プログラム
A 会場（国際会議室）
開会挨拶

会長

渡辺

高志

シンポジウム１

くも膜下出血（80 歳以上）

8:25 ～ 8:30
共催：日医工（株）
8:30 ～ 9:50
座長：鈴木 倫保（山口大学）
伊達
勲（岡山大学）
塩川 芳昭（杏林大学）

S1-1

S1-2

S1-3

S1-4

S1-5

S1-6

当施設における 80 歳以上のクモ膜下出血症例について
済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科 1）、熊本大学医学部脳神経外科 2）
○河井 浩志（かわい ひろし）1）、西
徹 1）、水野 隆正 1）、小林 修 1）、牟田
1）
1）
2）
植田 裕 、内川 裕貴 、倉津 純一
高齢者脳外科手術の限界
岩手県立中央病院 脳神経外科
○三河 茂喜（みかわ しげき）、梶谷
菅原 孝行

卓未、木村

尚人、原

一志、關

開頭クリッピングを第一選択とした超高齢者のくも膜下出血の治療成績
帝京大学医学部脳神経外科 1）、禎心会病院脳神経外科 2）
網走脳神経外科・リハビリテーション病院 3）
○勝野 亮（かつの まこと）1）、谷川 緑野 2）、橋本 政明 3）、松野
80 歳以上の破裂脳動脈瘤に対する血管内治療
岡山大学大学院 脳神経外科
○新治 有径（しんじ ゆうけい）、杉生 憲志、菱川
高杉 祐二、西廣 真吾、伊達 勲

朋人、平松

博文、

彰 1）

匡文、春間

純、

80 歳以上の高齢発症くも膜下出血に対する治療成績
高知大学 医学部 脳神経外科 1）、高知医療センター 脳神経外科 2）
高知医療センター 救命救急科 3）
○川西 裕（かわにし ゆう）1）、太田 剛史 2）、牧 貴紀 2）、松岡 賢樹 2）、岡田
門田 知倫 3）、大西 広一 3）、福田 真紀 1）、福井 直樹 1）、森本 雅徳 2）、
上羽 哲也 1）
当院における高齢者くも膜下出血の治療成績
杏林大学 医学部 脳神経外科
○熊切 敦（くまきり あつし）、岡村 耕一、野口

明男、佐藤

大介 1）、

栄志、塩川

憲二 2）、

芳昭

S1-7

80 歳以上の高齢者クモ膜下出血患者に対する治療成績
十字会 野島病院 脳外科 1）、鳥取県立中央病院 2）、鳥取市立病院 3）、鳥取県立厚生病院 4）
山陰労災病院 5）、鳥取大学医学部附属病院脳外科 6）
○竹内 啓九（たけうち ひろちか）1）、中島 定男 1）、宍戸 尚 1）、野島 丈夫 1）、
門脇 光俊 2）、吉岡 裕樹 3）、紙谷 秀規 4）、近藤 慎二 5）、小椋 貴文 6）、
渡辺 高志 6）

S1-8

高齢化社会における脳動脈瘤治療の現状と問題点 - 高齢者くも膜下出血症例の治療成績から 奈良県立医科大学 脳神経外科
○弘中 康雄（ひろなか やすお）、中川 一郎、西村 文彦、新 靖史、本山 靖、
朴 永銖、中瀬 裕之

シンポジウム 2

症候性頸部内頚動脈狭窄（80 歳以上）

共催：大塚製薬（株）
9:50 ～ 11:30
座長：佐々木
大熊
宇野

S2-1

S2-2

S2-3

S2-4

富雄（名古屋共立病院）
洋揮（弘前大学）
昌明（川崎医科大学）

当院における 80 歳以上頚部内頚動脈狭窄症の治療成績
富山大学 医学部 脳神経外科 1）、富山大学 医学部 神経内科 2）
○秋岡 直樹（あきおか なおき）1）、柏崎 大奈 1）、高 正圭 1）、山本
桑山 直也 1）、田中 耕太郎 2）、黒田 敏 1）
当院における高齢者頸動脈内膜剥離術の治療実績
愛知医科大学 脳神経外科 1）、瀬口脳神経外科病院 2）
○宮岡 嘉就（みやおか よしなり）1,2）、瀬口 達也 2）、木内
渡部 剛也 1）、高安 正和 1）

貴史 2）、藤井

超高齢者頸頚動脈狭窄に対する頸動脈ステント留置術の長期成績
弘前大学 医学部 脳神経外科
○嶋村 則人（しまむら のりひと）、奈良岡 征都、竹田 哲司、松田
大熊 洋揮
80 歳以上高齢者に対する頚動脈ステント留置術の治療成績
鳥取大学 脳神経外科 1）、野島病院 脳神経外科 2）
○坂本 誠（さかもと まこと）1）、渡辺 高志 1）、竹内

修輔 1）、

雄 2）、

尚也、

啓九 2）

S2-5

80 歳以上の症候性内頚動脈狭窄症に対する CAS の有効性と合併症
―79 歳以下の症例との比較検討―
川崎医科大学 脳神経外科 1）、川崎医科大学脳卒中医学 2）
○松原 俊二（まつばら しゅんじ）1）、松下 展久 1）、戸井 宏行 1）、松村 浩平 1）、
平井 聡 1）、佐藤 昂平 1）、安積 麻衣 1）、宇野 昌明 1）、小林 和人 2）、
坂井 健一郎 2）、八木田 佳樹 2）

S2-6

高齢者の症候性頸動脈狭窄に対する頸動脈ステント留置術の臨床的有用性の検討
島根大学 医学部 脳神経外科
○中川 史生（なかがわ ふみお）、宮嵜 健史、江田 大武、神原 瑞樹、吉金
萩原 伸哉、大洲 光裕、永井 秀政、秋山 恭彦

S2-7

80 歳以上の高齢者の症候性頚動脈狭窄症に対する治療
横浜栄共済病院 脳神経外科
○野村 素弘（のむら もとひろ）、玉瀬 玲、上出

智也、森

健太郎、関

努、

俊輔

S2-8

高齢者（80 歳以上）症候性内頚動脈狭窄に対する頚動脈内膜剥離手術
筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター 脳神経外科 1）
日立総合病院 脳神経外科 2）、筑波メディカルセンター病院 脳神経外科 3）
筑波大学 脳神経外科 4）
○小松 洋治（こまつ ようじ）1）、木村 泰 2）、杉井 成志 2）、中村 和弘 3）、
中居 康展 3）、上村 和也 3）、伊藤 嘉朗 4）、松村 明 4）

S2-9

高齢者頚部内頸動脈狭窄病変への手術治療成績
大西脳神経外科病院 脳神経外科
○山田 修一（やまだ しゅういち）、大西 英之、垰本 勝司、久我 純弘、高倉
兒玉 裕司、林 真人、高橋 賢吉、岡本 薫学、高村 慶旭、前岡 良輔

周司、

S2-10

当施設の症候性内頚動脈狭窄症の治療成績と治療戦略― 高齢内頚動脈狭窄症への治療戦略
杏林大学 医学部 脳神経外科 1）、杏林大学 医学部 脳卒中医学科 2）
杏林大学 医学部 神経内科 3）、小山記念病院 4）、関東中央病院 5）
○鳥居 正剛（とりい まさたか）1,2）、平野 照之 2）、佐藤 栄志 1）、脊山 英徳 4）、
岡村 耕一 5）、傳法 倫久 3）、塩川 芳昭 1）

特別講演（ランチョンセミナー）

共催：エーザイ（株）  
座長：高倉

演題：フレイルの概念と超高齢社会の医療
略

―

11:45 ～ 12:45

公朋（東京女子医科大学先端生命医科学研究所）

国立長寿医療研究センター総長

歴
鳥 羽 研 二 （とば けんじ）
昭和 26 年 4 月 23 日 長野県松本市生（63 歳）

【学歴】
昭和 53 年
昭和 59 年
昭和 63 年
平成 8 年
平成 8 年
平成 12 年
平成 18 年
平成 22 年

東京大学医学部医学科卒業
東京大学医学部助手
テネシー大学生理学研究員
フリンダース大学老年医学研究員
東京大学医学部 助教授
杏林大学医学部高齢医学 主任教授
杏林大学病院 もの忘れセンター長（兼任）
独立行政法人 国立長寿医療研究センター 病院長
同センター もの忘れセンター長（併任）
平成 24 年 同センター バイオバンク長（併任）
平成 26 年 独立行政法人 国立長寿医療研究センター 理事長・総長
現在に至る
【主な役職・研究】
日本老年医学会 副理事長、老人医療委員会委員長
日本老年学会 理事、日本応用老年学会 理事、日本メンズヘルス医学会
全国老人保健施設協会 理事、日本内科学会 認定医 ･ 指導医
日本動脈硬化学会 評議員、日本骨粗鬆症学会 評議員
日本認知症学会 理事、 日本慢性期医療協会 参与
日本未病システム学会 評議員
高齢者介護看護医療フォーラム 世話人
新しい老年医学を考える会 世話人
認知症を語る会 世話人
多摩デメンチア研究会 世話人
日本学術会議 連携会員

理事

文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム中間評価委員会委員」H25.11 月～
文部科学省「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明 PJ」課題選考委員会
委員 H26.1 月～
厚生労働省 長寿科学 多職種テキスト研究班 班長 H24 ～
厚生労働省 認知症の地域包括的ケア 研究班 班長 H25 ～
厚生労働省 認知症初期集中支援チーム研究班 班長 H25 ～
厚生労働省 認知症サポート医研修テキスト作成研究班 班長 H24 ～
厚生労働省 終末期相談員育成研究班 班長 H26
Canadian initiative on frail older persons, 国際共同研究員
Geriatrics and Gerontology International, Associate Editor

鳥羽

研二

ワークショップ

脳神経外科医による認知症診療

12:50 ～ 14:40

座長：吉井 與志彦（筑波記念病院もの忘れ診療センター）
河本
圭司（東大阪山路病院）
（１）脳神経外科認知症診療研究会の報告
１．
東西脳神経外科認知症研究会報告
東大阪山路病院
河本 圭司（かわもと けいじ）
２．
追加コメント
新百合ヶ丘総合病院
堀 智勝（ほり ともかつ）
（２）脳神経外科医の認知症診療経験から
１．
脳神経外科医による認知症診療の意義と問題点
社会医療法人愛仁会 高槻病院 1）、筑波記念病院 2）
○欅 篤（けやき あつし）1）、吉井 與志彦 1）
２．
ー１

脳神経外科認知症外来診療の実際
認知症スピード診療ツール： 物忘れ外来での活用とかかりつけ医への啓蒙
船橋市立医療センター 脳神経外科
○唐澤 秀治（からさわ ひではる）

−２

認知症診療への画像診断の適用・利用
筑波記念病院 もの忘れ診療センター 1）、茨城県立中央病院 脳神経外科 2）
筑波総合クリニック脳神経外科 3）
○吉井 與志彦（よしい よしひこ）1）、鯨岡 裕司 2）、小林 栄喜 3）

−３

川崎市北部地域における軽度認知障害および認知症の早期診療への取り組み
新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科 1）、新百合ヶ丘総合病院 神経内科 2）
○阿部 圭市（あべ けいいち）1）、堀 智勝 1）、矢崎 俊二 2）、笹沼 仁一 1）、
渡邉 一夫 1）

−４

実践的認知症治療 ～少量治療とシロスタゾール治療～
誠弘会池袋病院
○平川 亘（ひらかわ わたる）

−５

外来通院の認知症患者に対する“写字療法”の提案
東大阪山路病院 脳神経外科 1）、宇治川病院 2）、関西医科大学 滝井病院 3）
○河本 圭司（かわもと けいじ）1,2,3）、田中 克則 1）、相田 公義 1）、山路
蜂屋 知恵 2）、葉山 典泰 2）、瀬野 敏孝 3）

−６

i-NPH と認知症 - 今後脳神経外科医が果たすべき役割 関西電力病院 脳神経外科
○羽柴 哲夫（はしば てつお）、木下 喬公、山上 敬太郎、岩城
宮原 永治、山田 圭一、藤本 康裕

孟 1）、

克馬、高崎

盛生、

（３）脳神経外科医によるリハビリの試みおよび社会制度の利用等について
１．
認知症と社会保障
帝京大学 医学部附属溝口病院 脳神経外科
○中根 一（なかね まこと）
２．

脳神経外科医による認知症状へのリハビリテーション
熊本託麻台リハビリテーション病院 脳神経外科 1）、熊本大学 脳神経外科 2）
○平田 好文（ひらた よしふみ）1）、村上 雅二 1）、國徳 尚子 1）、後藤 真一 1）、
倉津 純一 2）

シンポジウム 3

悪性グリオーマ（70 歳以上）

共催：ＭＳＤ（株）
14:40 ～ 16:20
座長：倉津 純一（熊本大学）
大西 丘倫（愛媛大学）
藤井 幸彦（新潟大学脳研究所）

S3-1

高齢者の多形性膠芽腫に対する治療経験：80 歳以上の５例について
砂川市立医療センター 脳神経外科
○南田 善弘（みなみだ よしひろ）、鵜飼 亮、関 隆史

S3-2

高齢者膠芽腫手術と術後放射線 TMZ VCR IFN 併用療法における有用性と限界
弘前大学大学院医学研究科脳神経外科
○浅野 研一郎（あさの けんいちろう）、片山 耕輔、角田 聖英、大熊

洋揮

S3-3

高齢者悪性神経膠腫における Stupp regimen の安全性に関する検討
奈良県立医科大学脳神経外科
○松田 良介（まつだ りょうすけ）、中川 一郎、弘中 康雄、田村 健太郎、
西村 文彦、新 靖史、本山 靖、中村 光利、朴 永銖、中瀬 裕之

S3-4

高齢者 glioblastoma の予後解析～外科治療がもたらすもの～
和歌山県立医科大学 医学部 脳神経外科 1）、和歌山県立医科大学 保健看護学部 2）
○藤田 浩二（ふじた こうじ）1）、深井 順也 1）、大林 慎始 1）、西林 宏起 1）、
小倉 光博 1）、上松 右二 2）、中尾 直之 1）

S3-5

高齢者悪性グリオーマにおける治療成績と予後因子の検討
岡山大学大学院 脳神経外科
○黒住 和彦（くろずみ かずひこ）、市川 智継、石田

穣治、伊達

勲

S3-6

高齢者膠芽腫治療における予後良好因子の検討
愛媛大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学 1）、愛媛大学大学院 地域医療再生学 2）
○末廣 諭（すえひろ さとし）1）、大上 史朗 1）、高野 昌平 1）、山下 大介 1）、
井上 明宏 1）、久門 良明 2）、大西 丘倫 1）

S3-7

高齢悪性神経膠腫症例の手術の限界と後療法の選択
新潟大学 脳研究所 脳神経外科
○青木 洋（あおき ひろし）、小倉 良介、五十川

S3-8

S3-9

S3-10

瑞穂、藤井

幸彦

高齢者および低 PS 膠芽腫に対する放射線テモゾロミド療法の適応
国立がん研究センター中央病院 脳脊髄腫瘍科 1）
国立がん研究センター研究所 脳腫瘍連携研究分野 2）
○大野 誠（おおの まこと）1）、宮北 康二 1）、高橋 雅道 1）、小川
松下 裕子 1）、市村 幸一 2）、成田 善孝 1）
高齢者膠芽腫の治療
熊本大学医学部附属病院 機能神経外科先端医療寄附講座 1）
熊本大学医学部 脳神経外科 2）
○篠島 直樹（しのじま なおき）1）、中村 英夫 2）、矢野
倉津 純一 2）

隆弘 1）、葛岡

茂敏 2）、山田

DPC データからみた高齢者初発悪性神経膠腫における治療の現状
鳥取大学 医学部 脳神経外科 1）、産業医科大学 医学部 公衆衛生学 2）
○神部 敦司（かんべ あつし）1）、石橋 美名子 1）、黒﨑 雅道 1）、渡辺
村松 圭司 2）、松田 晋哉 2）

和慶 1）、

高志 1）、

桜 1）、

シンポジウム 4

髄膜腫（80 歳以上）

共催：オリンパス（株）
16:20 ～ 17:20
座長：児玉 南海雄（寿泉堂綜合病院顧問）
田宮
隆（香川大学）
川原
信隆（横浜市立大学）

S4-1

S4-2

S4-3

S4-4

S4-5

S4-6

当施設における 80 歳以上の髄膜腫について
鳥取大学 医学部 脳神経外科
○宇野 哲史（うの てつじ）、小椋 貴文、細谷
坂本 誠、黒﨑 雅道、渡辺 高志
80 歳以上髄膜腫手術症例の検討
県立広島病院 脳神経外科
○溝上 達也（みぞうえ たつや）、木矢
露口 冴

朋央、神部

克造、籬

高齢者髄膜腫患者の術前予後予測と治療指針
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（ごとう ひさはる）、出口 誠、貞廣
鈴木 倫保

敦司、石橋

拓郎、迫口

哲彦、近藤

浩、

浩和、石原

秀行、野村

貞宏、

80 歳以上の高齢者における髄膜腫に対する radiosurgery の治療成績
東京大学 医学部 附属病院 脳神経外科
○長谷川 洋敬（はせがわ ひろたか）、花北 俊哉、辛 正廣、斉藤
当院における高齢者髄膜腫の外科治療
香川大学 医学部 脳神経外科
○岡内 正信（おかうち まさのぶ）、岡田
三宅 啓介、田宮 隆

真樹、畠山

高齢者髄膜腫に対する外科治療戦略の特徴と注意点
島根県立中央病院 脳神経外科
○井川 房夫（いかわ ふさお）、浜崎 理、日高

シンポジウム 5

正常圧水頭症（75 歳以上）

美名子、

哲宗、新堂

敏和、黒川

延人

敦、川西

泰玄、米澤

正彦、

潮

共催：ビー・ブラウンエースクラップ（株）
17:20 ～ 18:20
座長：石川 正恒（洛和会音羽病院）
吉峰 俊樹（大阪大学）
中瀬 裕之（奈良県立医科大学）

S5-1

特発性正常圧水頭症に対する治療方針への年齢の影響
洛和会音羽病院 脳神経外科 正常圧水頭症センター 1）
洛和会音羽病院 リハビリテーションセンター 2）
○山田 茂樹（やまだ しげき）1）、石川 正恒 1）、松本
森口 八郎 2）

雅俊 2）、横内

葵 2）、

S5-2

高齢者正常圧水頭症への治療の注意点と限界
奈良県立医科大学 医学部 脳神経外科 1）、奈良県立医科大学 医学部 放射線科 2）
○新
靖史（しん やすし）1）、田岡 俊昭 2）、中川 一郎 1）、西村 文彦 1）、
弘中 康雄 1）、本山 靖 1）、朴 永銖 1）、吉川 公彦 2）、中瀬 裕之 1）

S5-3

鳥取県中西部地域の高齢者特発性正常圧水頭症手術の現状と課題
労働者健康福祉機構 山陰労災病院 脳神経外科 1）、鳥取大学 脳神経外科 2）
十字会 野島病院 脳神経外科 3）、鳥取県立厚生病院 脳神経外科 4）

○田辺 路晴（たなべ みちはる）1）、小椋 貴文 2）、竹内 啓九 3）、谷浦 晴二郎 4）、
中島 定男 3）、紙谷 秀規 4）、宍戸 尚 3）、野島 丈夫 3）、渡辺 高志 2）、小林 智行 1）、
近藤 慎二 1）
S5-4

カールソンスコアは特発性正常圧水頭症の機能予後因子の１つになり得る
熊本労災病院 脳神経外科 1）、熊本大学大学院 生命科学研究部 脳神経外科学分野 2）
○山城 重雄（やましろ しげお）1）、吉川 真 1）、吉田 顯正 1）、倉津 純一 2）

S5-5

高齢患者における特発性正常圧水頭症治療の適応限界
関西電力病院 脳神経外科
○羽柴 哲夫（はしば てつお）、木下 喬公、山上
宮原 永治、山田 圭一、藤本 康裕

S5-6

敬太郎、岩城

克馬、高崎

特発性正常圧水頭症におけるタップテストの歩行改善とシャント効果予測
音羽病院 正常圧水頭症センター 1）、音羽病院 リハビリテーションセンター 2）
○石川 正恒（いしかわ まさつね）1）、山田 茂樹 1）、松本 雅俊 2）、横内
森口 八郎 2）

盛生、

葵 2）、

B 会場（小ホール）
一般演題 1

正常圧水頭症

9:00 ～ 10:00
座長：堀
智勝（新百合ヶ丘総合病院）
周郷 延雄（東邦大学医療センター大森病院）

O1-1

大きな髄膜腫を伴った高齢者の正常圧水頭症に対して VA shunt を行い良好な結果を得た 3 例
千葉・柏たなか病院 正常圧水頭症センター
○高木 清（たかぎ きよし）

O1-2

高齢者の特発性正常圧水頭症に対する VA shunt の長期予後
府中恵仁会病院 脳神経外科 1）、千葉・柏たなか病院 正常圧水頭症センター 2）
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 脳神経外科 3）
○陶山 大輔（すやま だいすけ）1,3）、高木 清 2）、平本 準 1）、立山 慎一郎 3）、
山田 康博 3）、吉田 耕一郎 3）、川瀬 司 3）、加藤 庸子 3）

O1-3

当院における特発性正常圧水頭症の検討
鳥取県立中央病院 脳神経外科
○門脇 光俊（かどわき みつとし）、田渕

貞治

O1-4

正常圧水頭症における歩行障害の特徴 － 携帯歩行系を用いた解析
新百合ヶ丘総合病院 1）、森山記念病院 2）
○堀 智勝（ほり ともかつ）1）、善本 晴子 2）、西村 尚志 2）

O1-5

特発性正常圧水頭症におけるドパミントランスポーター画像（DAT scan）の検討
順天堂東京江東高齢者医療センター 脳神経外科 1）、順天堂大学 医学部 脳神経外科 2）
○屋田 修（おくだ おさむ）1）、萬代 秀樹 1）、新井 一 2）

O1-6

特発性正常圧水頭症における PIB-PET の検討
香川大学 医学部 脳神経外科 1）、かがわ総合リハビリテーション病院 脳神経外科 2）
○岡田 真樹（おかだ まさき）1）、畠山 哲宗 1）、新堂 敦 1）、河井 信行 2）、
田宮 隆 1）

一般演題 2

下垂体部手術

10:00 ～ 11:10
座長：松野
黒﨑

O2-1

彰（帝京大学）
雅道（鳥取大学）

高齢者下垂体卒中の１手術例
奈良県立医科大学 脳神経外科
○西村 文彦（にしむら ふみひこ）、朴 永銖、本山 靖、弘中 康雄、新
中川 一郎、田村 健太郎、松田 良介、竹島 靖浩、中瀬 裕之

靖史、

O2-2

高齢者頭蓋底髄膜腫に対する内視鏡下経鼻頭蓋底手術
帝京大学医学部 脳神経外科 下垂体・内視鏡手術センター 1）
帝京大学溝口病院 脳神経外科 2）、帝京大学ちば総合医療センター 脳神経外科 3）
○石井 雄道（いしい ゆうどう）1）、山田 昌興 2）、山田 創 3）、保谷 克己 3）、
松野 彰 1）

O2-3

75 歳以上の高齢者に対する経蝶形骨洞手術の適応及び安全性の検討
千葉大学 医学部 脳神経外科
○堀口 健太郎（ほりぐち けんたろう）、石渡 規生、佐伯 直勝

O2-4

80 才以上のトルコ鞍部腫瘤患者に対する経蝶形骨洞手術
昭和大学 医学部 脳神経外科
○谷岡 大輔（たにおか だいすけ）、清水 克悦、水谷

徹

O2-5

80 歳以上の下垂体部病変に対する内視鏡手術：術後症状改善度と QOL 維持に関する検討
熊本大学 医学部 脳神経外科
○矢野 茂敏（やの しげとし）、秀 拓一郎、篠島 直樹、倉津 純一

O2-6

高齢者非機能性下垂体腺腫に対する内視鏡下経鼻手術
日本医科大学付属病院 脳神経外科 1）、帝京大学医学部附属病院 脳神経外科 2）
独立行政法人労働者健康福祉機構 東京労災病院 3）
○大山 健一（おおやま けんいち）1）、田原 重志 1）、服部 裕次郎 1）、石井
喜多村 孝幸 1）、寺本 明 3）、森田 明夫 1）

O2-7

高齢者下垂体・傍鞍部部腫瘍に対する手術適応
東京女子医科大学 脳神経外科
○天野 耕作（あまの こうさく）、川俣 貴一、平

一般演題 3

雄道 2）、

孝臣

脳腫瘍

13:00 ～ 14:00
座長：重森
小林

稔（柳川リハビリテーション病院）
秀（東京都健康長寿医療センター）

O3-1

高齢者巨大髄膜腫の 1 例（意図的 2 期的手術）- 内減圧 1/4 分割法の有用性 東大阪市立総合病院 脳神経外科 1）、大阪府立中河内救命救急センター 2）
○杉本 正（すぎもと ただし）1）、横山 和弘 1）、玉置 亮 1）、渡邊 敦彦 1）、
岸 昌宏 1）、奥田 和功 2）、岸 文久 2）

O3-2

超高齢者の手術加療を行った髄膜腫の 1 例
大阪警察病院 脳神経外科
○角谷 美帆（かくたに みほ）、米澤 泰司、明田
輪島 大介、木次 将史、金 泰均、森崎 雄大

秀太、横田

浩、鄭

倫生、

O3-3

中枢性呼吸不全を呈した第４脳室に主座する副神経由来の神経鞘腫の一例
日本医科大学 脳神経外科
○築山 敦（つきやま あつし）、大山 健一、田原 重志、森田 明夫

O3-4

高齢者聴神経鞘腫摘出術後の長期予後
新潟大学 脳研究所 脳神経外科
○福多 真史（ふくだ まさふみ）、高尾

O3-5

O3-6

哲郎、平石

哲也、藤井

幸彦

75 歳以上での初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する RMPV 療法の治療成績
杏林大学 医学部 脳神経外科
○佐々木 重嘉（ささき のぶよし）、小林 啓一、齊藤 邦昭、岡田 啓、山岸
野口 明男、塩川 芳昭、永根 基雄
高齢者中枢神経原発悪性リンパ腫に対する CARE 療法
広島大学 脳神経外科 1）、広島大学病院 がん化学療法科 2）
○高安 武志（たかやす たけし）1）、山崎 文之 1）、野坂
栗栖 薫 1）

一般演題 4

亮 1）、杉山

夢希、

一彦 2）、

外傷、脊椎、術後管理

14:00 ～ 15:00
座長：上羽 哲也（高知大学）
坂本
誠（鳥取大学）

O4-1

O4-2

O4-3

O4-4

内視鏡下血腫除去術を施行した超高齢者急性硬膜下血腫の 1 例
枡記念病院 脳神経外科
○石川 敏仁（いしかわ としひと）、遠藤 勝洋、遠藤 雄司、佐藤
高齢頭部外傷患者の手術成績とその予後規程因子
函館新都市病院 脳神経外科
○尾金 一民（おがね かずみ）、栗原 伴佳、清水
伊藤 丈雄

匡一、原口

高齢者脊椎変性疾患に対する環軸椎後方手術の治療成績
奈良県立医科大学 脳神経外科
○竹島 靖浩（たけしま やすひろ）、松田 良介、西村

直樹、太田

浩一、松浦

文彦、弘中

伸樹、

康雄、中瀬

高齢者頸椎変性疾患に対する脊椎手術の検討
横浜市立大学大学院医学研究科 脳神経外科学
○田中 貴大（たなか たかひろ）、村田 英俊、稲垣 浩、笹目 丈、浮城
安久 正哲、吉川 信一朗、東田 哲博、高瀬 創、川原 信隆

高齢者の慢性期の術後頭皮管理 - 頭蓋形成術後の長期経過後の感染例より 兵庫県立加古川医療センター 脳神経外科 1）、兵庫県立淡路医療センター 脳神経外科 2）
兵庫県立加古川医療センター 形成外科 3）
○相原 英夫（あいはら ひでお）1）、森下 暁二 1）、岩橋 洋文 1）、中井 友昭 2）、
櫻井 敦 3）

O4-6

経管栄養用チューブ先端位置確認装置の開発
山形市立病院済生館 脳卒中センター
○毛利 渉（もうり わたる）、近藤 礼、長畑
齋藤 伸二郎

哲、森下

裕之

一司、

O4-5

守雄、山木

守

陽平、

一般演題 5

慢性硬膜下血腫

15:00 ～ 15:40
座長：好本

裕平（群馬大学）

O5-1

慢性硬膜下血腫手術における「ミルクパック理論」を用いた灌流
群馬大学 医学部 脳神経外科
○登坂 雅彦（とさか まさひこ）、大澤 匡、好本 裕平

O5-2

慢性硬膜下血腫術後再発予防における五苓散の有効性の検討 - 前向き比較検討試験 埼玉県済生会栗橋病院 脳神経外科
○鰐渕 博（わにふち ひろし）、加藤 宏一、石井 翔

O5-3

超高齢者慢性硬膜下血腫の手術成績－ 90 歳以上の検討－
一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北福島病院 脳神経外科
○佐藤 光夫（さとう みつお）、生沼 雅博、仲野 雅幸、浅利

O5-4

潤、渡邉

80 歳以上高齢者の慢性硬膜下血腫手術例における再発因子の検討
川崎医科大学 脳神経外科
○平井 聡（ひらい さとし）、松村 浩平、佐藤 昂平、安積 麻衣、松下
松原 俊二、宇野 昌明

一般演題 6

一夫

展久、戸井

血管障害

宏行、

15:40 ～ 17:30
座長：森田 明夫（日本医科大学）
秋山 恭彦（島根大学）
森 健太郎（防衛医科大学校）

O6-1

当院における 80 歳以上の脳梗塞入院の実態と超急性期脳血管内治療
鳥取市立病院 脳神経外科
○吉岡 裕樹（よしおか ひろき）、赤塚 啓一

O6-2

高齢者に対する血栓回収での急性期血行再建術における当施設での現状
杏林大学 医学部付属病院 脳神経外科 1）、杏林大学 医学部付属病院 神経内科 2）
杏林大学 医学部付属病院 脳卒中科 3）
○小松原 弘一郎（こまつばら こういちろう）1）、傳法 倫久 2）、佐藤 栄志 1）、
笹森 寛生 1）、平野 照之 3）、塩川 芳昭 1）

O6-3

症候性頚部頸動脈狭窄症の治療待機期間中における再発作についての検討
愛知厚生連 海南病院 脳卒中センター
○小林 望（こばやし のぞむ）

O6-4

当院における高齢者頸部頸動脈狭窄症に対する CAS の現状
北播磨総合医療センター  脳神経外科 1）、北播磨総合医療センター 神経内科 2）
○岡村 有祐（おかむら ゆうすけ）1）、岡田 真幸 1）、鵜山 淳 1）、三宅
濱口 浩敏 2）、小田 哲也 2）、高田 真利子 2）、永田 格也 2）

O6-5

O6-6

高齢者における心原性脳塞栓症の臨床的検討
寺岡記念病院 脳神経外科
○新谷 祐貴（しんや ゆうき）、花 大洵、竹信

敦充、寺岡

茂 1）、

暉

高齢者の脳卒中急性期・周術期管理の pitfall - 門脈気腫を呈した 3 例
島根大学 医学部 脳神経外科 1）、道東脳神経外科病院 脳神経外科 2）
○江田 大武（えだ ひろたけ）1）、宮嵜 健史 1）、福田 信 2）、宮野
杉村 敏秀 2）、木村 輝雄 2）、秋山 恭彦 1）

真 2）、

O6-7

O6-8

O6-9

術中・術後に頭蓋内圧モニターを使用した高齢者脳出血開頭血腫除去術症例の検討
公立豊岡病院 脳神経外科
○小山 淳二（こやま じゅんじ）、荒井 篤、山本 大輔、塩見 亮司、山下
高齢者血腫形成型くも膜下出血の特徴および治療方針
東邦大学医学部医学科脳神経外科講座（大森）
○根本 匡章（ねもと まさあき）、長尾 考晃、内野 圭、小此木 信一、寺園
安藤 俊平、福島 大輔、桝田 博之、野本 淳、近藤 康介、
原田 直幸、周郷 延雄

俊輔

明、野手

康宏、

アテローム性動脈硬化を認める脳動脈瘤の外科治療：虚血性合併症発生率と
そのリスクファクターについて
藤田保健衛生大学 医学部 脳神経外科 1）
Division of Neurosurgery, Department of Surgery, Prince of Songkla University2）
○山城 慧（やましろ けい）1）、山田 康博 1）、Sakarunchai Ittichai2）、加藤 庸子 1）

O6-10 高齢未破裂嚢状脳動脈瘤患者におけるネッククリッピング前後の高次脳機能ならびに不安評価
岩手医科大学 脳神経外科
○久保 慶高（くぼ よしたか）、幸治 孝裕、太田原 康成、樫村 博史、小笠原 邦昭
O6-11 高齢脳卒中患者における ADL の検討
山口大学 医学部 脳神経外科
○田中 信宏（たなか のぶひろ）、鈴木

倫保

