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A会場

▼ 9：20 ─ 10：00

一般口演 8 星細胞腫
大阪大学医学部脳神経外科
名古屋大学脳神経外科

O8-1 小児テント上脳室内腫瘍 33 例の臨床像と治療成績

崇史

新潟大学脳研究所脳神経外科学分野 吉村

淳一

O8-3 当院で経験した小児毛様細胞性星細胞腫の 11 症例．臨床的立場から短期間で
再発・急速増大を来した症例の診断と治療の検討

東京女子医科大学病院 千葉謙太郎

O8-4 Optic pathway / hypothalamic glioma に対する拡大摘出術と長期成績
国立循環器病研究センター脳神経外科 江口盛一郎

O8-5 小児 low-grade glioma の治療戦略

筑波大学脳神経外科 室井

愛

熊本大学医学部脳神経外科 牧野

敬史

埼玉県立小児医療センター脳神経外科 影山

悠

▼ 10：10 ─ 11：06

一般口演 10 頭蓋頚椎移行部病変
座長

師田信人
冨永悌二

東京都立小児総合医療センター脳神経外科
東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野

O10-1 小児症候性キアリ 1 型奇形に対する治療成績の成人例との比較検討
O10-2 キアリ 1 型奇形の手術適応

O10-3 脊髄空洞症を伴う小児キアリ 1 型奇形に対する大孔減圧硬膜外層減張切開（井須法）
の治療成績

医療法人ニューロスパインうちかど脳神経外科クリニック 内門

久明

O10-4 呼吸障害をきたし，大孔減圧術を要した軟骨無形成症の 2 例
大阪府立母子保健総合医療センター脳神経外科 千葉

泰良

O10-5 Achondroplasia に対する大後頭孔減圧術の手術時期の検討
あいち小児保健医療総合センター脳神経外科 加藤美穂子

O10-6 変容性骨異形成症における上位頚部脊柱管狭窄の外科治療

安藤

亮

九州大学大学院医学研究院脳神経外科 橋口

公章

千葉県こども病院脳神経外科

O10-7 開放性二分脊椎閉鎖術後におけるキアリ II 型奇形の経時的 MR 形態変化

13

日︵土︶

O8-2 視路／視床下部神経膠腫の長期治療成績

静岡県立こども病院脳神経外科 綿谷

日 目⁝⁝

吉峰俊樹
若林俊彦

❷

座長

28

▼ 11：15 ─ 12：05

シンポジウム 3 小児神経外科診療の集中と均霑化
座長

斉藤延人
夫
敬憲

東京大学医学部脳神経外科
四国こどもとおとなの医療センター脳神経外科

S3-1 新生児期・乳児期水頭症に対する脳室腹腔短絡術における周術期管理標準化と合併症回避
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科 香川

❷
日 目⁝⁝

日︵土︶

13

尚己

S3-2 他の小児がん診療と比較した際の小児脳腫瘍診療の集約化・均霑化の問題点
S3-3 小児がん拠点病院指定後の脳脊髄腫瘍の集約状況
S3-4

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科 香川

尚己

東京都立小児総合医療センター脳神経外科 井原

哲

本邦における小児脳神経外科医療の現状の可視化 : J-ASPECT study

S3-5 全国小児専門施設の機能評価と，診断・治療の均一化

九州大学大学院医学研究院脳神経外科 橋口

公章

静岡県立こども病院脳神経外科 田代

弦

▼ 12：15 ─ 13：00

ランチョン特別企画 2

座長

野村貞宏

山口大学医学部脳神経外科

小児の閉頭法
L-1   チタンメッシュによる頭蓋形成術後に軽微な外傷で生じた

頭蓋陥没の一例

   講師

栗原

淳

埼玉県立小児医療センター脳神経外科

L-2   小児神経外科手術における工夫─安全で確実な手術を目指して─
   講師

朴

永銖

奈良県立医科大学脳神経外科

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

▼ 13：30 ─ 14：20

シンポジウム 4 神経外科領域におけるキャリーオーバーの問題
座長

山崎麻美
松村
明

高槻病院小児脳神経外科
筑波大学医学医療系脳神経外科

S4-1 キャリーオーバーとなった成人全般性てんかんに対する外科的治療の有用性
都立神経病院脳神経外科 阿部

泰明

S4-2 小児脳腫瘍患者に対する多職種医療チームによる長期フォローアップ
S4-3 ETV によるシャント離脱後 10 年の追跡結果

東京慈恵会医科大学脳神経外科 柳澤

隆昭

新潟大学脳研究所脳神経外科学分野 西山

健一
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S4-4 移行期以後の脊髄髄膜瘤に伴う水頭症管理

愛知県心身障害者コロニー中央病院脳神経外科 長坂

昌登

S4-5 小児期治療水頭症患児の超慢性期（キャリーオーバー，トランジション）の
現状と対応─ PartV：新たな時代への考察･･･トータルケアーとは─
とまこまい脳神経外科・大川原脳神経外科・岩見沢脳神経外科小児脳神経外科 高橋

義男

▼ 14：30 ─ 15：40

茨城県立こども病院脳神経外科

日 目⁝⁝

稲垣隆介
宮嶋雅一

座長

❷

シンポジウム 5 水頭症・髄液循環

順天堂大学医学部脳神経外科

S5-1 小児期，学童期発症の脳脊髄液減少症 126 例の検討 臨床像と対応法

浩一

筑波大学附属病院脳神経外科 関根

智和

国立成育医療研究センター 岡野

淳

茨城県立こども病院脳神経外科 津田

恭治

S5-2 柔道で両側慢性硬膜下血腫を合併したくも膜嚢胞の一例
S5-3 中頭蓋窩くも膜嚢胞に対する microsurgical fenestration の有用性
S5-4 透明中隔嚢胞に対する神経内視鏡的嚢胞開窓術

S5-5 早産児脳室内出血後の一側側脳室拡大に対する透明中隔開窓術の有効性は予測できるのか
長野県立こども病院脳神経外科 宮入

洋祐

S5-6 小児水頭症に対する第三脳室底開窓術治療成績─不成功例の検討─
愛媛大学大学院医学系研究科脳神経外科学 岩田

S5-7 神経内視鏡手術が奏功した乳児水頭症の 2 例

真治

山形大学医学部脳神経外科 伊藤美以子

▼ 15：40 ─ 17：00

日本脳腫瘍学会
ジョイントシンポジウム
日本小児神経外科学会
座長

長嶋達也
淺井昭雄

JS-1

基調講演

小児上衣腫の治療

兵庫県立こども病院
関西医科大学脳神経外科・第 33 回日本脳腫瘍学会学術集会会長

上衣腫のメチル化解析による分子遺伝学的分類
国立がん研究センター脳腫瘍連携研究分野 市村

幸一

JS-2 日本小児分子脳腫瘍グループ：国内髄芽腫症例の分子遺伝学的特徴
国立病院機構大阪医療センター臨床研究センター 金村

JS-3 小児脳腫瘍手術における 5-aminolevulinic acid（5-ALA）の有効性
JS-4 小児上衣腫の分子分類と治療方針
JS-5 小児上衣腫に対する集学的治療

自治医科大学脳神経外科 小熊

啓文

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児脳神経外科 五味

玲

神奈川県立こども医療センター脳神経外科 伊藤

進

JS-6 解剖学的局在に基づく小児テント下上衣腫の治療成績の検討
JS-7 小児再発上衣腫の治療成績
17：00……閉会挨拶

会長 鈴木 倫保

米博

千葉県こども病院脳神経外科

安藤

亮

大阪市立総合医療センター小児医療センター小児脳神経外科

國廣

誉世

13

日︵土︶

山王病院脳神経外科 高橋
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6月

13日

B会場

▼ 9：00 ─ 9：56

一般口演 9 シャント手術，新生児水頭症

❷
日 目⁝⁝

日︵土︶

13

座長

坂本博昭
五味
玲

大阪市立総合医療センター小児医療センター小児脳神経外科
自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児脳神経外科

O9-1 当科での ProGAV シャントシステムの使用経験
O9-2 脊髄髄膜瘤に伴う進行性水頭症発症の要因

福島県立医科大学医学部脳神経外科

佐久間

潤

大吉

達樹

兵庫県立こども病院脳神経外科 大塚

邦紀

大阪市立総合医療センター小児脳神経外科 松阪

康弘

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児脳神経外科 五味

玲

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科

O9-3 脊髄髄膜瘤修復術後水頭症患児のシャント機能不全についての検討
O9-4 小児期留置 VP シャントの長期予後についての検討
O9-5 脳室腹腔シャント手術の現実

O9-6 低出生体重児脳室内出血後水頭症に対する V-P shunt 術の現実

奈良県立医科大学脳神経外科 朴

永銖

O9-7 低出生体重児脳室内出血後水頭症に対する新たな治療指針

奈良県立医科大学脳神経外科

朴

永銖

▼ 10：10 ─ 11：06

一般口演 11 悪性脳腫瘍
座長

齋藤
清
香川尚己

福島県立医科大学脳神経外科
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科

O11-1 特異な経過をたどった両側性 diffuse astrocytoma の 1 例
埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科 石田

穣治

O11-2 小児テント上悪性グリオーマ：臨床像と遺伝子変異との相関
九州大学大学院医学研究院脳神経外科 吉本

幸司

O11-3 小児テント上悪性星細胞腫に対する外科的治療を含めた集学的治療
O11-4 当施設における 1 歳未満の後頭蓋窩未熟奇形腫に対する治療

岡山大学大学院脳神経外科 黒住

和彦

兵庫県立こども病院脳神経外科 河村

淳史

O11-5 頭蓋内胚細胞性腫瘍における apparent diffusion coefficient（ADC）の有用性について
O11-6 ジャーミノーマの長期治療成績

国立成育医療研究センター脳神経外科 荻原

英樹

岐阜大学医学部脳神経外科 大江

直行

O11-7 頭蓋内胚細胞腫における集学的治療前の腫瘍体積変化と相関する因子についての検討
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科 平山

龍一
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▼ 11：15 ─ 12：03

一般口演 12 良性脳腫瘍・脳腫瘍手術
座長

甲村英二
松阪康弘

神戸大学医学部外科系講座脳神経外科学分野
大阪市立総合医療センター小児脳神経外科

O12-1 小児聴神経鞘腫の 5 例

福島県立医科大学医学部脳神経外科 黒見

洋介
哲哉

東京女子医科大学脳神経外科 天野

耕作

日 目⁝⁝

国立成育医療研究センター脳神経外科 松本

由香

自治医科大学脳神経外科 小熊

啓文

13

O12-4 2 歳以下の小児に対して施行した術中 SEP モニタリングの検討
O12-5 手術検討に有用な 3D モデル作製のための工夫

O12-6 新生児，乳児に対する磁場式ニューロナビゲーションシステムの有用性
東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座（大森） 根本

匡章

▼ 13：40 ─ 14：28

一般口演 13 各種小児脳腫瘍の臨床像
藤井幸彦
井原
哲

新潟大学脳研究所脳神経外科学分野
東京都立小児総合医療センター脳神経外科

O13-1 ランゲルハンス細胞組織球症の治療方針～化学療法の有用性～
和歌山県立医科大学医学部脳神経外科 藤田

O13-2 クッシング病の一男児例

浩二

新潟大学脳研究所脳神経外科 米岡有一郎

O13-3 小児再発延髄上衣腫の摘出術後に「たこつぼ様心筋障害」から心停止に至った 1 例
東京女子医科大学脳神経外科 藍原

O13-4 Choroid plexus carcinoma に対する治療戦略
O13-5 頭蓋内圧亢進を認める小児脳腫瘍の術後視力低下
O13-6 小児脳腫瘍患者の臨床症状・経過の特徴

奈良県立医科大学脳神経外科

朴

康雄
永銖

埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科 鈴木

智成

筑波大学附属病院脳神経外科 平田

浩二

大阪府立母子保健総合医療センター脳神経外科 千葉

泰良

▼ 14：40 ─ 15：36

一般口演 14 二分脊椎の臨床像
座長

下川尚子
林
俊哲

佐賀大学医学部脳神経外科
仙台市立病院脳神経外科

O14-1 先天性脊髄皮膚洞に起因する脊髄膿瘍の臨床像

日︵土︶

筑波大学医学医療系脳神経外科 山本

O12-3 小児頭蓋咽頭腫に対する外科的治療指針

座長

❷

O12-2 Occipital transtentorial approach における Pericallosal cistern 解放の有用性

32

O14-2 手術加療を行った脊髄終糸病変における脊髄円錐高位及び
終糸脂肪腫の有無と神経症状に関する検討

北海道立子ども総合医療・療育センター脳神経外科 大森

O14-3 直腸肛門奇形に合併した脊髄病変の評価

義範

あいち小児保健医療総合センター脳神経外科 加藤美穂子

O14-4 当院における小児二分脊椎関連患者外来紹介の現状

長崎大学病院脳神経外科 角田

圭司

水戸済生会総合病院脳神経外科 鶴淵

隆夫

北海道立子ども総合医療・療育センター脳神経外科 吉藤

和久

O14-5 茨城県における脊髄髄膜瘤患者診療の現状と将来への課題について

❷
日 目⁝⁝

日︵土︶

13

O14-6 潜在性二分脊椎の臨床所見と診断契機

O14-7 潜在性二分脊椎診断への臨床的諸症状の把握とその予後

静岡県立こども病院脳神経外科

田代

弦

第 43 回日本小児神経外科学会プログラム：6 月 12 日（金）
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日 目⁝⁝

12日

❶

6月
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12

日︵金︶

▼ 15：30 ─ 16：02

コ・メディカルセッション 1 患者・家族支援
座長

伊藤千秋

千葉県こども病院脳神経外科

CO1-1 手術室における胎内からの周術期看護～中枢神経系疾患の症例を通して～
佐賀大学医学部附属病院手術部 橋本真由美

CO1-2 プレネイタル・サポートチームの 3 年間の歩みと今後の課題
CO1-3 虐待の可能性のある頭部外傷患児の家族との関わり

愛仁会高槻病院看護部 寺元

千佳

愛仁会高槻病院 PICU 病棟 松本

崇弘

CO1-4 交通事故後の重傷頭部外傷児への家族（特に母親）サポートを重視した病棟との連携
愛仁会高槻病院リハビリテーション科 浅野

美季

▼ 16：10 ─ 16：42

コ・メディカルセッション 2 髄膜瘤・水頭症
座長

田代

弦

静岡県立こども病院脳神経外科

CO2-1 玩具の磁気が圧可変式シャントバルブに影響を及ぼす実態
～圧可変式シャントバルブ挿入術後の退院指導に向けて～
自治医科大学とちぎ子ども医療センター 3A 病棟 永島

CO2-2 清潔間欠導尿導入の教育入院における子ども療養支援士の介入

瞳

宮城県立こども病院 高橋奈津子

CO2-3 脊髄髄膜瘤児に対し，足部変形予防のためにご家族・病棟看護師と協力・連携した一症例
愛仁会高槻病院技術部リハビリテーション科 榎本

有希

CO2-4 二分脊椎患者の年齢に応じた医療介入を支援するライフマップの作成
静岡県立こども病院外科系病棟 福井沙和子

▼ 16：50 ─ 17：22

コ・メディカルセッション 3 急性期・術後管理
座長

森岡隆人

福岡市立こども病院脳神経外科

CO3-1 無鎮静下での頭部 CT 検査への取り組み

神奈川県立こども医療センター放射線技術科 草切

孝貴

CO3-2 小児脳神経外科手術における視覚的要素を取り入れた手術看護マニュアルの作成
～医師と連携しポイントの明確化・共通認識をはかって～

長野県立こども病院 増澤

智子

山下

竜次

あいち小児保健医療総合センター診療支援部 平野

祐子

CO3-3 もやもや病幼児に対するインフォームド・コンセントの重要性
CO3-4 手術後の難聴児の生活支援

宮城県立こども病院看護部

