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日程表  1日目 2月24日（金）

A会場 B会場 C会場 D会場
3F コンベンションホール西 3F コンベンションホール東 1F イベントホール西 1F イベントホール東

8：00

8：00〜9：30
ポスター貼付

8：30〜8：40　開会の挨拶
8：40〜9：55

シンポジウム1
抗血栓薬服用中の高齢者頭部外傷の 

治療と予後 
座長：吉野　篤緒／刈部　　博

基調講演：末廣　栄一
演者：廣田　　晋／稲次　基希／太田　剛史

加藤　隆之／四方　英二　　　

8：40〜9：43
シンポジウム4

脊椎外傷
座長：冨永　悌二／中瀬　裕之

基調講演：安田　宗義
演者：荒井　孝至／小柳　　泉
　　　永島　吉孝／鈴木　晋介

8：40〜9：28
口演5

神経外傷の基礎
O5-1〜O5-6

座長：中村　丈洋

9：00

9：28〜10：24
口演6

地域連携・救急体制・高次脳機能
O6-1〜O6-7

座長：畝本　恭子

9：30〜10：37
ポスター閲覧

10：00
10：00〜11：15

シンポジウム2
慢性硬膜下血腫の再発予防／MMA塞栓術

座長：間瀬　光人/吉村　紳一
基調講演：中川　一郎

演者：柴橋　慶多／田之上俊介／大熊　　佑
山本　　学／藤岡　　舞　　　

10：00〜11：15
シンポジウム5

頭部外傷の予後予測・診断
座長：森岡　基浩／横堀　將司

基調講演：中江　竜太
演者：大竹　　誠／松尾　和哉／阿部　大数

富永　禎弼／越後　　整　　　

10：37〜11：19
ポスター発表
ポスター1〜5

11：00

11：20〜16：35
ポスター閲覧

11：30〜12：30
ランチョンセミナー1

脳を護る 〜日本の頭蓋内モニタリングの 
現在と今後の発展を考える〜

座長：片岡　大治
演者：前田　　剛／塩見　直人

共催：Integra Japan株式会社

11：30〜12：30
ランチョンセミナー2

頭部外傷における各々の手術戦略と 
対応への工夫について

座長：安原　隆雄
演者：吉金　　努／杉本　至健
共催：日本ストライカー株式会社

11：30〜12：30
ランチョンセミナー3

頭部外傷における抗血栓薬中和薬の 
適正使用について

座長：石原　秀行　演者：末廣　栄一
共催：CSLベーリング株式会社

12：00

12：40〜13：25
社員総会

13：00

13：25〜13：55　会長講演
脳神経外傷治療の過去・現在・未来
座長：永廣　信治　演者：宇野　昌明

14：00
14：00〜15：18

シンポジウム3
小児外傷

座長：伊達　　勲／朴　　永銖
基調講演：君和田友美／原田　敦子

演者：栗原　まな／阿久津宣行 
　　　吉田　陽一／高橋　義男

14：00〜14：40
口演2　慢性硬膜下血腫再発

O2-1〜O2-5
座長：小野　　元

14：00〜14：48
口演7

神経外傷と凝固異常
O7-1〜O7-6

座長：橋本　直哉14：40〜15：12
口演3　慢性硬膜下血腫MMA塞栓

O3-1〜O3-4　座長：好本　裕平
15：00 14：48〜15：28

口演8　神経外傷と抗血栓薬1
O8-1〜O8-5

座長：八ツ繁　寛
15：30〜16：30

スイーツセミナー1
頭部の外傷性異物  

－稀なものから注意を要するものまで－
座長：間瀬　光人
演者：名取　良弘

共催：エス・アンド・ブレイン株式会社

15：30〜16：30
スイーツセミナー2

軽度外傷性脳損傷と高次脳機能障害
座長：田宮　　隆
演者：永廣　信治

共催：株式会社カネカメディックス

15：30〜16：30
スイーツセミナー3

Hybrid-ERの“対応力”を考える
座長：中瀬　裕之

演者：堤　　高志／丸山　修平
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

16：00

16：35〜17：31
口演1

外傷性頭頚部血管障害
O1-1〜O1-7

座長：村山　雄一／栗田　浩樹

16：35〜17：31
口演4

慢性硬膜下血腫1
O4-1〜O4-7

座長：稲次　基希

16：35〜17：17
ポスター発表
ポスター6〜917：00

17：17〜18：20
ポスター貼付・撤去

17：35〜18：35
指導医・専門医講習会

日本脳神経外傷学会と最近の話題
座長：宇野　昌明
演者：中瀬　裕之

18：00
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日程表  2日目 2月25日（土）

A会場 B会場 C会場 D会場
3F コンベンションホール西 3F コンベンションホール東 1F イベントホール西 1F イベントホール東

8：00

8：30〜9：48
シンポジウム6

頭部外傷と高次脳機能障害、地域連携
座長：前原　健寿／三宅　啓介

基調講演：和田孝次郎／八ツ繁　寛
演者：田村　亮太／大塚　陽平
　　　渡邉　　修／恩田　秀賢

8：30〜9：45
シンポジウム9

外傷性頭頚部血管障害の診断と治療
座長：末廣　栄一／飯原　弘二

基調講演：安原　隆雄
演者：木谷　知樹／松本　　学／紀之定昌則

井上　泰豪／柴橋　慶多　　　

8：30〜9：18
口演14

神経外傷と抗血栓薬2
O14-1〜O14-6
座長：並木　　淳 8：30〜10：00

ポスター貼付

9：00

9：18〜10：06
口演15

小児外傷・脊椎
O15-1〜O15-6
座長：荒木　　尚10：00 9：50〜11：08

シンポジウム7
脳神経外傷の救急体制の現状と課題 

（ドクターヘリを含む）
座長：坂本　哲也／土肥　謙二

基調講演：横堀　將司／椎野　泰和
演者：松本　　学／末廣　栄一
　　　荒井　　篤／卯津羅雅彦

9：50〜10：46
口演10

重症頭部外傷
O10-1〜O10-7
座長：小畑　仁司

10：00〜14：10
ポスター閲覧

10：06〜11：02
口演16

慢性硬膜下血腫2
O16-1〜O16-7
座長：八木　謙次11：00 10：50〜11：46

口演11
神経外傷手術

O11-1〜O11-7
座長：安部　　洋

11：02〜11：58
口演17

慢性硬膜下血腫3
O17-1〜O17-7
座長：中山　晴雄

11：10〜11：50
口演9　スポーツ外傷

O9-1〜O9-5
座長：荻野　雅宏

12：00
12：00〜13：00

ランチョンセミナー4
脳神経外傷における私たちの基礎研究・再生

医療と臨床： 痛みに対する治療も交えて
座長：宇野　昌明　演者：安原　隆雄

共催：第一三共株式会社

12：00〜13：00
ランチョンセミナー5
直接作用型経口抗凝固薬の 

中和剤の臨床的意義 
－臨床経験を踏まえて－ 

座長：岩渕　　聡　演者：太田　剛史
共催：アストラゼネカ株式会社13：00

13：10〜13：30
会員報告会

13：35〜14：05
2022年度若手臨床研究支援プロジェクト発表
2023年度若手臨床研究支援プロジェクト発表14：00

14：10〜14：50
口演12　画像診断・免疫

O12-1〜O12-5
座長：平野　一宏

14：10〜14：52
ポスター発表
ポスター10〜14

14：15〜15：33
シンポジウム8

慢性硬膜下血腫の再発因子の検討
座長：戸田　正博／髙木　康志

基調講演：刈部　　博／平井　　聡
演者：山口　　泉／山田　哲久
　　　宮田　　悠／松原麻央樹

14：34〜15：30
口演18

神経外傷診断・治療
O18-1〜O18-7
座長：卯津羅雅彦

15：00 14：50〜15：30
口演13

高齢者・神経集中・多発外傷・てんかん
O13-1〜O13-5　座長：宮田　昭宏 14：52〜16：00

ポスター撤去
15：33〜15：40　閉会の挨拶

15：40〜18：10
脳神経外傷教育セミナー

座長：松原　俊二
演者：末廣　栄一
　　　安田　宗義
　　　阿久津宣行
　　　荻野　雅宏
　　　廣田　　晋

16：00

17：00

18：00


