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8：25～ 8：30
開会挨拶　	 会長　松前　光紀　東海大学医学部外科学系　脳神経外科学領域

8：30～ 9：30

シンポジウム1　子どもを神経外傷から守る　スポーツ外傷
座長　栗 　　薫　広島大学大学院医系科学研究科　脳神経外科学 

三木　　保　東京医科大学　医療安全管理学講座　　　　　

S1-1	 数値モデルを用いた柔道練習時の体格差による 
小学生の頭部外傷の影響についての検討

上智大学理工学部　機能創造理工学科 　張　　月琳

S1-2	 子供を脊髄震盪から守る（スポーツ外傷）
牧田総合病院　脳神経外科 　朝本　俊司

S1-3	 ラグビー競技のタックルによる小中学生の頭頚部外傷と安全対策
聖隷三方原病院　脳神経外科 　佐藤　晴彦

S1-4	 脳神経外科手術後の小児患者のスポーツ参加と頭部外傷の実際
筑波大学医学医療系　脳神経外科 　室井　　愛

S1-5	 脳振盪後の段階的競技復帰に関する客観的評価法の検討
福岡大学スポーツ科学部　スポーツ医学研究室 　重森　　裕

9：30～ 10：30

Selected	papers　
座長　伊達　　勲　岡山大学大学院　脳神経外科

SS1-1	 Temperature Difference between the Axillary  
and Tympanic Membrane in Hypothermic Patients

Department of Neurosurgery, Eunpyeong St. Mary’s Hospital, 
The Catholic University of Korea, College of Medicine 　Do-Sung Yoo

SS1-2	 高齢者頭部外傷における Talk and deteriorate と凝固障害
仙台市立病院　脳神経外科 　刈部　　博

SS1-3	 チェックリストを用いた虐待防止の取り組み
済生会滋賀県病院　救命救急センター・救急集中治療科 　塩見　直人

SS1-4	 Surgical treatment of traumatic anterior skull base fracture  
with cerebrospinal fluid fistulae

Department of Neurosurgery, Inha University Hospital 　Yu Shik Shim

第１日　3 月 6 日（金）
Ａ　会　場　「2 階　箱根（中）」
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SS1-5	 小児の遷延性脳振盪様症候群は先行する脳振盪既往による影響を受けない
東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科 　中山　晴雄

10：30～ 11：30

教育講演1　 領域講習対象

座長　田宮　　隆　香川大学医学部　脳神経外科

EL1	 子供を神経外傷から守る　スポーツフィールドからの声 
～子どもの柔道事故防止に向けた指導者教育～

東海大学体育学部　武道学科 　宮崎　誠司

11：30～ 12：00

招待講演　
座長　冨永　悌二　東北大学大学院医学系研究科　神経外科学分野

IL	 Trauma Centers and Neurosurgeons in Trauma Centers in Korea
Korean Neurotraumatology Society　 

Dept. of Neurosurgery SMG-SNU Boramae Medical Center 　Hee-Jin Yang

12：10～ 13：10

ランチョンセミナー1　 領域講習対象

座長　田宮　　隆　香川大学医学部　脳神経外科

LS1-1	 小児頭部外傷手術のポイント
埼玉県立小児医療センター　脳神経外科 　栗原　　淳

LS1-2	 脳神経外科手術の剥離と止血
東京医科大学　脳神経外科 　河野　道宏

共催 　株式会社東機貿

13：15～ 13：25

教育講演2　
座長　宮田　昭宏　千葉県救急医療センター　脳神経外科

EL2	 あなたは GCS-Pupil, Age を知っているか ― 高齢者意識障害での検討 ―
富山大学　救急・災害医学 　奥寺　　敬

13：25～ 13：45

教育講演3　
座長　宮田　昭宏　千葉県救急医療センター　脳神経外科

EL3	 看護師のための外来トリアージとオリンピック医療
富山大学　救急・災害医学 　奥寺　　敬
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13：45～ 14：45

シンポジウム2　高齢化社会における凝固障害と頭部外傷
座長　飯原　弘二　九州大学大学院医学研究院　脳神経外科　　 

栗田　浩樹　埼玉医科大学国際医療センター　脳卒中外科

S2-1	 当施設における高齢者頭部外傷の検討
東京医科歯科大学　脳神経外科 　唐鎌　　淳

S2-2	 高齢者頭部外傷における当院での特徴
独立行政法人　国立病院機構　災害医療センター　脳神経外科 　八ツ繁　寛

S2-3	 高齢者頭部外傷における凝固線溶系マーカーの経時変化の特徴と対策
日本医科大学　救命救急科 　中江　竜太

S2-4	 重症頭部外傷におけるフィブリノゲン製剤の投与基準と 
予測因子についての検討

京都府立医科大学附属病院　脳神経外科 　藤原　　岳

S2-5	 外傷性頭蓋内出血に対するケイセントラの有効性、有害事象についての検討
川崎医科大学医学部　脳神経外科 　小山　広士

14：45～ 15：15

教育講演4　
座長　張　　漢秀　東海大学医学部外科学系　脳神経外科学領域

EL4	 神経外傷における再生医療の現状と課題
北海道大学医学部　脳神経外科　神経細胞治療部門 　川堀　真人

15：20～ 16：20

アフタヌーンセミナー　
座長　鈴木　倫保　山口大学大学院医学系研究科　脳神経外科学

AS	 抗凝固療法におけるプロトロンビン複合体の意義　～出血と外傷への備え～
筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター  

（株）日立製作所日立総合病院　脳神経外科 　小松　洋治
共催 　CSLベーリング株式会社

16：20～ 17：05

社員総会　
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17：40～ 18：25

一般演題（口演）1　外傷性脳血管障害　I
座長　大熊　洋揮　弘前大学　脳神経外科

O1-1	 外傷性脳底動脈解離による血管狭窄と動脈瘤を併発した１例
石川県立中央病院 　新田　　歩

O1-2	 当院で経験した外傷性内頸動脈海綿静脈洞瘻の２例
焼津市立総合病院　脳神経外科 　橋本　宗明

O1-3	 術後に内頸動脈海綿静脈洞瘻をきたした外傷性視神経症の１例
千葉大学　脳神経外科 　松田　達磨

O1-4	 頭部外傷後に自然退縮を認めた鞍上部腫瘍の１例
地方独立行政法人　りんくう総合医療センター　脳神経外科 　山本　暁大

O1-5	 頭部外傷後、短期間で発生から自然消失した外傷性硬膜動静脈瘻の１例
地方独立行政法人　りんくう総合医療センター　脳神経外科 　下岡　　直

O1-6	 外傷性椎骨動脈損傷への母血管閉塞 23 例の治療経験
奈良県立医科大学付属病院　脳神経外科 　田中　　伯

18：25～ 19：10

一般演題（口演）2　外傷性脳血管障害　II
座長　八ツ繁　寛　国立病院機構災害医療センター　脳神経外科

O2-1	 ステントを併用しコイル塞栓を行なった外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻の 2 例
愛知医科大学　脳神経外科 　川口　礼雄

O2-2	 頭蓋底骨折に伴う鼻口腔内出血、外傷性硬膜動静脈瘻に対して 
血管内治療を行なった１例

武蔵野赤十字病院 　荻島　隆浩

O2-3	 外傷性仮性動脈瘤に対して point coagulation を行い、 
母血管を温存した１例

神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科 　朝倉　健登

O2-4	 急性硬膜外血腫を呈した外傷性動静脈瘻に対して TAE を行なった１例
京都第一赤十字病院　脳神経外科 　後藤　雄大

O2-5	 Vertebro-Vertebral AVF を認めた椎骨動脈損傷に対して 
コイル塞栓術を施行した 1 例

米盛病院　脳神経外科 　井上　泰豪

O2-6	 コイル塞栓術を施行した外傷性椎骨動脈損傷の連続 8 例の検討
米盛病院　脳神経外科 　井上　泰豪
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8：30～ 9：30

一般演題（口演）3　高齢者神経外傷　I
座長　大橋　洋輝　東京慈恵会医科大学　脳神経外科　　　　　 

中山　晴雄　東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科

O3-1	 治療に難渋した難治性慢性硬膜下血腫の１例
西宮協立脳神経外科病院　脳神経外科 　鱒渕　誉宏

O3-2	 介護を必要とする 70 歳以上の高齢者頭部外傷の検討
獨協医科大学埼玉医療センター　脳神経外科 　松本　佳之

O3-3	 局所麻酔下で神経内視鏡下手術を行った、 
90 歳代の急性硬膜下血腫の 2 症例

土浦協同病院　脳神経外科 　廣田　　晋

O3-4	 術中所見にて出血源を同定し得た 
delayed acute subdural hematoma の１例

山形市立病院済生館　脳神経外科 　齋藤伸二郎

O3-5	 脚立・はしごからの転落による頭部外傷症例の検討
兵庫県立加古川医療センター　脳神経外科 　荒井　　篤

O3-6	 病院内での転倒・転落による高齢者頭部外傷
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院　脳神経外科 　川上　雅久

O3-7	 当院における 90 歳以上の頭部外傷患者の背景と予後の検討
香川県立中央病院　脳神経外科 　藏本　智士

O3-8	 単一施設高齢者頭部外傷データベース研究 
― 13 年間の推移と転帰不良危険因子の検討 ―

島根県立中央病院　脳神経外科 　井川　房夫

9：30～ 10：30

一般演題（口演）4　神経外傷における連携・教育
座長　橋本　直哉　京都府立医科大学　脳神経外科　　　 

中村　丈洋　香川県立保健医療大学　臨床検査学科

O4-1	 他科連携により救命し得た出血性ショックを合併した最重症頭部外傷の 1 例
奈良県立医科大学付属病院　高度救命救急センター 　井上　洋平

O4-2	 熊による頭部外傷の特徴
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 　米岡有一郎

O4-3	 山口県における遠隔画像支援システムを用いた 
頭部外傷診療の現状と今後の展望

山口大学医学部　脳神経外科 　土師　康平

Ｂ　会　場　「2 階　箱根（東）」
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O4-4	 軽傷頭部外傷後の患者の睡眠障害 ― 受傷から 1 年間の後方視的調査 ―  
東北大学病院 臨床研究推進センター　バイオデザイン部門 　八木橋真央

O4-5	 外国人への頭部外傷の説明における 
言語、翻訳機、通訳、説明用紙の理解力の検討

社会医療法人厚生会木沢記念病院　脳神経外科救急部門 　山田実貴人

O4-6	 ベトナム　Hue Central Hospital との医療交流を活用した 
若手脳外科医師外傷手術トレーニング

国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院　脳神経外科 　三島　弘之

O4-7	 転倒・転落により重症頭部外傷を生じた症例の検討
国立国際医療研究センター病院　脳神経外科 　原　　徹男

O4-8	 脳卒中後患者の社会生活支援のための、 
セルフマネジメント・プログラムの開発評価に関する研究【速報】

国立保健医療科学院　研究情報支援研究センター 　橘　とも子

13：15～ 13：45

一般演題（口演）5　小児神経外傷
座長　石崎　竜司　静岡県立こども病院　脳神経外科

O5-1	 硬膜下血腫を伴った乳児進行性頭蓋骨骨折の１例
国立成育医療研究センター　脳神経外科 　宇佐美憲一

O5-2	 小児頭蓋骨骨折の臨床像
愛仁会高槻病院　小児脳神経外科 　木本　優希

O5-3	 虐待後に硬膜下液体貯留が急速に進行した 2 乳児例
大阪母子医療センター　脳神経外科 　竹本　　理

O5-4	 小児重症頭部外傷に対する外減圧術後の長期治療成績
大阪大学大学院医学系研究科　脳神経外科 　香川　尚己

13：45～ 14：15

一般演題（口演）6　神経外傷慢性期の管理
座長　畝本　恭子　日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター

O6-1	 革新的高次脳機能障害診断法の樹立
琉球大学医学部　脳神経外科 　石内　勝吾

O6-2	 頭部外傷後高次脳機能障害に対する集学的リハビリテーションの効果
かがわ総合リハビリテーション病院　脳神経外科 　河井　信行

O6-3	 頭部外傷による高次脳機能障害の現状と課題 ― 奈良県における現状 ―
独立行政法人国立病院機構奈良医療センター 　平林　秀裕

O6-4	 脳挫傷後てんかんに手術治療が及ぼす影響＜皮質下出血との比較＞
草加市立病院　脳神経外科 　山村　俊弘
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14：15～ 15：00

看護部門シンポジウム1　急性期から亜急性期における看護
座長　川上　恵美　東京慈恵会医科大学附属病院

NS1-1	 虐待児への多職種介入の経験から看護師の役割について考える
東海大学医学部付属病院看護部　7B 病棟 (ICU・CCU) 　小坂　基子

NS1-2	 急性期から亜急性期の神経外傷看護のポイント
東京女子医科大学八千代医療センター 　佐藤　清美

NS1-3	 神経外傷　急性期における看護
千葉県救急医療センター 　並木亜希子

NS1-4	 脳神経看護未経験者に対する 
脳神経損傷急性期の急変を見逃さないための教育

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 　中島ひろみ

15：00～ 15：45

看護部門シンポジウム2　外来トリアージにおける多職種協働
座長　横田　由佳　杏林大学医学部付属病院

NS2-1	 ER における外来トリアージと多職種協働
社会医療法人石心会川崎幸病院 　安彦　　文

NS2-2	 消防指令センターにおける緊急度判定について 
JTAS システムは緊急度判定の一助となりえるか

尾張中北消防指令センター 　長谷川和哉

NS2-3	 頭部外傷診療における働き方改革の実現と医療安全の両立
昭和大学　救急・災害医学講座 　土肥　謙二

NS2-4	 院内トリアージの質を向上していくための取り組み 
～医師と協働して取り組む事後検証～

東海大学医学部付属病院看護部　高度救命救急センター 　新里　　恵

16：05～ 16：20

看護部門一般演題（口演）　一般病棟における看護
座長　中嶋　康広　東海大学医学部付属病院　看護師キャリア支援センター

N-1	 頭部外傷による高次脳機能障害を呈した患者の行動変容の事例
国立病院機構埼玉病院　脳神経外科 　熊川　貴大

N-2	 救急処置室における緊急穿頭術への看護師としての取り組み
東海大学医学部付属病院看護部 　安斎　　亨
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16：20～ 17：05

看護部門シンポジウム3　病棟における神経系患者の医療安全
座長　武田　保江　目白大学看護学部看護学科

NS3-1	 救命救急センターにおける緊急減圧術時の安全管理
東海大学医学部付属病院看護部　高度救命救急センター 　岡山　隆史

NS3-2	 当院ドクターカーに乗務する看護師の安全管理教育についての 
実際と今後の課題

日本医科大学武蔵小杉病院　救命救急センター　看護部 　北崎　礼繁

NS3-3	 脳神経疾患病棟における医療安全対策について 
～看護師の視点から対策を考える～

川崎市立多摩病院　指定管理者聖マリアンナ医科大学 　竹内　廣美

NS3-4	 脳神経外科病棟における医療安全
東海大学医学部付属病院看護部 　川口　吉光

17：05～ 17：40

看護部門シンポジウム4　回復期の看護
座長　染谷　泰子　帝京平成大学　健康メディカル学部

NS4-1	 退院時も見据えた回復期の看護
医療法人聖麗会　聖麗メモリアル病院 　渡辺　将士

NS4-2	 脳卒中患者の QOL を高めるためのリハビリテーション看護に関する研究
東海大学医学部看護学科 　真下　綾子

NS4-3	 医療機関における就労支援
赤羽リハビリテーション病院 　星　　　崇

17：40～ 18：30

一般演題（口演）7　慢性硬膜下血種　I
座長　糟谷　英俊　東京女子医科大学東医療センター　脳神経外科 

朴　　永銖　奈良県立医科大学　脳神経外科　　　　　　　

O7-1	 劇的な経過をたどった髄液漏出症の１例
埼玉大学国際医療センター　脳卒中外科 　亀井　孝昌

O7-2	 血腫腔内に術後急性期出血をきたした両側慢性硬膜下血腫の１例
京都岡本記念病院　脳神経外科 　松下　　詢

O7-3	 演題取り下げ

O7-4	 帝王切開による出産後に慢性硬膜下血腫を発症し手術に至った症例
東京北医療センター　脳神経外科 　林　志保里
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O7-5	 令和時代の高齢者において増加する 
Acute on chronic subdural hematoma の予後およびリスク因子の検討

島根大学医学部　脳神経外科 　江田　大武

O7-6	 術後慢性硬膜下血腫における chemokine の経時的な発現について
愛知医科大学　脳神経外科 　大須賀浩二

O7-7	 慢性硬膜下血腫の入院期間と再発に関しての検討
草加市立病院 　金　　瑛仙

18：30～ 19：15

一般演題（口演）8　慢性硬膜下血種　II
座長　宇野　昌明　川崎医科大学　脳神経外科

O8-1	 慢性硬膜下血腫術後再発に対する五苓散の効果の検討  
―  多施設前向き無作為化試験 ―

弘前大学大学院医学研究科　脳神経外科学講座 　片山　耕輔

O8-2	 慢性硬膜下血腫発症例における頭部外傷受傷後の CT 所見に関する検討
群馬大学医学部附属病院　脳神経外科 　込山　和毅

O8-3	 慢性硬膜下血腫穿頭術症例に対する再発率と患者背景の推移の検討
飯塚病院　救急科 　山田　哲久

O8-4	 難治性慢性硬膜下血腫に対する 
低濃度 NBCA を用いた中硬膜動脈塞栓術の有用性

函館脳神経外科病院　脳神経外科 　石川　耕平

O8-5	 難治性慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈塞栓術の検討
大垣徳洲会病院 　林　　克彦

O8-6	 再発慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈塞栓術のランダム化比較試験
奈良県立医科大学　脳神経外科 　中川　一郎
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8：30～ 9：30

一般演題（口演）9　画像診断の現状と進歩
座長　間瀬　光人　名古屋市立大学　脳神経外科　 

成相　　直　東京医科歯科大学　脳神経外科

O9-1	 慢性期重症頭部外傷遷延性意識障害における脳幹への総合評価の意義
木沢記念病院　脳神経外科 　三輪　和弘

O9-2	 頭部神経外傷後における脳血流評価
岐阜市民病院 　玉川　紀之

O9-3	 脳外傷後高次脳機能障害患者における 
集学的認知リハビリテーション前後での 11C-flumazenil PET の変化

かがわ総合リハビリテーション病院　脳神経外科 　河井　信行

O9-4	 神経集中治療における初療 IVR-CT の有用性
関西医科大学総合医療センター 　岩瀬　正顕

O9-5	 軽症頭部外傷に対する CT 撮影基準についての検討
日本大学医学部　脳神経外科学系神経外科学分野 　吉田礼於那

O9-6	 術前 CT perfusion における予後予測の検討
東京女子医科大学東医療センター 　大渕　英徳

O9-7	 急性硬膜下血腫における手術適応と leakage sign について
久留米大学医学部　脳神経外科 　折戸　公彦

O9-8	 急性硬膜外血腫における造影 CT の有用性　～血腫増大は予測できるか？～
東京女子医科大学東医療センター　脳神経外科 　萩原　信司

9：30～ 10：20

一般演題（口演）10　スポーツ外傷　I
座長　谷　　　諭　東京慈恵会医科大学　脳神経外科学講座

O10-1	 入院治療を必要とした遊具関連の小児頭部外傷例における検討
聖マリアンナ医科大学東横病院　脳神経外科 　小野　　元

O10-2	 再受傷後に開頭術が必要となった急性硬膜下血腫の 1 例
東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科 　平元　　侑

O10-3	 スポーツ中の頭部外傷を契機に発症した心因性片麻痺の 2 例
兵庫県立加古川医療センター　脳神経外科 　山川　　皓

O10-4	 スポーツ外傷に起因する小児の脳脊髄液減少症
国際医療福祉大学熱海病院　脳神経外科 　篠永　正道

Ｃ　会　場　「2 階　箱根（西）」
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O10-5	 硬式野球ボールの打球により脳挫傷を発症した 1 例
名古屋市立大学医学部大学院　脳神経外科学 　鳥飼　武司

O10-6	 スポーツ関連脳振盪における眼球運動測定
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　脳神経外科 　小野寺英孝

O10-7	 脳振盪後の男子高校生への神経心理学検査の評価についての一考察 
― 認知リハ前後の変化に着目して ―

筑波大学附属病院　認知症疾患医療センター 　沼田悠梨子

12：10～ 13：10

ランチョンセミナー2　 領域講習対象

座長　中瀬　裕之　奈良県立医科大学　脳神経外科

LS2	 高度救命救急センターに搬送される脳神経外傷の対応と部分発作管理の実情
東海大学　外科学系救急医学 　本多ゆみえ

共催 　第一三共株式会社

13：15～ 13：45

一般演題（口演）11　頭蓋底損傷　I
座長　松野　　彰　帝京大学医学部　脳神経外科

O11-1	 経眼窩的に上眼窩裂を経て頭蓋内に進展した 
眼窩内異物（箸）を摘出しえた１例

横浜市立みなと赤十字病院　脳神経外科 　長尾　景充

O11-2	 側頭骨骨折に伴う髄液耳漏修復に胸鎖乳突筋フラップが有用であった 1 例
東京医科大学　脳神経外科 　小野寺　翔

O11-3	 気脳症を伴う頭蓋底骨折に対する髄液漏閉鎖術の急性期施行について
山口大学大学院医学系研究科　脳神経外科学分野 　五島　久陽

O11-4	 頭蓋底骨折と頬骨上顎複合骨折合併例の治療戦略
関西医科大学総合医療センター　脳神経外科 　岩瀬　正顕

13：45～ 14：30

一般演題（口演）12　スポーツ外傷　II
座長　稲次　基希　東京医科歯科大学　脳神経外科

O12-1	 スポーツ関連脳振盪における “ めまい ” に対する 
仮想現実を用いた新規評価法の有用性に関する検討

東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科 　中山　晴雄

O12-2	 野球ボールによる中高生の頭部外傷再考 ― 死亡事例を経験して ―
済生会熊本病院脳卒中センター　脳神経外科 　山城　重雄

O12-3	 J リーグにおける脳振盪の発生状況と対応について
東京慈恵会医科大学　脳神経外科 　大橋　洋輝
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O12-4	 ボクシングアンダージュニア選手及び保護者を対象とした 
脳振盪に対するアンケート調査の解析

横浜市立大学医学部　脳神経外科 　三宅　茂太

O12-5	 セカンドインパクト症候群の関与が考えられたラグビー競技での１例
岩手医科大学　岩手県高度救命救急センター 　小守林靖一

O12-6	 ラグビー強豪高校における頭頚部メディカルチェックの実態
のじ脳神経外科・しびれクリニック 　野地　雅人

15：20～ 16：20

一般演題（口演）13　基礎研究による病態解明
座長　藤木　　稔　大分大学医学部　脳神経外科 

安原　隆雄　岡山大学大学院　脳神経外科

O13-1	 ラット脳振盪モデルにおける細胞外液中 ATP 値の推移
日本大学医学部医学科 　神谷　光樹

O13-2	 脳浮腫モデルマウスに対する五苓散の抗脳浮腫作用
医療法人社団新進会　おさか脳神経外科病院　脳神経外科 　原田　彰雄

O13-3	 頭部外傷モデルを用いた抗 high mobility group box-1 (HMGB-1) 抗体
の亜急性期の治療効果

Feinstein Institute for Medical Research 
Department of Emergency Medicine 　大熊　　佑

O13-4	 重症頭部外傷における急性期脳代謝変化について 
メタボロミクス解析を用いた病態解析と予後予測因子の探求

神戸大学医学部　脳神経外科 　中井　友昭

O13-5	 Cryo injury による脳挫傷モデルマウスにおける 
挫傷周囲微小環境の経時的変化

慶應義塾大学医学部　脳神経外科 　佐藤　瑞仁

O13-6	 抗酸化ナノ粒子による外傷性脳損傷に対する脳保護療法の開発
筑波大学医学医療系　脳神経外科 　丸島　愛樹

O13-7	 軽症頭部外傷研究における動物モデル ― CCI model を中心に ―
防衛医科大学校　脳神経外科 　大塚　陽平

O13-8	 ラット脊髄損傷モデルにおける 
骨髄間葉系幹細胞シートによる治療効果の検証

北海道大学　脳神経外科 　山崎　和義

19：15～ 21：00

会員懇親会　
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17：05～ 17：40

一般演題（ポスター）1　脊椎・脊髄・穿通外傷
座長　野地　雅人　のじ脳神経外科・しびれクリニック

P1-1	 自動釘打機による穿通性頭部外傷　 ― ハイブリッドオペ室での抜去 ―
名古屋市立大学医学部大学院　先進急性期医療学 　松嶋　麻子

P1-2	 箸による頭蓋内穿通損傷の 1 例
埼玉医科大学国際医療センター　脳神経外科 　福岡　真惟

P1-3	 経鼻的頭蓋内穿通性異物の１例
社会医療法人近森会近森病院　脳神経外科 　林　　　悟

P1-4	 治療に難渋した脆弱性軸椎歯突起骨折の１例
京都岡本記念病院 　藤田　智昭

P1-5	 再手術を要した外傷性軸椎すべり症 ( ハングマン骨折 ) の 1 例
京都岡本記念病院 　深尾　繁治

P1-6	 胸腰椎椎体骨折術後の体幹ギプスの有用性
新小文字病院　脊髄脊椎外科治療センター 　高橋　雄一

P1-7	 転倒で麻痺症状の急性増悪を認めた上位胸髄レベルの神経鞘腫の１例
京都岡本記念病院　脳神経外科 　上田　　廉

ポスター会場　「1 階　白銀」
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ポスター会場　「1 階　相模」

17：05～ 17：40

一般演題（ポスター）2　外傷に伴う機能障害
座長　戸村　　哲　防衛医科大学校　防衛医学研究センター　外傷研究部門

P2-1	 重症頭部外傷後の情動コントロール障害　当院症例の検討
日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター 　畝本　恭子

P2-2	 頭部外傷後に生じた頭痛についての検討
さいたま赤十字病院　脳神経外科 　野下　展生

P2-3	 頭部外傷慢性期にてんかん発作をきたし発作後精神症状が遷延した１例
岐阜県立下呂温泉病院　脳神経外科 　岡田　　誠

P2-4	 MRI を用いた頭部外傷後てんかんの診断
災害医療センター 　住吉　京子

P2-5	 両耳側半盲をきたした鈍的外傷性視交叉症候群の１例
関西医科大学総合医療センター 　奥畑　裕人

P2-6	 外傷性視交叉症候群が疑われた頭部顔面外傷の 1 例
広島大学大学院医系科学研究科　救急集中治療医学 　津村　　龍

P2-7	 中頭蓋窩急性硬膜外血腫により動眼神経麻痺を来した１例
三宿病院　脳神経外科 　小野健一郎
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17：05～ 17：40

一般演題（ポスター）3　高齢者神経外傷
座長　本多　　満　東邦大学医療センター大森病院　救命救急センター

P3-1	 外傷性椎骨動静脈瘻の１例
大分市医師会立アルメイダ病院　脳神経外科 　郷田　　周

P3-2	 開頭手術後の周術期に中硬膜動脈の仮性動脈瘤を認めた 1 例
国立病院機構埼玉病院　脳神経外科 　熊川　貴大

P3-3	 造血能異常を有する患者における外傷性急性硬膜下血腫の検討
香川県立中央病院　脳神経外科 　劒持　直也

P3-4	 ワルファリン内服中に急性重篤出血を来した症例に対する 
4F-PCC の使用経験

中村記念病院 　櫻井　　卓

P3-5	 フレイルを伴った高齢者慢性硬膜下血腫の検討
製鉄記念八幡病院 　佐山　徹郎

P3-6	 外傷性くも膜下出血後に脳梗塞と水頭症をきたした１例
社会医療法人誠光会草津総合病院　脳神経外科 　大西　　健

P3-7	 VP シャント術後高齢患者の、外傷性急性硬膜下血腫に対する手術加療
柳川病院　脳神経外科 　正島　弘隆

ポスター会場　「1 階　ホワイエ」
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17：05～ 17：40

一般演題（ポスター）4　外傷性脳血管障害
座長　相原　英夫　兵庫県立姫路循環器病センター　脳神経外科

P4-1	 自己による両眼摘出後に生じた外傷性くも膜下出血の 1 例
金沢大学　脳神経外科 　吉川　陽文

P4-2	 外傷性くも膜下出血後の症候性脳血管攣縮に対し、 
塩酸ファスジルの局所的動注療法が有効だった 1 例

東京医科歯科大学　血管内治療科 　藤井　照子

P4-3	 外傷性くも膜下出血後に発症した脳血管攣縮に対して 
経皮的血管形成術および局所動注療法が著効した 1 例

広島市立広島市民病院　脳神経外科 　松田　勇輝

P4-4	 自動釘打ち機による穿通性頭蓋内損傷の１例
高山赤十字病院 　中川　二郎

P4-5	 頭部外傷を契機に発症し、外科的摘出を行った浅側頭動脈仮性動脈瘤の経験
明徳会佐藤第一病院　脳神経外科 　山名　　慧

P4-6	 外傷性椎骨動脈損傷に対する血管内治療の１例
順天堂大学医学部附属静岡病院  脳神経外科 　堀越　　恒

P4-7	 頭蓋骨陥没骨折に上矢状静脈洞損傷と同血栓症を合併した 1 例
青梅市立総合病院　脳神経外科 　平沢　光明

ポスター会場　「2 階　ホワイエ」


