プ ロ グ ラ ム
第 1 会場／ 4 階・コンベンションホール梅
10：00 〜 11：15

シンポジウム 1 ／神経救急診療の標準化①臨床
座長：高里

良男（東京医療保健大学）

岩瀬
S-1-1

正顕（関西医科大学附属滝井病院高度救命救急センター）

スポーツ関連外傷性閉塞性脳血管障害の特徴
刈部

S-1-2

博（仙台市立病院脳神経外科）

急性期脳梗塞診療体制標準化へのドクターヘリの貢献
藤田

浩二（和歌山県立医科大学医学部救急集中治療医学）

S-1-3

optic nerve sheath diameter による重症急性硬膜下血腫の予後予測

S-1-4

経眼窩エコー視神経鞘径（ONSD）測定による非侵襲的頭蓋内圧モニタリングの意義

後藤
梁
S-1-5

雄大（京都第二赤十字病院脳神経外科）

成勲（国際医療福祉大学熱海病院神経内科、脳卒中・神経センター）

東京都における脳卒中センターの診療体制の検討
池田

― 脳神経外科の立場から ―
尚人（昭和大学江東豊洲病院脳血管センター・脳神経外科）

11：15 〜 12：15

一般演題 1 ／動脈瘤・脳出血
座長：栗田
O-1-1

鼻出血により発症した小型内頸動脈瘤破裂の一例
鈴木

O-1-2

隼（埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科）

拍動性頸部腫脹で発見された頭蓋外仮性頸動脈瘤の 2 例
中島

O-1-3

浩樹（埼玉医科大学脳神経外科学講座）

弘之（埼玉医科大学国際医療センター脳卒中外科）

2 週間前に発症し低磁場 MRA にて見落とされ、昏睡状態から救命し得た破裂内頸動脈瘤の一例
中瀬

O-1-4

孝（霧島記念病院脳神経外科）

重症くも膜下出血の転帰に影響を与える因子についての検討
鈴木

銀河（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）

O-1-5

血腫形成型くも膜下出血の臨床的特徴と予後予測因子

O-1-6

重症肺炎球菌性髄膜炎から脳出血に至った一例

栄山

雄紀（東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座）

佐々木和馬（日本医科大学付属病院高度救命救急センター）
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12：15 〜 13：05

ランチョンセミナー

共催：日本光電工業株式会社
演者：横堀

將司（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）

「脳蘇生を図るための方策（仮）
」
座長：横室

浩樹（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）

13：10 〜 13：40

総

会

13：40 〜 14：40

特別講演
座長：本多

満（第 31 回大会長）

「さまざまな神経救急疾患の MRI 画像：有用性と限界について」
堀

正明（順天堂大学医学部放射線診断学講座）

14：40 〜 15：30

一般演題 2 ／外傷
座長：小畑
O-2-1

仁司（大阪府三島救命救急センター）

当初慢性硬膜下血腫と判断し治療を開始した悪性リンパ腫の 1 例
山田

O-2-2

特発性正常圧水頭症治療における高齢者外傷予防の視点のもつ意義
佐藤

O-2-3
O-2-4
O-2-5

哲久（飯塚病院救急部）

章（国家公務員共済連合会東京共済病院救急科、脳神経外科）

腫瘍内出血により脳ヘルニアをきたし昏睡状態から救命し得た円蓋部髄膜腫の 1 例
徳重

宏二（霧島記念病院脳神経外科）

石本

智之（大津赤十字病院神経内科）

外傷を契機に発症した後下小脳動脈解離による小脳梗塞の一例
頭蓋骨骨折を伴わず、打撃部対側に発症した急性硬膜外血腫の 2 例
安藤

俊平（東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座）

15：30 〜 17：00

シンポジウム 2 ／神経救急診療の標準化②教育
座長：奥寺
鈴木
S-2-1

神経救急蘇生（ISLS）における模擬診療モジュールの有効性と課題
水谷

S-2-2

― ISLS 浜松の活動報告 ―

敦史（浜松医療センター救命救急センター、ISLS 浜松運営部）

医学部学生へのシミュレーション形式での神経救急実習
三浦
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敬（富山大学大学院危機管理医学）
明文（地方独立行政法人秋田県立病院機構）

敏靖（名古屋市立大学救急科兼臨床シミュレーションセンター）

S-2-3

Emergency Neurological Life Support と神経救急診療の標準化
小畑

S-2-4

仁司（大阪府三島救命救急センター）

脳卒中救急医療体制整備を目的にした脳卒中病院前救護と脳卒中初期診療コース開催による
脳卒中診療標準化の取り組み
谷崎

S-2-5

脳神経外科救急診療の標準化のために
伊藤

S-2-6

義生（美原記念病院救急部・脳神経外科）

― 現在までの PNLS コースの改良 ―

勝博（弘前大学大学院医学研究科脳神経外科、日本脳神経外科救急学会 PNLS 委員会）

神経救急診療の標準化を意識した研修教材の比較
池田

尚人（昭和大学江東豊洲病院脳血管センター、脳神経外科）

17：00 〜 18：10

一般演題 3 ／神経内科・集中治療
座長：西山
黒田
O-3-1

泰弘（香川大学医学部救急災害医学）

当院で経験した可逆性脳梁膨大部病変の 3 症例の検証
鈴木

O-3-2

和利（北里大学医学部神経内科）

重將（総合病院聖隷浜松病院神経内科）

悪寒戦慄を主訴に入院となり不明熱の原因検索中急性進行の
意識障害、左上下肢不全麻痺、排尿障害が出現した視神経脊髄炎の一例
小口

O-3-3

長時間ビデオ脳波モニタリングの開始時期が転帰を分けた非痙攣性てんかん重積状態の 2 症例
平賀

O-3-4

絢子（虎の門病院神経内科）
経太（安城更生病院神経内科）

免疫吸着療法、ステロイドパルス療法、IVIg 療法によって抜管後に診断された
胸腺腫合併重症筋無力症の 72 歳男性例
藤野

O-3-5

悟央（自治医科大学附属さいたま医療センター神経内科）

激烈な四肢末端痛で救急搬送され、ドクササコ中毒と判明した 1 例
伊賀

O-3-6

体温管理療法中に瞳孔散大した心停止後症候群の rSO2 の検討
伊原

O-3-7

賢一（公立豊岡病院組合立豊岡病院、神経内科）

慎吾（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野）

心肺停止蘇生後脳傷害で認められる前頭葉萎縮の評価
杉田

篤紀（日本大学医学部救急医学系救急集中治療医学分野）

18：10 〜

閉会挨拶
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第 2 会場／６階・D 会議室
9：00 〜 9：50

一般演題 4 ／教育コース
座長：谷崎
O-4-1

義生（美原記念病院脳神経外科）

ISLS 浜松での模擬症例モニターの開発
野村

O-4-2

新潟 ISLS/PSLS コース

契（総合青山病院脳神経外科）

― ハイブリッドコースでの課題を検証 ―
田辺

O-4-3

地域に応じた PSLS コースによる脳卒中救急の標準化
佐藤

O-4-4

神経救急診療の標準化

和彦（弘前地区消防事務組合）

― 脳神経外科での取り組み ―
岩瀬

O-4-5

博之（新潟市消防局）

正顕（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）

神経救急から見た病院前内科救急救護（Prehospital Emergency Medical Evaluation and Care；PEMEC）
池田

尚人（昭和大学江東豊洲病院脳血管センター、脳神経外科、
日本臨床救急医学会 PEMEC 検討小委員会）

9：50 〜 11：00

一般演題 5 ／脳卒中・画像
座長：永山

正雄（国際医療福祉大学熱海病院神経内科）

今福
O-5-1

一郎（横浜労災病院神経内科）

タイより国際搬送されたアシネトバクター・バウマーニー感染を伴う脳出血の 1 例
池田

尚人（昭和大学江東豊洲病院脳血管センター、脳神経外科）

O-5-2

NOAC 服用中に発症した脳内出血自経験 22 症例の検討

O-5-3

急性期小脳梗塞に対する rt-PA の適応について

齋藤

充弘（済生会横浜市東部病院脳神経センター脳血管・神経内科）
今尾

O-5-4

小脳性運動失調を呈した重症熱中症患者に頭部 MRI 評価が有用であった一例
星山

O-5-5

幸則（羽島市民病院脳神経外科）

栄成（獨協医科大学神経内科、獨協医科大学救命救急センター）

複視・眼球運動障害を主訴とする患者の検討
佐藤

O-5-6

和也（横浜労災病院神経内科）

脳静脈血栓症の急性期診断に対する T2* 強調画像の有用性
鬼頭

O-5-7

突然の両下肢麻痺を主訴として発現した脊髄円錐部梗塞の 1 例
入江
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大志（安城更生病院）

康仁（聖隷横浜病院救急科／キズ・やけど外来）

11：00 〜 12：00

神経蘇生研修指導者養成ワークショップ
司会：本多

満（第 31 回大会長）

「脳神経蘇生シミュレーション研修群（NeuroResuscitation Sumukation Trainings）の指導者養成を一元化する」
講師 1：奥寺

敬（富山大学大学院危機管理医学）

「ケースマップによる脳神経蘇生の線形アルゴリズムの二次元表現と教材化」
講師 2：安心院

康彦（帝京大学医学部附属病院高度救命救急センター）

14：00 〜 15：30

市民公開講座
丸山

路之（済生会横浜市東部病院脳神経センター）

「脳卒中にならない方法」
司会：横室

浩樹（東邦大学医療センター大森病院救命救急センター）

サテライト会場／６階・E 会議室
13：30 〜 17：00

ACEC コース
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