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第2日　2月 24日（土）
A 会 場

8：00～8：40

学術評議員講習会　 

 急性症候性発作と外傷性てんかん
和歌山県立医科大学　救急・集中治療医学講座　加藤　正哉

共催　日本光電工業株式会社

8：50～10：20

シンポジウム4　 抗血栓薬と頭部外傷
座長  亀山　元信　仙台市立病院 

三木　　保　東京医科大学　医療の質・安全管理学分野 
吉野　篤緒　日本大学　医学部　脳神経外科 

S4-1 抗血栓薬内服中の頭部外傷患者の real world と management
山口大学　医学部　脳神経外科　末廣　栄一

S4-2 抗血栓治療中の頭部外傷の治療と管理 - 救命センターにおける重症
例での成績から -

兵庫県立加古川医療センター　脳神経外科　相原　英夫

S4-3 当院における急性期頭部外傷患者における抗血小板薬・抗凝固薬の
内服状況

国立病院機構　災害医療センター　脳神経外科　八ツ繁　寛

S4-4 抗血栓療法中の患者における頭部外傷の特徴と、抗血栓薬中止・再
開に関する検討

日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　中江　竜太

S4-5 軽症頭部外傷頭蓋内出血病変と抗凝固・抗血小板剤との関連
東京女子医科大学東医療センター　脳神経外科　吉村　知香

S4-6 慢性硬膜下血腫と抗血栓薬
東海大学　医学部　脳神経外科　本多ゆみえ
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10：20～11：50

シンポジウム5　 小児頭部外傷　～急性期から回復期まで～
座長  永廣　信治　徳島大学病院 

松前　光紀　東海大学　医学部外科学系　脳神経外科領域 
齊藤　延人　東京大学　医学部　脳神経外科 

S5-1 小児重症頭部外傷に対する緊急開頭のピットフォール
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

S5-2 虐待による乳児硬膜下血腫の検討 - 非虐待例と何が違い、なぜ重症
化するのか？ -

奈良県立医科大学　脳神経外科　朴　　永銖

S5-3 小児急性硬膜下血腫の転帰不良因子の検討
東海大学　医学部　脳神経外科　横田　和馬

S5-4 家庭内で発症した小児重症頭部外傷の検討
兵庫県立こども病院　脳神経外科　阿久津宣行

S5-5 後天性脳損傷児への復学支援
神奈川県総合リハビリテーションセンター　小児科　栗原　まな

S5-6 小児の外傷性中、重症急性硬膜下血腫の慢性期～超慢性期の現実か
らみた治療方針～社会適応能力を伸ばす～
とまこまい脳神経外科　小児脳神経外科／岩見沢脳神経外科／大川原脳神経外科病院／�

別海町立病院／いけまぜファミリー� 　高橋　義男

11：50～12：30

特別講演3　 
座長  森田　明夫　日本医科大学　脳神経外科 

特別講演3 TBI: Past, Present and Future
University�of�Miami,�Jackson�Memorial�Hospital,�USA　Malcolm Ross Bullock

12：40～13：30

ランチョンセミナー3　 抗凝固薬内服患者の出血リスクマネジメントに対する
PCC の役割

座長  坂本　哲也　帝京大学　医学部　救急医学講座 

LS3 山口大学　医学部　脳神経外科　末廣　栄一
共催　CSL ベーリング株式会社
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13：40～14：10

会長講演　 
座長  甲村　英二　神戸大学　医学部　脳神経外科 

会長講演 重症頭部外傷治療への挑戦～ Brain First, Neuro First の意味～
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）　横田　裕行

14：10～14：40

会員報告会　 

14：40～16：10

シンポジウム6　 JATEC から JETEC へ～脳神経外科医のかかわり～
座長  冨永　悌二　東北大学大学院医学系研究科　脳神経外科 

坂本　哲也　帝京大学　医学部　救急医学講座 
宮田　昭宏　千葉県救急医療センター　脳神経外科 

S6-1 JATEC から JETEC へ
国立国際医療研究センター病院　救命救急センター　日本外傷学会代表理事　木村　昭夫

S6-2 多発外傷における脳神経外科医かつ救命医としてのメリットとジレ
ンマ

日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター　畝本　恭子

S6-3 外傷初期診療標準化がもたらした重症頭部外傷転帰への影響　- バイ
タル安定化後の脳神経外科医の役割 -

千葉県救急医療センター　脳神経外科　宮田　昭宏

S6-4 具体的な連携法①　院内システムの構築
前橋赤十字病院　高度救命救急センター　集中治療科・救急科部　中村　光伸

S6-5 具体的な連携法②　院内システム構築　JATEC から JETEC へ．単
独型救命センターにおける各科専門医による外傷根本治療の取り組
み

大阪府三島救命救急センター　脳神経外科　小畑　仁司

S6-6 具体的な連携法③　ハードの強化　Hybrid ER を用いた外傷初期診
療は重症頭部外傷の神経機能予後を改善する

大阪急性期・総合医療センター　救急診療科　木下　喬弘
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B 会 場

8：50～9：39

一般口演9　 脊椎
座長  谷　　　諭　東京慈恵会医科大学　脳神経外科 

直江　康孝　川口市立医療センター　救命救急センター 

O9-1 高齢者非骨傷性頚髄損傷に対する早期手術の有効性
仙台医療センター　脳神経外科　井上　智夫

O9-2 後縦靭帯骨化症患者に関連した骨損傷を伴わない急性頚髄損傷
北海道脳神経外科記念病院　脳神経外科　上森　元気

O9-3 頸椎骨折に伴う鈍的脳血管損傷 (BCVI) の危険因子の検討
埼玉医科大学国際医療センター　脳卒中外科　土屋　亮輔

O9-4 多発重症外傷を合併した脊髄損傷の治療
大阪大学　医学部　脳神経外科　西　　麻哉

O9-5 腰椎破裂骨折に対する低侵襲整復後方固定術
新小文字病院　脊髄脊椎外科治療センター　高橋　雄一

O9-6 頸椎損傷に伴う椎骨動脈損傷の治療戦略
神戸大学　脳神経外科／兵庫県立加古川医療センター　脳神経外科　藤田　祐一

O9-7 新しい分類を取り入れた中下位頚椎損傷・脊髄損傷の治療戦略
関西医科大学総合医療センター　脳神経外科　救命救急センター　岩瀬　正顕

9：39～10：14

一般口演10　 疫学・データバンク
座長  間瀬　光人　名古屋市立大学大学院医学系研究科　脳神経外科学 

中村　俊規　医療法人社団メンタルブレイン表参道こころのクリニック 

O10-1 救急車以外の医療搬送手段からみた重症頭部外傷の変化
東京慈恵会医科大学附属柏病院　救命救急センター／頭部外傷データバンク検討委員会　卯津羅雅彦

O10-2 当院へ救急搬送された用水路転落による頭部外傷の特徴
川崎医科大学　脳神経外科　小川祐佳里

O10-3 成人軽症受傷頭部外傷における頭蓋内出血の予測因子についての検
討

東京女子医科大学東医療センター　脳神経外科　大渕　英徳

O10-4 頭蓋内圧波形の観察研究「頭蓋内圧モニタリングで解ること」
聖マリアンナ医科大学　脳神経外科　大塩恒太郎
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O10-5 頭部外傷データバンクを用いた来院時軽症であった重症化頭部外傷
症例の周術期頭蓋内圧管理と予後の解析

日本医科大学多摩永山病院　救命救急センター　田中　知恵

10：30～16：10

脳神経外傷教育セミナー　 
座長  中江　竜太　日本医科大学付属病院　高度救命救急センター 

 1．重症頭部外傷とモニタリングの基本とトピックス
日本医科大学　救急医学／花と森の東京病院　髙山　泰広

 2．外観と受傷機転から判断していく顔面外傷
日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科　梅澤　裕己

 3．外傷性頭頚部血管障害
仙台市立病院　脳神経外科　刈部　　博

 4．脊椎・脊髄外傷：診断・治療のアプローチ
関西医科大学総合医療センター　脳神経外科・救命救急センター　岩瀬　正顕

 5．スポーツ頭部外傷の管理（脳振盪を中心に）
東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科　中山　晴雄

 6．抗凝固薬内服中の高齢者頭部外傷におけるリスクマネージメント
山口大学　医学部　脳神経外科　末廣　栄一

12：40～13：30

ランチョンセミナー4　 これで完璧！頭部外傷の脳波モニタリング
座長  大友　康裕　東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　救急災害医学分野 

LS4    TMGあさか医療センター　脳神経外科�
脳卒中・てんかんセンター�

東京女子医科大学　脳神経外科　てんかん外来　久保田有一
共催　エーザイ株式会社／ノーベルファーマ株式会社
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ポスター会場

15：00～15：56

ポスター6　 慢性硬膜下血腫 2
座長  福島　匡道　日本大学　医学部　脳神経外科学系神経外科分野 

P6-1 慢性硬膜下血腫に対する one burr-hole and closed drainage 
system without irrigation 手術について

北村山公立病院　脳神経外科　國本　健太

P6-2 心臓手術後に発生し短期間で増大した後頭蓋窩被膜化硬膜下血腫の
一例

大崎市民病院　脳神経外科　三野　正樹

P6-3 抗凝固薬内服中に受傷し後頭蓋窩およびテント上慢性硬膜下血腫を
きたした一例

誠光会　草津総合病院　脳神経外科　大西　　健

P6-4 頭蓋内慢性硬膜下血腫術後に認められた腰椎硬膜下血腫の一例
信愛会　交野病院　脊椎脊髄センター　藤田　智昭

P6-5 脊髄手術後髄液漏に続発した遅発性硬膜下血腫を認めた 2 例
永冨脳神経外科病院　脳神経外科　阿部　英治

P6-6 硬膜外自家血注入療法および穿頭ドレナージ術が著効した若年性慢
性硬膜下血腫の１例

厚木市立病院　脳神経外科　藤田　周佑

P6-7 演題取り下げ

P6-8 慢性硬膜下血腫との鑑別が困難であった硬膜下膿瘍の一例
唐津赤十字病院　脳神経外科　正島　弘隆

15：00～15：56

ポスター7　 外傷性脳血管障害
座長  刈部　　博　仙台市立病院　脳神経外科 

P7-1 鈍的喉頭損傷に合併した外傷性頚部外頚動脈瘤の一治療例
京都第二赤十字病院　脳神経外科　村上　　守

P7-2 スポーツが契機と考えられる外傷性内頚動脈解離の 2 例
順天堂大学　医学部付属静岡病院　脳神経外科　児玉　琢磨

P7-3 医原性総頸動脈仮性瘤からの出血にプルスルーテクニックにて胆管
用カバードステントを留置止血した１例

安城更生病院　脳神経外科　脳血管内治療センター　太田　圭祐
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P7-4 右外傷性内頚動脈終末部の仮性動脈瘤が、同側の外減圧術中に破裂
した一例

りんくう総合医療センター　脳神経外科　木本　優希

P7-5 当院における鈍的椎骨動脈損傷に対する血管内治療の現状
山梨県立中央病院　川島　佑太

P7-6 頭部外傷後に遅発性拍動性頭皮腫瘤を生じた２例
栄昌会　吉田病院附属脳血管研究所　脳神経外科　松本　洋明

P7-7 剣道の突きで総頚動脈解離を発症した 1 例
四国こどもとおとなの医療センター　谷口　秀和

P7-8 多発性骨折後早期に発症した脂肪塞栓による多発性脳梗塞の１例
日本医科大学武蔵小杉病院　脳神経外科　喜多村孝雄

15：00～15：56

ポスター8　 基礎・研究
座長  宮城　知也　済生会福岡総合病院　脳神経外科 

P8-1 頭部銃創－基本事項及び最新の知見
防衛医科大学校　脳神経外科　竹内　　誠

P8-2 高次脳機能障害後遺症例における頭部有限要素モデルによる受傷状
況再現解析の試み

兵庫県災害医療センター神戸赤十字病院　脳神経外科　林　　成人

P8-3 糖尿病による外傷性脳損傷の悪化に関しての基礎研究
東京女子医科大学　医学部　法医学講座　多々良有紀

P8-4 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　大滝　　遼

P8-5 頭部外傷の有無を含めた、搬送時意識変化に関わる因子の解明
神戸大学　医学部附属病院　脳神経外科　藤原　大悟

P8-6 頭部外傷症例における予後予測因子としての Glucose / K 比の有用
性

川口市立医療センター　救命救急センター　藤木　　悠

P8-7 手術を施行した軽症・中等症頭部外傷患者の転帰要因―
JNTDB2009 登録症例の検討―

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

P8-8 医療 Database アウトカム指標としての Disability Registry 構築
に関する提案

国立保健医療科学院　橘　とも子
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15：00～15：42

ポスター9　 特殊外傷
座長  佐藤　秀貴　東京臨海病院　救急科 

P9-1 軽症頭部外傷により深昏睡におちいった円蓋部髄膜種の一例
医療法人若弘会　若草第一病院　脳神経外科　下岡　　直

P9-2 クエスチョンマーク型の金属棒による頭部穿通外傷の一例
東京医科歯科大学　医学部　脳神経外科　氏川　　彩

P9-3 腹腔内手術後合併症により脳室腹腔シャント治療に難渋した水頭症
の 1 例

昭和大学江東豊洲病院　脳神経外科　河面　倫有

P9-4 重症頭部外傷による外減圧後に水頭症を呈し治療に苦慮した 1 例
東海大学　医学部　脳神経外科学　堀田　和子

P9-5 外傷性基底核損傷と原発性脳幹部損傷が合併した一例
日本大学　医学部　脳神経外科学系　神経外科学分野　塩川　諒治

P9-6 頭部外傷の原因が飲酒後の反射性失神によると考えられた１症例
聖マリアンナ医科大学東横病院　脳神経外科　小野　　元

15：00～15：42

ポスター10　 スポーツ外傷
座長  河井　信行　かがわ総合リハビリテーション病院 

P10-1 予防と対策が急がれるサーフィン外傷：頸髄損傷により CPA となっ
た 2 症例の経験から

総合病院　国保旭中央病院　救命救急センター　脳神経外科　高橋　　功

P10-2 スノーボード外傷に伴う serious neurotrauma
松波総合病院　脳神経外科／鷲見病院　脳神経外科／岐阜大学医学部　脳神経外科　澤田　重信

P10-3 一般スノーボーダーにおける脳振盪に対する認識状況調査　―第 2
報―

白鳳会　鷲見病院　脳神経外科　杉本　信吾

P10-4 脳振盪既往の有無が与える頭蓋内脳血流への影響
緑成会　横浜総合病院　脳神経外科／東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科　平元　　侑

P10-5 プロ野球の打撃練習中に予期せず起こった重症頭部外傷の 1 例
緑泉会　米盛病院　脳神経外科　伊地知　寿

P10-6 スポーツ頭部外傷診療における看護介入の重要性
東邦大学医療センター大橋病院　看護部　藤木　千夏
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