
－20－ －21－

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
１
日

－20－ －21－

第1日　2月 23日（金）
A 会 場

8：40～10：10

シンポジウム1　 頭部外傷の基礎から臨床
座長  森　健太郎　防衛医科大学校　脳神経外科 

飯原　弘二　九州大学大学院医学研究院　脳神経外科 
前田　　剛　日本大学　医学部　脳神経外科系神経外科学分野 

S1-1 「戦傷外傷のトランスレーショナルリサーチ」　軽症頭部爆傷の基礎
と臨床

防衛医科大学校　防衛医学研究センター　外傷研究部門　戸村　　哲

S1-2 頭部単独外傷にて脳損傷の biomarker としての D-dimer 値上昇の
機序の検討
山口大学　医学部　脳神経外科／山口大学医学部附属病院　先進救急医療センター　末廣　栄一

S1-3 呼気分析を用いた脳振盪の客観的評価の可能性
Green�Sports�Alliance�Japan ／牧田総合病院�Institute�for�the�Enhancement�and�

Restoration�of�Athletic�Performance ／牧田総合病院　脳神経外科� 　朝本　俊司

S1-4 全縫合部を再現した頭蓋骨の有限要素解析
聖マリアンナ医科大学　脳神経外科　大塩恒太郎

S1-5 軽微な外力によって生じる硬膜下血腫－法医解剖からの病態解明を
目指して－

防衛医科大学校　法医学講座　原田　一樹

S1-6 重症頭部外傷における神経再生医療の応用 : ラット急性硬膜下血腫モ
デルによる検討 - パイロット研究

日本医科大学大学院医学研究科　救急医学分野　横堀　將司

10：10～11：40

シンポジウム2　 高次脳機能障害の評価と対応
座長  奥寺　　敬　富山大学大学院医学薬学教育部　危機管理医学 

中瀬　裕之　公立大学法人奈良県立医科大学　脳神経外科 
河井　信行　かがわ総合リハビリテーション病院　副病院長 

S2-1 外傷性高次脳機能障害の発生・診断・治療に関する文献的考察
防衛医科大学校　脳神経外科　大谷　直樹

S2-2 脳外傷後高次脳機能障害の診断基準と画像診断
国立循環器病研究センター　循環器病統合イメージングセンター　中川原譲二
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S2-3 軽症頭部外傷による高次脳機能障害患者の特徴
独立行政法人国立病院機構奈良医療センター　脳神経外科　平林　秀裕

S2-4 頭部外傷後の心理的評価と社会復帰支援 精神科リエゾン・臨床心理
士の視点から

東北大学病院　精神科　八木橋真央

S2-5 小児の脳外傷後高次脳機能障害の現状と問題点
名古屋市立大学大学院医学研究科　脳神経外科学　間瀬　光人

11：40～12：20

特別講演1　 
座長  鈴木　倫保　山口大学　医学部　脳神経外科 

特別講演1 Use of the hybrid operating room for patients with severe 
traumatic brain injury
Hallym�University�Kangdong�Sacred�Heart�Hospital,�Seoul,�Korea　Byung-moon Cho

12：30～13：20

ランチョンセミナー1　 DOAC 中和剤の使用経験と救急現場の実際
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 

LS1 日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　恩田　秀賢
共催　日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

13：30～14：10

特別講演2　 
座長  横田　裕行　日本医科大学大学院医学研究科　救急医学分野

� （日本医科大学付属病院　高度救命救急センター）

特別講演2 ナマコの世界―脳がないのに賢い生き方
東京工業大学名誉教授　本川　達雄

14：10～15：40

シンポジウム3　 スポーツ外傷の現状と病態
座長  田宮　　隆　香川大学　医学部　脳神経外科 

栗栖　　薫　広島大学大学院医歯薬保健学研究科　脳神経外科学 
岩渕　　聡　東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科 

S3-1 スポーツ関連脳振盪：トレンド、ステークホルダー、アンメットニー
ズ

東北大学大学院医学系研究科　神経外科学分野　中川　敦寛
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S3-2 各種スポーツ競技における脳振盪の実態調査
福岡大学　スポーツ科学部／同　脳神経外科　重森　　裕

S3-3 本邦におけるスポーツ脳振盪からの就学復帰支援の現状
東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科／

日本脳神経外傷学会　スポーツ神経外傷検討委員会　中山　晴雄

S3-4 国内ラグビー競技における重症頭部 ･ 脊椎脊髄外傷　～重症傷害報
告書 2000 年～ 2016 年より～

聖隷三方原病院　脳神経外科　佐藤　晴彦

S3-5 スポーツ外傷の現状と病態（プロ・アイスホッケーチームにおける
脳振盪に関して）
Green�Sports�Alliance�Japan ／牧田総合病院�Institute�for�the�Enhancement�and�

Restoration�of�Athletic�Performance ／牧田総合病院　脳神経外科� 　朝本　俊司

S3-6 外傷性閉塞性脳血管障害―スポーツに起因するか否かによる臨床的
特徴の違いについて―

仙台市立病院　脳神経外科　刈部　　博

15：40～16：29

一般口演1　 症例報告
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 

荻野　雅宏　獨協医科大学　脳神経外科 

O1-1 自家用車で来院した外傷性頭蓋内出血例の検討
順天堂大学　医学部附属静岡病院　柳川　洋一

O1-2 神経内視鏡下に脳室内の銃弾破片を摘出し得た一例
千葉県救急医療センター　木島　裕介

O1-3 興味ある画像所見を示した脂肪塞栓症候群の一例
りんくう総合医療センター　高度脳損傷・脳卒中センター　萩原　　靖

O1-4 環軸椎骨折に伴う両側椎骨動脈損傷に対して一期的に両側椎骨動脈
コイル塞栓術を施行した 1 例

神戸大学附属病院　脳神経外科／淀川キリスト教病院　橋口　　充

O1-5 shearing stress による内頚動脈損傷が原因と考えられる direct 
carotid cavernous fistula の 1 例

武蔵野赤十字病院　脳神経外科　青山　二郎

O1-6 頭蓋形成術後出血の原因になったと考えられた外傷性髄液漏出症候
群の検討

富永病院　脳神経外科　森田　寛也

O1-7 高齢者の急性硬膜下血腫に対し内視鏡的血腫除去術を施行した 2 例
山口大学大学院医学系研究科　脳神経外科学分野　土師　康平
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B 会 場

7：30～8：30

FD講習会 Fuculty development course（ビデオ）　 

 東日本大震災時における災害対応コーディネーションと次への備え
講師　石井　　正　東北大学病院　総合地域医療教育支援部

8：40～9：29

一般口演2　 慢性硬膜下血腫
座長  藤木　　稔　大分大学　医学部　脳神経外科 

村山　雄一　東京慈恵会医科大学　脳神経外科 

O2-1 両側慢性硬膜下血腫で片側再発例の再発血腫と非再発血腫の比較
飯塚病院　救急部　山田　哲久

O2-2 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

O2-3 Autophagy シグナル伝達系の慢性硬膜下血腫被膜における発現
愛知医科大学　脳神経外科　大須賀浩二

O2-4 洗浄液の組成による慢性硬膜下血腫再発抑制の検討－多施設前向き
無作為化試験－

川崎医科大学　脳神経外科　戸井　宏行

O2-5 慢性硬膜下血腫術後の頭部単純 CT による再発の予見
日本大学　医学部　脳神経外科学系　神経外科学分野　澁谷　浩司

O2-6 慢性硬膜下血腫の再発因子と再発原因の究明
富山労災病院　脳神経外科　清水　　有

O2-7 難治性慢性硬膜下血腫への中硬膜動脈塞栓術の中長期成績
広島市立広島市民病院　脳神経外科　大熊　　佑

9：29～9：57

一般口演3　 外傷性てんかん
座長  川又　達朗　おとわ内科脳神経外科クリニック 

吉村　紳一　兵庫医科大学　脳神経外科学講座�

O3-1 慢性硬膜下血腫にてんかんを併発した 1 症例
東京医科大学　八王子医療センター　脳神経外科／目白第2病院　脳神経外科　須永　茂樹

O3-2 救命救急センターにおける外傷性てんかん
兵庫県立加古川医療センター　脳神経外科　長嶋　宏明
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O3-3 自動車運転中に発症したけいれん発作：頻度と事故との関連
済生会　宇都宮病院　脳神経外科　稲桝　丈司

O3-4 早期外傷性てんかんの発現抑制を目的としたレベチラセタムの初療
時投与効果

川崎市立多摩病院（指定管理者�学校法人聖マリアンナ医科大学）脳神経外科　中山　博文

9：57～10：53

一般口演4　 手術～剖検まで
座長  前原　健寿　東京医科歯科大学　脳神経外科 

橋本　直哉　京都府立医科大学大学院医学研究科　脳神経外科学 

O4-1 外傷性頭蓋内血腫に対して救急初療室にて極小開頭・血腫洗浄除去
療法（HITT）を施行した 39 症例の検討

埼玉医科大学　国際医療センター　脳卒中外科　上出　智也

O4-2 重症急性硬膜下血腫における穿頭術後の大開頭術施行のタイミング
に関する検討

建和会　大手町病院　脳神経外科　清平　美和

O4-3 高度救命救急センター発足後 5 年間で、救急搬送され開頭血腫除去
術を受けた頭部外傷症例：予後良好群の特徴

岡山大学大学院　脳神経外科　安原　隆雄

O4-4 大腿筋膜を用いた前頭蓋底骨折、髄液漏に対する手術戦略
日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター　金子　純也

O4-5 頭蓋形成術後合併症とリスク因子の解析
東京都立墨東病院　高度救命救急センター　柴橋　慶多

O4-6 頭部外傷後における外傷後水頭症の検討
兵庫県立加古川医療センター　脳神経外科　森下　暁二

O4-7 救急・集中治療における臓器提供を前提としない脳死判定と患者対
応の現況について

埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター　荒木　　尚

O4-8 頭部外傷後に死亡した患者の剖検例の解析
東京女子医科大学　医学部　法医学講座　木林　和彦

10：53～11：35

一般口演5　 抗血栓薬と外傷
座長  宇野　昌明　川崎医科大学　脳神経外科 

森岡　基浩　久留米大学　脳神経外科 

O5-1 当院における抗血栓薬使用中の頭部外傷入院患者についての検討
聖マリアンナ医科大学　脳神経外科　松森　隆史
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O5-2 抗凝固療法中の高齢者重症頭部外傷例の検討
川崎市立多摩病院（指定管理者�学校法人聖マリアンナ医科大学）脳神経外科　川口公悠樹

O5-3 当施設における頭部外傷症例へのイダルシズマブの使用経験
日本医科大学武蔵小杉病院　救命救急センター　渡邊　顕弘

O5-4 ケイセントラを使用し迅速に凝固異常を改善し、開頭手術を行えた
一例

日本医科大学付属病院　救命救急科　佐々木和馬

O5-5 抗凝固療法と外傷性頭蓋内出血　DOAC(Direct Oral 
AntiCoagulants) は外傷の予後を改善させうるか

日立総合病院　脳神経外科　中尾　隼三

O5-6 外傷性頭蓋内出血における静脈血栓塞栓症の診断と治療 - 当院の経
験から -

長崎大学病院　救命救急センター　平尾　朋仁

12：30～13：20

ランチョンセミナー2　 ICP モニタリングで変わる患者管理
座長  冨永　悌二　東北大学大学院医学研究科　脳神経外科学分野 

LS2-1 埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター　荒木　　尚

LS2-2 千葉大学大学院医学研究院　脳神経外科学　本島　卓幸
共催　Integra Japan 株式会社

14：10～14：52

一般口演6　 小児・高齢者
座長  若林　俊彦　名古屋大学大学院医学系研究科　脳神経外科 

朴　　永銖　奈良県立医科大学　脳神経外科 

O6-1 小児のスポーツ頭部外傷
静岡県立こども病院　脳神経外科　石崎　竜司

O6-2 小児重症頭部外傷患者における頭蓋外合併損傷の影響：日本外傷デー
タバンクの解析

東京都立墨東病院　高度救命救急センター　柴橋　慶多

O6-3 ER 式救命救急センターと脳神経外科における小児頭部外傷の現状
聖マリアンナ医科大学　脳神経外科　佐瀬　泰玄

O6-4 県内中学校における柔道事故に関する調査委員会の経緯と最終報告
獨協医科大学　脳神経外科　荻野　雅宏
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O6-5 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治
療戦略

日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　中江　竜太

O6-6 高齢者の頭部外傷例の入院後の合併症と転帰との検討
済生会　福岡総合病院　脳神経外科　宮城　知也

14：52～15：34

一般口演7　 医療連携
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 

大熊　洋輝　弘前大学大学院医学研究科　脳神経外科学 

O7-1 軽症脳神経外傷の診療体制～大学病院の役割は？～
東京女子医科大学　東医療センター　脳神経外科　萩原　信司

O7-2 広島県ドクターヘリで対応したスキー・スノーボードによる脳脊髄
外傷 8 例の検討

広島大学大学院医歯薬保健学研究院　救急集中治療医学　津村　　龍

O7-3 ヘリで搬送された頭部外傷例における脳神経外科医の役割
富山大学　医学部　危機管理医学　高橋　　恵

O7-4 山口県の頭部外傷連携パスの取り組み
山口大学　医学部　脳神経外科　藤山　雄一

O7-5 外傷後健忘中の早期から歩行訓練開始し、短期間で歩行獲得した頭
部外傷 2 症例

名古屋第二赤十字病院　医療技術部　リハビリテーション科　三谷　祐史

O7-6 頭部外傷患者の背面解放座位訓練基準策定の試み
獨協医科大学　埼玉医療センター　若林　一貴

15：34～16：30

一般口演8　 基礎・画像
座長 田中雄一郎　聖マリアンナ医科大学　脳神経外科 

畝本　恭子　日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター 

O8-1 頭部外傷患者における Targeted temperature management 
(TTM) の有用性の検討－バイオマーカーの観点から－

香川大学　医学部　附属病院救命救急センター　宍戸　　肇

O8-2 外傷性脳損傷における血中リン酸化ニューロフィラメントの経時的
推移と転帰予測への応用

防衛医科大学校　脳神経外科　大谷　直樹

O8-3 急性硬膜下血腫における造影剤漏出“Leakage sign”の出血増大
予測因子としての検討

久留米大学　医学部　脳神経外科／久留米大学病院　高度救命救急センター　吉富　宗健
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O8-4 Optic nerve sheath diameter を用いた重症急性硬膜下血腫の予
後予測と新たな grading scale の提案
京都府立医科大学大学院医学研究科　脳神経機能再生外科学／京都第二赤十字病院　脳神経外科　
 後藤　雄大

O8-5 初診時重症頭部外傷ではないと判断された症例における MRI による
Diffuse Axonal Injury(DAI) の検出

札幌医科大学　救急医学講座　喜屋武玲子

O8-6 頭部外傷合併多発外傷症例において頭蓋内出血増大をきたす因子の
検討

川口市立医療センター　救命救急センター　直江　康孝

O8-7 重症頭部外傷における来院時における血液凝固異常と急性期脳循環
障害の検討

東邦大学医療センター大森病院　救命救急センター　本多　　満

O8-8 重症頭部外傷予後予測因子としてのバイオマーカーの検討
日本医科大学千葉北総病院　脳神経センター　柴田　あみ
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ポスター会場

15：00～15：56

ポスター1　 慢性硬膜下血腫 1
座長  小畑　仁司　大阪府三島救命救急センター 

P1-1 当院における慢性硬膜下血腫の治療成績と転帰
市立四日市病院　脳神経外科　水谷　高輔

P1-2 再発慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈塞栓術の安全性と有効性
奈良県立医科大学　脳神経外科　中川　一郎

P1-3 器質化慢性硬膜下血腫の病理学的検討
横浜南共済病院　三宅　茂太

P1-4 慢性硬膜下血種１７９件における術後再発因子の検討
関東労災病院　脳神経外科　立澤　孝幸

P1-5 慢性硬膜下血腫術後の再発因子についての検討
公立豊岡病院　脳神経外科　塩見　亮司

P1-6 頭部 CT における慢性硬膜下血腫の推定血腫量の測定法の比較
日本医科大学　脳神経外科　石坂栄太郎

P1-7 慢性硬膜下血腫の五苓散無効例に対する柴苓湯の使用経験
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　早川　隆宣

P1-8 Acute-on-Chronic Subdural Hematoma の CT 所見と臨床的特
徴

獨協医科大学埼玉医療センター　松本　佳之

15：00～15：42

ポスター2　 高齢者
座長  末廣　栄一　山口大学　医学部　脳神経外科 

P2-1 当院高度救命救急センターにおける高齢者頭部外傷の検討
帝京大学　医学部附属病院　高度救命救急センター　大山　裕太

P2-2 90 歳以上の頭蓋内血腫を伴う頭部外傷患者の検討
香川県立中央病院　脳神経外科　藏本　智士

P2-3 院内発症の急性硬膜下血腫に対する内視鏡下血腫除去術の有用性
小野病院　脳神経外科　横須賀公彦

P2-4 難治性急性硬膜下血腫の治療中に後天性血友病 A と診断された１例
久留米大学　医学部　脳神経外科　菊池　　仁
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P2-5 高齢者頭部外傷患者における自宅退院困難例の検討
黒石市国民健康保険黒石病院　脳神経外科　長谷川聖子

P2-6 院内発症外傷性急性硬膜下血腫の検討
国立病院機構　東京医療センター　脳神経外科／臨床研究センター　林　　拓郎

15：00～15：42

ポスター3　 小児
座長  荒木　　尚　埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター 

P3-1 小児虐待における当院での取り組み
東京女子医科大学　脳神経外科　富永　禎弼

P3-2 乳幼児頭部外傷診療における現状と問題点
東京医科歯科大学　脳神経外科　稲次　基希

P3-3 小児急性硬膜下血腫の術後に“Big Black Brain”様変化を来した
一例

日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター　齋藤　　研

P3-4 頭頸部外傷をきたした虐待症例について：小児例と成人例の比較
豊橋市民病院　脳神経外科　雄山　博文

P3-5 小児軽症頭部外傷における脳振盪後症候群をどのように捉えるか？
－当施設 325 例の検討

東京都立大塚病院　脳神経外科　大賀　　優

P3-6 重症頭部外傷児に対する急性期から復学後までの高次脳機能障害に
対するリハビリテーションの経験

埼玉医科大学総合医療センター　リハビリテーション部　平井　良太

15：00～15：49

ポスター4　 頭部外傷・手術
座長  村井　保夫　日本医科大学　脳神経外科 

P4-1 急性期集学的加療が奏功した脳脱を伴う開放性頭蓋骨陥没骨折の 1
例

岩手医科大学　脳神経外科学講座　小島　大吾

P4-2 亜急性期に急激な症状悪化を来し開頭血腫除去術を要した急性硬膜
下血腫の 2 例

東京女子医科大学　東医療センター　脳神経外科　今里　大介

P4-3 急性期を過ぎてから手術を要した急性硬膜下血腫の臨床的特徴
青森県立中央病院　脳神経外科　中村　太源

P4-4 緊急穿頭血腫除去のための新しい屈曲吸引管
近畿大学　医学部　救命救急センター　植嶋　利文
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P4-5 髄液耳漏に対するスパイナルドレナージにて脳腫脹をきたした 1 例
日本医科大学武蔵小杉病院　救命救急センター　崔　　祥大

P4-6 前頭蓋底骨折に伴う外傷性髄液鼻漏に対し、造影 MRI で硬膜欠損部
を推定し、開頭術で根治した一例

社会医療法人近森会近森病院　脳神経外科　西本　陽央

P4-7 Risk Factors of Aseptic bone flap resorption after 
Cranioplasty
Korea�University�Guro�Hospital,�College�of�Medicine,�Korea�University　Kim JangHun

P4-8 外減圧術時のセプラフィルム使用による頭蓋形成術の安全性および
効率性向上の可能性

土浦協同病院　脳神経外科　川並　麗奈

15：00～15：42

ポスター5　 脊椎・痙縮
座長  森下　暁二　兵庫県立加古川医療センター　脳神経外科 

P5-1 Decompression by“Lateral pediclectomy”and 360°
reconstruction in unstable thoracolumbar Fractures
Department�of�Neurosurgery,�Focused�Training�Center�for�Trauma,�Korea�University�

Guro�Hospital,�Korea�University�College�of�Medicine� 　Woo-Keun Kwon

P5-2 外傷性血気胸と腕神経損傷に合併した気脳症および気脊柱症の 1 例
神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科　足立　拓優

P5-3 脊髄損傷を契機に診断に至った若年者の頚髄髄膜腫の 1 例
東京慈恵会医科大学　医学部　脳神経外科　山名　　慧

P5-4 神経外傷後の痙縮に対するバクロフェン髄腔内投与療法
名古屋セントラル病院　脳神経外科　竹林　成典

P5-5 外傷性神経障害性疼痛に対する脊髄刺激療法の長期効果
名古屋セントラル病院　脳神経外科　種井　隆文

P5-6 外傷後遷延性意識障害を伴う患者に対する ITB 療法について
国立病院機構奈良医療センター　脳神経外科／奈良県立医科大学　脳神経外科　至田　洋一
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