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平成30年度 日本頭蓋底外科学会優秀論文



特　別　講　演
7月11日（木）　A会場（10階　The Ballroom 2）　13:10～14:10

座　長：甲村　英二（  神戸大学大学院医学研究科脳神経外科）
演　者：Madjid Samii（  President, International Neuroscience Institute, Hannover, 

Germany）
演　題：  What is my philosophy for a skull base surgery after half a century experiences? 

(how can we avoid unnecessary approaches)

招　待　講　演

 IL 招待講演

7月12日（金）　A会場（10階　The Ballroom 2）　10:00～10:30

座　長：岸本　誠司（  亀田総合病院頭頸部外科）
演　者：Ehab Hanna（  Professor and Vice Chair of the Department of Head and Neck 

Surgery, M.D. Anderson Cancer Center, Texas）
演　題：  “Olfactory Neuroblastoma: Contemporary Management and Oncologic 

Outcomes”

基　調　講　演

 MS2 基調講演

7月11日（木）　A会場（10階　The Ballroom 2）　10:20～11:50

演　者：Suresh Nair（  All India Institute of Medical Sciences （AIIMS）, Bhopal）
演　題：  Changing concepts in the  management of trigeminal schwannomas

 MS3 基調講演

7月12日（金）　A会場（10階　The Ballroom 2）　10:30～11:50

演　者：Dan M Fliss（  Department of Otolaryngology,Tel Aviv Sourasky Medical Center, 
Israel）

演　題：  Skull Base Surgery in the 21st Century
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 S6 基調講演

7月12日（金）　A会場（10階　The Ballroom 2）　15:40～16:30

演　者：福島　孝徳（  Department of Neurosurgery, Duke University）
演　題：  Surgery of petroclival meningiomas: 40年間 680例の総括

 O12 基調講演

7月12日（金）　B会場（10階　The Ballroom 1）　10:30～11:50

演　者：Suresh Nair（  All India Institute of Medical Sciences （AIIMS）, Bhopal,）
演　題：  Is there a arachnoid layer separating facial nerve from large and giant vestibular 

schwannoma and its relevance to facial nerve preservation: obervations based 
on a personal experience of 835 cases

教育委員会企画　教育セミナー

合併症:いかに防ぎ、またいかに対応するか

7月12日（金）　B会場（10階　The Ballroom 1）　15:30～17:30

座　長：本郷　一博（  伊那中央病院）
　　　　大畑　建治（  大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科）
演　者：鴻　　信義（  東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科）
演　題：  内視鏡下経鼻的頭蓋底手術における合併症の予防と対応

演　者：田中顕太郎（  東京医科歯科大学大学院形成・再建外科学分野）
演　題：  形成外科が起こす合併症、形成外科が防ぐ合併症

演　者：齋藤　　清（  福島県立医科大学脳神経外科）
演　題：  合併症を起こさない頭蓋底再建のポイント

演　者：森田　明夫（  日本医科大学脳神経外科）
演　題：  頭蓋底手術・脳腫瘍手術における血管性合併症への対応

─ 23─



Big Debate

エキスパートに学ぶ

7月11日（木）　A会場（10階　The Ballroom 2）　15:50～17:20

座　　　長：谷口　理章（  神戸大学医学部脳神経外科）

パネリスト：岩井　謙育（大阪市立総合医療センター脳神経外科） 
　　　　　　瀬尾　善宣（中村記念病院脳神経外科） 
　　　　　　中川　隆之（京都大学耳鼻咽喉科頭頸部外科） 
　　　　　　元村　尚嗣（大阪市立大学形成外科） 
　　　　　　渡邉　　督（名古屋第二赤十字病院脳神経外科）

ランチョンセミナー（領域講習）

ランチョンセミナー LS1

頭蓋底手術アプローチ（経鼻と開頭）

7月11日（木）　A会場（10階　The Ballroom 2）　12:00～13:00

座　長：栗あ　　薫（  広島大学　脳神経外科）

演　者：堀口健太郎（  千葉大学医学部　脳神経外科）
演　題：  内視鏡下経鼻頭蓋底手術: 病変ごとのコツとピットフォール

演　者：大宅　宗一（  埼玉医科大学総合医療センター　脳神経外科）
演　題：  頭蓋底病変に対する開頭手術の工夫とピットフォール
共　催：  日本メドトロニック株式会社

ランチョンセミナー LS2

7月11日（木）　B会場（10階　The Ballroom 1）　12:00～13:00

座　長：齋藤　　清（  福島県立医科大学　脳神経外科）

演　者：森　健太郎（  総合東京病院　脳神経外科　脳卒中センター）
演　題：  令和時代のDolenc手術
共　催：  ブレインラボ株式会社
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ランチョンセミナー LS3

治療困難な頭蓋底外科手術－どう治療するか 
エキスパートの極意

7月12日（金）　A会場（10階　The Ballroom 2）　12:00～13:00

座　長：大畑　建治（  大阪市立大学大学院　医学研究科　脳神経外科）

演　者：眞田　寧皓（  近畿大学医学部　脳神経外科）
演　題：  髄膜腫手術におけるCUSA® Clarityの使用経験

演　者：渡邉健太郎（  東京慈恵会医科大学附属第三病院　脳神経外科）
演　題：  解剖学的に合理性を追求したSurgical Strategy
共　催：  Integra Japan株式会社

ランチョンセミナー LS4

頭蓋底外科を極める

7月12日（金）　C会場（10階　The Ballroom 3）　12:00～13:00

座　長：木村　英仁（  神戸大学大学院医学研究科　脳神経外科）

演　者：太田　仲郎（  禎心会　札幌禎心会病院　脳卒中センター）
演　題：  動脈瘤治療において重要な頭蓋底微小解剖

演　者：中冨　浩文（  東京大学　脳神経外科）
演　題：  血管構築に基づく脳幹部周囲脳腫瘍の手術戦略-剥離、止血、血行再建と合併症回避-
共　催：  ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
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平成30年度 日本頭蓋底外科学会優秀論文

記念講演

7月12日（金）　A会場（10階　The Ballroom 2）　13:20～14:10

座　長：村上　信五（  名古屋市立東部医療センター）

■脳神経外科部門
　岩味健一郎（  愛知医科大学医学部脳神経外科）
　「  Role of transcranial sphenoidotomy in skull base surgery: classification of surgical 

techniques based on the surgical anatomy of the sphenoid sinus」
　安達　一英（  藤田医科大学脳神経外科）
　「  Petroclival meningiomaにおけるSusceptibility-weighted imaging（SWI）を用いた深部静

脈還流障害の検討」

■耳鼻咽喉科部門
　小宗　徳孝（  九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
　「  経鼻内視鏡頭蓋底手術における耳管の外科解剖：死体解剖および画像解析」

■形成外科部門
　中村　亮太（  愛知県がんセンター形成外科）
　「  Relationship between resected site and postoperative complication rate in the mid-

anterior skull base reconstruction」
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