The 37th Annual Meeting of The Japanese Congress of Neurological Surgeons

第1日
プログラム第

16：00～20：00

日

1

5 月 11 日（木）
ビデオ教育セミナー
「脳神経外科医の目指すべき技術と合併症回避のポイント」
共催：テルモ株式会社/エス・アンド・ブレイン株式会社/カールツァイスメディテック株式会社/
ライカマイクロシステムズ株式会社/オリンパス株式会社/株式会社平和医療器械/
池上通信機株式会社
会場：第 1 会場

月

5

日（木）

11

16：00～18：00

V1

第Ⅰ部
脳動脈瘤・頚動脈狭窄症・腫瘍・てんかん





座長：岩間 亨（岐阜大学）
中瀬裕之（奈良県立医科大学）
隈部俊宏（北里大学）

1 ．前方循環未破裂脳動脈瘤に対する開頭クリッピング術

竹田理々子（埼玉医科大学国際医療センター脳卒中外科）

2 ．頚動脈内膜剝離術
3 ．神経膠腫の手術
4 ．第三脳室前半部腫瘍の摘出術
5 ．神経内視鏡による経鼻的頭蓋底腫瘍摘出術
6 ．3D で見る側頭葉内側の手術：海馬切除術

24

片岡大治（国立循環器病研究センター）
丸山隆志（東京女子医科大学）
松尾孝之（長崎大学）
谷口理章（神戸大学）
川合謙介（自治医科大学）

V2

1

日

第Ⅱ部
小児疾患・血管内治療・脊椎変性症・末梢神経障害

プログラム第

18：00～20：00

5

月

座長：松村 明（筑波大学）
高安正和（愛知医科大学）
村山雄一（東京慈恵会医科大学）

1 ．頭蓋縫合早期癒合症に対する手術―従来法（開頭法）を中心に―

朴

2 ．二分脊椎の手術の基本

永銖（奈良県立医科大学）
下地一彰（順天堂大学）

3 ．急性期主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法―デバイスをいかに使い分けるか―

鶴田和太郎（虎の門病院脳神経血管内治療科）

4 ．脳動脈瘤に対する血管内治療

杉生憲志（岡山大学）

5 ．頚椎手術（前方・後方アプローチ）の基本と応用
6 ．絞扼性末梢神経障害に対する基本外科治療

村田英俊（横浜市立大学）
金

景成（日本医科大学千葉北総病院）

25

11

日（木）
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第2日
プログラム第

8：30～8：40

日

2

5 月 12 日（金）
開会式



月

5

日（金）

12

会長：成田善孝（国立がん研究センター脳脊髄腫瘍科）

8：40～10：15

P1

プレナリーセッション

良性脳腫瘍

・無症候性良性脳腫瘍の自然経過・手術を含む治療のタイミングとその根拠を理解する．頭蓋冠と頭蓋底髄膜腫の増大速度と脳
神経の機能予後，神経鞘腫の増大速度と合併水頭症，下垂体腫瘍の視機能予後を理解し，高齢者の手術適応についても学ぶ．
・再発を繰り返す髄膜腫について，悪性転化例に対する治療や，手術治療と放射線治療の適応とそのタイミングについて理解す
る．
・頭蓋咽頭腫に対する神経内視鏡手術と開頭術の利点・欠点を学び，経鼻・開頭 combinedapproach についても学習する．残存・
再発例に対する放射線治療の適応と成績について理解する．
・聴神経腫瘍のガンマナイフ・サイバーナイフによる放射線治療の長期成績について理解し，定位放射線治療の利点・欠点・治
療選択の規準について理解する．放射線治療の立場から見た手術適応・手術の問題点を理解する．可能であれば，放射線の単
回高線量照射と多分割照射の相違についても学習する．
・機能性下垂体腺腫の内視鏡と開頭の手術法，術前のホルモン治療の要否と使用期間，内科的治療の問題点・全身管理・術後ホ
ルモン剤の補充とテーパリング法を理解する．ホルモン治療については，医療経済的問題点についても学ぶ．




座長：本郷一博（信州大学）
吉本幸司（九州大学）

1 ．無症候性脳腫瘍の自然経過と治療のタイミング

橋本直哉（京都府立医科大学）
指定発言：好本裕平（群馬大学）

2 ．残存，再発髄膜腫の治療と放射線治療のタイミング

後藤剛夫（大阪市立大学）
指定発言：吉田一成（慶應義塾大学）

3 ．頭蓋咽頭腫に対する経鼻内視鏡手術と経頭蓋手術の適応選択と今後の課題

阿久津博義（筑波大学）

指定発言：中尾直之（和歌山県立医科大学）

4 ．聴神経腫瘍に対する定位的放射線手術：画像微小解剖を駆使した
治療戦術とその長期成績

林

基弘（東京女子医科大学）

指定発言：河野道宏（東京医科大学）

5 ．機能性下垂体腺腫の治療と全身管理

黒﨑雅道（鳥取大学）
指定発言：有田和徳（鹿児島大学）

26

P2

プログラム第

10：15～11：50

プレナリーセッション

てんかんと機能的脳神経外科

日

2

座長：三國信啓（札幌医科大学）
樋口佳則（千葉大学）

1 ．てんかんの診断と外科治療の適応と課題

國枝武治（愛媛大学）
指定発言：前原健寿（東京医科歯科大学）

2 ．ニューロモデュレーションの適応と展望

鮎澤

聡（筑波技術大学保健科学部）

指定発言：杉山憲嗣（浜松医科大学）

3 ．パーキンソン病・不随意運動症に対する deep brain stimulation のアップデートと将来展望

山田和慶（熊本大学）

指定発言：山本隆充（日本大学）

4 ．痙縮の疫学と治療

内山卓也（近畿大学医学部堺病院）
指定発言：平林秀裕（奈良医療センター）

5 ．脳機能解析の現状と将来展望

貴島晴彦（大阪大学）
指定発言：鎌田恭輔（旭川医科大学）

12：05～12：55

ランチョンセミナー

LS1—1～1—12 （詳細 45 頁）

13：05～13：30

L1



会場：第 1～12 会場

特別講演Ⅰ

グリオーマ治療の歴史と課題
座長：若林俊彦（名古屋大学）
演者：松谷雅生（五反田リハビリテーション病院・埼玉医科大学名誉教授）

27

12

日（金）




5

月

・てんかんの疫学・薬物療法と外科治療の有用性について理解し，てんかん外科がさらに普及するための課題について学ぶ．
・VNS 治療をはじめとするニューロモデュレーション治療の基本的な考え方を理解し，応用可能な将来展望について学ぶ．
・パーキンソン病・不随意運動・痙縮の疫学および治療方法・効果について理解する．
・BMI 研究がどこまで進んでいるのかを理解し，今後どのような疾患に対して応用し，どのような成果が期待できるかについて
学ぶ．麻痺・失語など脳機能損傷を回復させるための BMI 研究の展望について学ぶ．

The 37th Annual Meeting of The Japanese Congress of Neurological Surgeons

プログラム第

13：30～14：30

P3

日

2

月

5

日（金）

12

プレナリーセッション

悪性脳腫瘍

・予後不良の膠芽腫・悪性リンパ腫の標準治療およびその問題点と課題について理解し，予後を改善するためにはどうするべき
かを学ぶ．
・長期生存が期待できるグレード２・３神経膠腫治療のエビデンスと長期生存患者の問題について理解する．




座長：廣瀬雄一（藤田保健衛生大学）
阿部竜也（佐賀大学）

1 ．グレード 2・3 神経膠腫治療のエビデンスと今後の課題
大野

誠（国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科）
指定発言：竹島秀雄（宮崎大学）

2 ．エビデンスに基づく膠芽腫の治療と課題

沖田典子（大阪医療センター）
指定発言：中田光俊（金沢大学）

3 ．中枢神経系原発悪性リンパ腫治療の課題と展望

市川智継（岡山大学）

指定発言：三島一彦（埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科）
14：30～15：50

P4

プレナリーセッション

小児脳神経外科疾患

・小児水頭症に対するシャントデバイスの種類・特性について学び，長期治療成績に基づき，第三脳室開窓術等の神経内視鏡手
術が水頭症治療をどう変えたのかを理解する．また slitventricle，外水頭症などの治療やその対策について理解する．
・二分脊椎・脊髄髄膜瘤の疫学と予防法について理解し，長期治療成績に基づいた手術治療法と問題点，今後の課題について学
ぶ．
・くも膜囊胞の疫学・自然経過について理解し，シャント手術・開頭術・神経内視鏡手術のそれぞれの問題点と課題について学
ぶ．
・WHO2016 では PNET という診断が消え，遺伝子診断に基づく病型分類がなされた．新しい診断名に基づく治療法について，
これまでの治療の相違点などについて理解する．




座長：新井 一（順天堂大学）
師田信人（東京都立小児総合医療センター）

1 ．小児水頭症に対する VP シャント術 vs. 神経内視鏡手術：現状と課題

原田敦子（愛仁会高槻病院小児脳神経外科）

指定発言：坂本博昭（大阪市立総合医療センター小児脳神経外科）

2 ．小児くも膜囊胞の自然経過と手術適応・術式の選択

君和田友美（宮城県立こども病院）

指定発言：荻原英樹（国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科部）

3 ．潜在性二分脊椎の発生と手術治療

吉藤和久（北海道立子ども総合医療・療育センター）
指定発言：下川尚子（佐賀大学）

4 ．小児悪性脳腫瘍の WHO2016 分類に基づく治療

寺島慶太（国立成育医療研究センター
小児がんセンター脳神経腫瘍科）

指定発言：五味
28

玲（自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児脳神経外科）

P5

プログラム第

15：50～17：10

プレナリーセッション

脳神経外傷

日

2

・小児を含むスポーツ頭部外傷（脳震盪）の現場での対応，そしてアスリートおよび関係者への指導法を学ぶ．
・重症頭部外傷の手術・モニタリング，そして凝固線溶異常などの合併症を含めた全身管理のノウハウを学ぶ．
・遷延性意識障害患者の現状とリハビリテーションについて学ぶ．
・高齢者の慢性硬膜下血腫を含む頭部外傷が転帰不良である現状とその対策について学ぶ．

月

座長：永葊信治（徳島大学）
末廣栄一（山口大学）

1 ．脳振盪・スポーツ頭部外傷の検査と対応

中山晴雄（東邦大学医療センター大橋病院）
指定発言：間瀬光人（名古屋市立大学）

2 ．本邦における脳神経外傷治療の現状と未来

奧野憲司（東京慈恵会医科大学附属柏病院救急部）
指定発言：平山晃康（日本大学）

3 ．遷延性意識障害患者の現状と治療

森田
指定発言：篠田

4 ．高齢者頭部外傷の現状と課題

功（藤田保健衛生大学）

淳（木沢記念病院・中部療護センター）
前田

剛（日本大学）

指定発言：宇野昌明（川崎医科大学）

29

日（金）




5

12
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プログラム第

17：10～18：30

P6

日

2

プレナリーセッション

脊椎・脊髄疾患

・頚椎手術に対する前方・後方手術について，侵襲性・長期追跡結果をもとに適応と問題点について理解する．
・腰椎後方手術（除圧・固定）・側方固定術について，侵襲性・長期追跡結果をもとに適応と問題点について理解する．
・脊椎・脊髄疾患と鑑別が必要な神経内科領域関連病変について理解し，脊髄腫瘍・髄内病変に対する生検・摘出についての安
全な手術法を学ぶ．
・高齢者の骨粗鬆性脊椎圧迫骨折が増えており，保存加療と手術適応・効果について理解する．
・脳神経外科医による末梢神経障害に対する手術件数は多いとは言えない．末梢神経疾患の鑑別診断と手術適応について理解し，
脳神経外科医の今後の役割と展望について学ぶ．

月

5

日（金）

12




座長：金
彪（獨協医科大学）
髙見俊宏（大阪市立大学）

1 ．頚椎疾患に対する前方・後方手術の適応と課題

下川宣幸（ツカザキ病院）
指定発言：飯塚秀明（金沢医科大学）

2 ．腰椎変性疾患に対する後方手術（除圧・固定）
・側方固定術の適応と課題

乾

指定発言：張

敏彦（富永病院）

漢秀（埼玉医科大学総合医療センター）

3 ．骨粗鬆症性椎体圧迫骨折に対する保存的治療と手術適応

尾原裕康（新百合ヶ丘総合病院脊椎脊髄末梢神経外科）
指定発言：高安正和（愛知医科大学）

4 ．末梢神経疾患の鑑別診断と手術適応・将来展望

原
指定発言：寺尾

18：30～19：00




政人（稲沢市民病院）
亨（厚木市立病院）

2017 CNS 会長講演

Neurosurgery Made Simple
座長：冨永悌二（東北大学）
演者：AlanScarrow（MercySpringfieldCommunities）

30
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第3日

海外特別招待講演Ⅰ

座長：西川 亮（埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科）
演者：WebsterK.Cavenee（LudwigInstituteforCancerResearch,UniversityofCalifornia,SanDiego）
7：20～8：20

モーニングセミナー

MS1—2，1—3
8：30～10：20

A

（詳細 43 頁）

会場：第 6，7 会場

第 31 回日本微小脳神経外科解剖研究会
合同セッション「体位頭位から微小解剖まで」





座長：田中雄一郎（聖マリアンナ医科大学）
甲村英二（神戸大学）
塩川芳昭（杏林大学）

1 ．内視鏡下経鼻手術・拡大経鼻手術

西岡

宏（虎の門病院間脳下垂体外科）

2 ．Pterional approach とその応用
3 ．半球間裂アプローチ：Minimum retraction concept

堀内哲吉（信州大学）
大塩恒太郎（聖マリアンナ医科大学）

4 ．Subtemporal approach（intra- and extradural approach,
ATP approach, and endonasal approach）

戸田正博（慶應義塾大学）

5 ．経錐体アプローチ（mastoidectomy を中心とした血管・腫瘍病変への到達法）

鰐渕昌彦（札幌医科大学）

6 ．小脳橋角部，第四脳室への外側後頭下並びに正中後頭下アプローチと
小脳延髄裂アプローチ

中冨浩文（東京大学）

31

5

13

日（土）




3

月

共催：MSD 株式会社
会場：第 10 会場

日

International Efforts to Defeat Glioblastoma

MS1—1

プログラム第

7：20～8：20

5 月 13 日（土）
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プログラム第

10：25～12：00

S1

日

3

特別企画Ⅰ

科学の発展と未来





月

5

日（土）

13

座長：嘉山孝正（山形大学医学部先進がん医学講座）
寳金清博（北海道大学）
宮本 享（京都大学）

1 ．シナプスイメージングによる神経ネットワーク研究

岡部繁男（東京大学大学院医学系研究科神経細胞生物学分野）

2 ．エピジェネティクス解析を用いた孤発性神経変性疾患の病態解析
岩田

3 ．日本のがん研究の将来展望
4 ．人工知能の未来
12：20～13：10

ランチョンセミナー

LS2‒1～2‒12

（詳細 48 頁）

13：20～13：50

14：00～14：40

S2

淳（東京大学医学部附属病院神経内科）
中釜

松原

斉（国立がん研究センター）

仁（公立はこだて未来大学複雑系知能学科）

会場：第 1～12 会場

議事総会
特別企画Ⅱ

脳神経外科手術の現状と日本の医療の今後




座長：野崎和彦（滋賀医科大学）
小笠原邦昭（岩手医科大学）

1 ．脳神経外科手術の現状
―平成 28 年 JNR（Japan Neurosurgical Registry）解析結果―

斉藤延人（東京大学）

2 ．今後の日本の医療―脳神経外科とプロフェッショナリズム―

橋本佳子（エムスリー株式会社 m3.com 編集長）

14：40～15：05

L2




日本脳神経外科学会理事長講演

日本脳神経外科学会と産官学共同研究について

座長：橋本信夫（地方独立行政法人神戸市民病院機構・国立循環器病センター名誉総長）
演者：嘉山孝正（山形大学医学部先進がん医学講座・山形大学医学部次世代重粒子線治療装置研究開発室・
国立がん研究センター名誉総長）
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L3

海外特別招待講演Ⅱ

3

日

Advances in Neurosurgery：
Optimism for the Future of Our Specialty

プログラム第

15：05～15：25

5

月

座長：伊達 勲（岡山大学）
演者：JamesT.Rutka（Editor—in—Chief,Journal of Neurosurgery・UniversityofToronto）

15：30～16：15

文化講演

日本人の死生観と現代の課題




座長：桐野高明（東京大学名誉教授・国立国際医療研究センター名誉総長）
演者：島薗 進（上智大学グリーフケア研究所・東京大学名誉教授）

16：15～16：55

P7

プレナリーセッション

脳死臓器移植と終末期ガイドライン

・1997 年に開始された脳死下臓器移植提供者は 2015 年末までに 359 人であったが，国内では 2015 年末時点で臓器移植希望者は
腎臓が 12,825 人，心肺を含む他の臓器が 1,318 人と報告されている．脳死臓器移植の現状と，脳死判定に関わる際の問題点やオ
プション提示の方法について理解する．
・終末期ガイドラインの内容について理解し，実際の臨床で運用することが可能なのかどうか，法的な問題も含めて現状と課題
について学ぶ．




座長：堤 晴彦（埼玉医科大学総合医療センター）
小畑仁司（大阪府三島救命救急センター）

1 ．脳死判定と臓器提供
指定発言：奥寺

名取良弘（飯塚病院）
敬（富山大学大学院危機管理医学・医療安全学［救急・災害医学］）

2 ．救急・集中治療の終末期の考え方と対応～3 学会合同ガイドラインから～

横田裕行（日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野
［同附属病院高度救命救急センター］）

指定発言：加藤庸子（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院）
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13

日（土）
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プログラム第

16：55～17：35

P8

日

3

プレナリーセッション

がんの中枢神経転移

・2016 年のがん罹患数は約 101 万人で，死亡者数は 37 万人と推定されている．転移性脳腫瘍はがん患者の少なくとも 10% に発
生し，そのうち 30% が脳転移のコントロール不良により死亡すると報告されている．単純に考えると年間 3 万人が転移性脳腫
瘍で死亡していることになる．JCOG0504 試験結果をはじめとした，エビデンスに基づく転移性脳腫瘍治療について理解する．
・転移性脊椎・脊髄腫瘍に対しても手術＋放射線治療のほうが，歩行可能になる率が高くなることが報告されているが，手術例
は必ずしも多くない．これらの疾患に対するエビデンスと治療上の問題点について理解する．

月

5

日（土）

13




座長：中洲庸子（静岡県立静岡がんセンター）
佐藤慎哉（山形大学医学部総合医学教育センター）

1 ．転移性脳腫瘍の治療

三矢幸一（静岡県立静岡がんセンター）
指定発言：芹澤

徹（築地神経科クリニック）

2 ．転移性脊椎腫瘍・脊髄腫瘍の手術適応と限界

髙見俊宏（大阪市立大学）
指定発言：谷口

17：35～19：15

P9

真（東京都立神経病院）

プレナリーセッション

出血性血管障害病変

・脳ドック等でみつかる無症候性血管病変について，自然経過・治療の適応を理解する．
・フローダイバーターが国内でも導入され，多くの脳動脈瘤が血管内治療医により治療されるようになってきた．直達手術と血
管内治療における有用性・合併症と問題点を理解する．
・ARUBA 研究は外科的介入よりも内科的全身管理の方が死亡率を減少させるという結果であった．ARUBA 研究の問題点を検
証し，今後の AVM に対する治療戦略を理解する．
・SAH におけるスパズム治療の変遷を振り返り，スパズムの標準治療を理解する．スパズムを完全に克服するための研究の方向性を学ぶ．




座長：木内博之（山梨大学）
高木康志（京都大学）

1 ．無症候性血管病変の自然経過と治療の適応

髙橋

淳（国立循環器病研究センター）

指定発言：森田明夫（日本医科大学）

2 ．脳動脈瘤手術の合併症回避と今後の展望

久保慶高（岩手医科大学）
指定発言：清水宏明（秋田大学）

3 ．大型巨大脳動脈瘤治療におけるフローダイバーターの役割と限界

大石英則（順天堂大学）

指定発言：森岡基浩（久留米大学）

4 ．ARUBA 研究の問題点と今後の脳動静脈奇形（AVM）に対する治療戦略
辻

篤司（滋賀医科大学）

指定発言：栗田浩樹（埼玉医科大学国際医療センター脳卒中外科）

5 ．スパズムの概念及び治療の変遷と現状の課題

鈴木秀謙（三重大学）
指定発言：大熊洋揮（弘前大学）

19：30～21：00
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第4日

モーニングセミナー

MS2—1～2—4

（詳細 44 頁）

4

日

会場：第 5～8 会場

プログラム第

7：20～8：20

5 月 14 日（日）

月

5

S3

日（日）

8：30～9：30

14

特別企画Ⅲ

脳神経外科診療のトピックス




座長：田宮 隆（香川大学）
難波宏樹（浜松医科大学）

1 ．WHO2016 脳腫瘍病理分類の概要と課題

小森隆司（東京都立神経病院検査科）
指定発言：杉山一彦（広島大学病院がん化学療法科）

2 ．髄液動態と正常圧水頭症

山田茂樹（洛和会音羽病院）
指定発言：松前光紀（東海大学）

3 ．脳神経外科医が知っておくべき診療報酬制度と社会保障

櫻田

香（山形大学医学部看護学科）
指定発言：加藤天美（近畿大学）

9：30～10：50

S4

特別企画Ⅳ

認知症と地域連携




座長：栗 薫（広島大学）
永田 泉（小倉記念病院）

1 ．脳神経外科医が知っておくべき認知症の知識とマネージメント
中根

指定発言：欅

一（帝京大学医学部付属溝口病院）

篤（愛仁会高槻病院リハビリテーションセンター）

2 ．脳神経外科クリニックにおける患者・市民教育

山川伸隆（いせ山川クリニック）

指定発言：赤石江太郎（あかいし脳神経外科クリニック）

3 ．Telemedicine（遠隔医療）による脳神経外科診療の重要性と課題

里見淳一郎（徳島大学）

指定発言：高尾洋之（東京慈恵会医科大学）

4 ．災害医療における脳神経外科医の役割

成田徳雄（気仙沼市立病院）
指定発言：矢野茂敏（熊本大学）
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10：50～11：50

S5

日

4

月

5

脳神経外科専門医制度と教育・診療体制




日（日）

14

特別企画Ⅴ

座長：寺本 明（東京労災病院・日本医科大学名誉教授）
飯原弘二（九州大学）

1 ．医師のワークライフバランスとキャリアアップ

木戸道子（日本赤十字社医療センター産婦人科）
指定発言：塩川芳昭（杏林大学）

2 ．新たな専門医制度：Chaos の収束に向けて

鈴木倫保（山口大学）

3 ．脳神経外科におけるこれからの大学の役割

園田順彦（山形大学）
指定発言：上羽哲也（高知大学）

11：50～12：10

L4




12：20～13：10

特別講演Ⅱ

認知機能の維持と幹細胞治療
―第 2 の専門領域としての神経科学―
座長：吉峰俊樹（大阪大学国際医工情報センター臨床神経医工学寄附研究部門）
演者：端 和夫（新さっぽろ脳神経外科病院・札幌医科大学名誉教授）

ランチョンセミナー

LS3—1～3—11（詳細 51 頁）
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会場：第 2～8，10～12 会場

P10

プログラム第

13：20～14：55

プレナリーセッション

閉塞性血管障害病変

日

4

座長：吉村紳一（兵庫医科大学）
藤村 幹（東北大学）

1 ．Carotid endarterectomy と carotid artery stenting の適応と課題

遠藤英徳（広南病院）

指定発言：秋山恭彦（島根大学）

2 ．静脈血栓溶解療法・血栓回収療法の現状と課題

津本智幸（九州医療センター脳血管内治療科）

指定発言：根本

繁（東京医科歯科大学血管内治療科）

3 ．もやもや病：血行再建術の適応と今後の課題

川島明次（東京女子医科大学附属八千代医療センター）
指定発言：黒田

4 ．超急性期から慢性期まで，脳梗塞二次予防のための抗血栓療法

敏（富山大学）

榎本由貴子（岐阜大学）

指定発言：田中美千裕（亀田総合病院）

5 ．虚血性脳血管障害における precision medicine
―遺伝子診断による脳梗塞発症予防は可能か？―

宮脇

哲（東京大学）

指定発言：吉田和道（京都大学）

14：55～15：00



閉会式
会長：成田善孝（国立がん研究センター脳脊髄腫瘍科）

37

14

日（日）




5

月

・脳ドック等でみつかる無症候性血管病変について，自然経過・治療の適応を理解する．
・頚動脈狭窄症の自然歴を理解し，アテローム血栓性脳梗塞に対する薬物療法とプラーク診断が進歩した現状における CEA と
CAS の適応と問題点を理解する．
・tPA 療法・血栓回収デバイス療法の最新のエビデンスならびに本邦における現状を踏まえ，本邦における問題点と今後の課題
について理解する．
・診断基準改訂と JAMtrial を踏まえた上で，もやもや病に対する頭蓋外内血行再建術の適応と今後の課題を理解する．
・脳梗塞再発予防のための，生活習慣の改善と不整脈治療を含む内科的治療のエビデンスを理解する．
・高齢者の抗血栓療法・凝固療法の問題点についてもよく理解する．また血管内治療後の抗凝固療法の方法や減量や他の手術時
の薬物療法の方法についても学ぶ．
・頭蓋内動脈狭窄関連遺伝子 RNF213 をはじめとした遺伝子診断により脳梗塞発症予防が可能か，遺伝子研究の現状と今後の臨
床応用への展望について議論する．

