファレンスセンター東京都

第135回日本脳神経外科学会関東支部学
術集会
http://jns.umin.ac.jp/meeting/branc
h/kt135.html

川合　謙介

第47回日本神経放射線学会
http://jsnr47.umin.jp/

朱鷺メッセ
新潟コンベンションセンター

新潟県藤井　幸彦
第41回日本脳神経CI学会総会
http://cnsci41.umin.ne.jp/

つくば国際会議場茨城県松村　明

第41回日本脳神経外科外傷学会学術集
会
http://www2.convention.co.jp/ntraum
a41/

横田　裕行 東京都 東京ドームホテル

第23回日本脳神経外科救急学会
http://jsne2018.umin.ne.jp/

奥地一夫 奈良県 ホテル日航奈良

奈良春日野国際フォーラム
甍～I・RA・KA～

奈良春日野国際フォーラム
甍～I・RA・KA～

第57回日本定位・機能神経外科学会
http://stereo2018.umin.ne.jp/

第41回日本てんかん外科学会
http://essj2018.umin.ne.jp/

平林　秀裕

森野　道晴

奈良県

奈良県


