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                    2 月 23 日（土） 第 1 会場                    

8:55〜9:00 会長挨拶 

大阪医科大学 脳神経外科、医学教育センター 梶本 宜永 

 

9:00〜9:30 Session 1 疫学 

座長： 加藤 丈夫（山形大学、山形市 市民生活部） 

栗山 長門（京都府立医科大学 地域保健医療疫学） 

 

OS1-1 シンガポールにおける特発性正常圧水頭症有病率に関する疫学調査 

順天堂大学 脳神経外科 秋葉ちひろ 

OS1-2 特発性正常圧水頭症（iNPH）にて mRS 悪化が見られた possible iNPH 群の

背景因子解析 -全国疫学調査より-  

京都府立医科大学 医学部 地域保健医療疫学 栗山 長門 

OS1-3 山形県コホート（高畠）における iNPH および AVIM 住民の 16 年の自然史 

山形大学 第三内科 伊関 千書 

 

9:30〜10:10 Session 2 バイオマーカー 

座長： 宮嶋 雅一（順天堂大学 医学部 脳神経外科） 

徳田 隆彦（京都府立医科大学 分子脳病態解析学） 

 

OS2-1 iNPH 患者における髄液中アミロイドβ高分子オリゴマーの定量的評価  

順天堂大学 医学部 脳神経外科 川村 海渡 

OS2-2 特発性正常圧水頭症における PTPRQ 髄液診断の汎用性の検証 

順天堂大学 医学部 脳神経外科 中島 円 

OS2-3 特発性正常圧水頭症のアミロイド、タウ PET 

国立長寿医療研究センター脳神経外科部 文堂 昌彦 

OS2-4 特発性正常圧水頭症における食後髄液中糖濃度は tau 濃度と相関する 

田附興風会 北野病院 神経センター 西田 南海子 

プログラム 
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10:10〜10:40 Session 3 歩行とバランス機能 1 

座長： 山田 茂樹（洛和会音羽病院 脳神経外科・正常圧水頭症センター） 

二階堂 泰隆（大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科） 

 

OS3-1 iPhone アプリを用いた特発性正常圧水頭症の歩行解析 

洛和ヴィライリオス、洛和会音羽病院 正常圧水頭症センター 石川 正恒 

OS3-2 特発性正常圧水頭症のバランス障害からみた歩行障害と転倒 

大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科 二階堂 泰隆 

OS3-3 特発性正常圧水頭症における 歩行速度と CS-30、加速度の関連について 

洛和会音羽病院 横内 葵 

 

10:40〜11:20 Session 4 画像診断 1  

座長： 森 悦朗（大阪大学大学院 連合小児発達学研究科  

    行動神経学・神経精神医学寄附講座） 

石川 正恒（洛和ヴィライリオス、洛和会音羽病院 正常圧水頭症センター） 

 

OS4-1 iNPH の基盤に存在する進行性核上性麻痺の画像診断: concaved tegmentum

に着目して 

松下記念病院 脳神経内科 森 敏 

OS4-2 iNPH の VP シャント術後 CSF 分布と評価指標の変化 

洛和会音羽病院 正常圧水頭症センター、脳神経外科 山田 茂樹 

OS4-3 特発性正常圧水頭症の preclinical stage における画像所見 

近畿大学医学部 放射線医学教室 放射線診断学部門 宮崎 晃一 

OS4-4 頭部 MRI で DESH 所見を認めるも他覚的症状を持たない群における脳形態

の経時的変化について 

大阪大学 大学院 医学系研究科 精神医学教室 末廣 聖 

 

11:20〜12:00 特別講演 1 特発性正常圧水頭症の疫学・遺伝子・病理 

座長：伊達 勲（岡山大学大学院 脳神経外科） 

特発性正常圧水頭症の疫学・遺伝子・病理 

山形大学、山形市 市民生活部 加藤 丈夫 
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12:10〜13:00 ランチョンセミナー 水頭症の治療と研究 -新たな領域- 

座長：梶本 宜永(大阪医科大学 脳神経外科、医学教育センター) 

講演１ これから始まる SINPHONI３研究について 

順天堂大学 医学部 脳神経外科 中島 円 

講演２ 水頭症手術における磁場式ナビゲーションの活用 -温故知新- 

東京慈恵会医科大学 脳神経外科 加藤直樹 

共催：日本メドトロニック株式会社 

 

13: 05〜13:25 議事総会  

 

13:30〜15:00 シンポジウム 髄液循環動態とその異常 

座長： 間瀬 光人(名古屋市立大学 脳神経外科) 

三浦 真弘(大分大学医学部 生体構造医学) 

 

講演１ 4D flow による CSF 動態 

洛和会音羽病院 正常圧水頭症センター、脳神経外科 山田 茂樹 

講演 2 マウス脳のクリアランス機構の解明  

順天堂大学 医学部 脳神経外科 徐 寒冰 

講演 3 特発性正常圧水頭症患者における頭蓋内水分子の動きに関する研究：

Dynamic PET study 

名古屋市立大学 脳神経外科 間瀬 光人 

講演４ 脊椎動物における脳室系と脳脊髄液動態の進化 

横浜市立大学 大学院医学研究科 船越 健悟 

講演５ 生理的髄液漏出に関わる Meningeal-extravascular fluid pathways と CSF 経

リンパ管吸収との関係について 

大分大学 医学部 生体構造医学 三浦 真弘 
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15:05〜15:45 特別講演 2 脳における水動態  

座長：荒若 繁樹(大阪医科大学 第４内科) 

脳における水動態：アクアポリンの役割と神経変性疾患との関連 

慶應義塾大学 医学部 薬理学教室 安井 正人 

 

15:50〜17:00 特別講演 3 宇宙飛行士の脳変化と水頭症  

座長：梶本 宜永(大阪医科大学 脳神経外科、医学教育センター) 

 

講演 1 重力と浸透圧が促す髄液の流れ 

大阪医科大学 脳神経外科、医学教育センター 梶本 宜永 

講演 2 国際宇宙ステーション滞在での脳脊髄に関わる課題 

JAXA 筑波宇宙センター 嶋田 和人 

講演 3 宇宙飛行士の脳脊髄圧の上昇の材料力学的解析 

京都大学 工学研究科 集積機能工学講座 掛谷 一弘  

講演 4 Effects of Spaceflight on Astronaut Brain Structure as Indicated on MRI 

Department of Radiology and Radiological Science, Medical University of South Carolina 

Donna Roberts 

 

17:05〜17:50 教育講演 AI 診断の実用化 

座長：貴島 晴彦（大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学） 

 

講演 1 iNPH が見逃されないために: 水平断画像から DESH 診断 

大阪医科大学 脳神経外科 梶本 宜永 

 

講演 2 脳神経系画像の AI 診断（仮題） 

エルピクセル株式会社 副田 義樹 

講演 3 富士フイルムの AI 技術「REiLI」の取り組み 

富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 IT ソリューション部 久永 隆治 
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18:00〜18:50 イブニングセミナー 

髄液の正しい理解と iNPH 治療のアップデート 

座長：三宅 祐治(西宮協立脳神経外科病院 脳神経外科) 

 

講演 1 髄液とは？これまで 100 年の誤解と、今、正しい理解 

名古屋市立大学 脳神経外科 間瀬 光人 

講演 2 iNPH 治療効果最大化の取り組み その後 

北晨会 恵み野病院 脳神経外科 貝嶋 光信 

共催：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 
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                    2 月 23 日（土） 第 2 会場                    

9:00〜9:40 Session 5 高次脳機能評価  

座長： 數井 裕光（高知大学 医学部 神経精神科学講座） 

森 敏（滋賀県立大学） 

 

OS5-1 特発性正常圧水頭症における作業遂行技能の特性とその生活自立度につい

て -AMPS を用いた検討- 

大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科 田村 裕子 

OS5-2 特発性正常圧水頭症疑いの患者における MoCA-J を用いた髄液排出試験前

後の認知機能評価 

奈良県総合医療センター 松岡 剛 

OS5-3 特発性正常圧水頭症における持続性注意と反応抑制の障害 

東北大学大学院医学系研究科 高次機能障害学分野 菅野 重範 

OS5-4 特発性正常圧水頭症患者のタップテスト前後における定量的指タッピング

評価の有用性について 

名古屋市立大学病院 清水 陽子 

 

9:40〜10:10 Session 6 画像診断 2 

座長： 石井 一成（近畿大学 医学部 放射線医学教室 放射線診断学部門） 

間瀬 光人（名古屋市立大学 脳神経外科） 

 

OS6-1 iNPH 診断における Evans' Index と DESH の信頼性にいついて 

東京脳神経センター病院 高木 清 

OS6-2 特発性正常圧水頭症診断におけるCT再構成像による脳梁角の有用性につい

ての検討 

汐田総合病院 山内 達也 

OS6-3 VSRAD two tail views 表示を用いた特発性正常圧水頭症 DESH の術前・術

後の変化の検討 

日産厚生会玉川病院 御任 明利 
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10:10〜11:00 Session 7 長期予後  

座長： 竹内 東太郎（医）三和会 東鷲宮病院高次脳機能センター） 

羽柴 哲夫（関西医科大学 脳神経外科） 

 

OS7-1 シャント施行特発性正常圧水頭症患者４８２例に対する４年間追跡調査ー

年齢別での症状・シャント有効率の比較検討ー 

医）三和会 東鷲宮病院高次脳機能センター 竹内 東太郎 

OS7-2 iNPH の治療後長期の予後に対する KRCmFI の有用性の検討 

日本赤十字社 北見赤十字病院 脳神経外科 木村 輝雄 

OS7-3 特発性正常圧水頭症シャント後の慢性硬膜下血腫リスクは術後 2 年以内が

高い 

千葉県済生会習志野病院 村井 尚之 

OS7-4 特発性正常圧水頭症に対する腰椎腹腔短絡術 術後３年間のフォローアップ

成績について 

厚地脳神経外科病院 正常圧水頭症センター 厚地 正道 

OS7-5 iNPH 術後経過観察中の死亡例の検討 

関西医科大学 脳神経外科 羽柴 哲夫 

 

11:00〜11:20 Session 8 地域医療  

座長： 厚地 正道（厚地脳神経外科病院 正常圧水頭症センター） 

貝嶋 光信（北晨会恵み野病院） 

 

OS8-1 当院における「正常圧水頭症外来」開設について 

済生会松阪総合病院 脳神経外科 深澤 恵児 

OS8-2 地域医療支援病院における特発性正常圧水頭症（iNPH）治療 

戸畑共立病院 脳神経外科 辻 武寿 
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                    2 月 24 日（日） 第 1 会場                    

9:00〜9:50 Session 9 シャント術の工夫 1 

座長： 鮫島 直之（東京共済病院 脳神経外科） 

中島 円（順天堂大学 医学部 脳神経外科） 

 

OS9-1 LP シャント術中における脊髄カテーテルの可視化 

将道会総合南東北病院 奧山 澄人 

OS9-2 LP シャントにおける脊髄側チューブの問題点 

国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 脳神経外科 NPH センター 鮫島 直之 

OS9-3 LP シャント腰椎カテーテル逸脱の現状とその対策 

伊万里有田共立病院 脳神経外科 田中 達也 

OS9-4 LP 腰椎腹腔シャント術における腰椎カテーテル挿入状態についての検討

（第 2 報） 

横浜南共済病院 浅田 裕幸 

OS9-5 透視下傍正中アプローチによる LP シャント術における種々の合併症防止策 

日本赤十字社 北見赤十字病院 脳神経外科 タッカー アダム 

 

9:50〜10:30 Session 10 シャント術の工夫 2  

座長： 桑名 信匡（東京共済病院 脳神経外科） 

貝嶋 光信（北晨会恵み野病院） 

 

OS10-1 腹壁瘢痕ヘルニアを合併した iNPH の 1 例 

石切生喜病院 永田 崇 

OS10-2  安全で確実な LP シャントバルブの交換法  当院での手術法の紹介 

医療法人慈風会 厚地脳神経外科病院 正常圧水頭症センター 川原 隆 

OS10-3 iNPH の早期介入、脊椎麻酔下 LP shunt 術前後に影響を与える因子の

検討 

東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 脳神経外科 角藤 律 

OS10-4  中継点を設けない側腹壁開腹による LP シャント術 

済生会滋賀県病院 脳神経外科 後藤 幸大 
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10:30〜11:10 Session 11 シャント合併症１  

座長： 岡本 右滋（済生会八幡総合病院 脳神経外科センター） 

村井 尚之（千葉県済生会習志野病院 脳神経外科） 

 

OS11-1 シャントバルブの反転により CERTAS PLUS バルブのバーヂャルオフ設定

が無効であった一例 

東京慈恵会医科大学附属第三病院 脳神経外科 石井 卓也 

OS11-2 髄液シャント手術感染予防プロトコール導入による術後感染率の比較検討 

杏林大学医学部付属病院 脳神経外科 岡村 優真 

OS11-3 シャント逆行性感染とその治療・回避法 

横浜栄共済病院 脳卒中診療科・脳神経外科 喜多 大輔 

OS11-4 シャント合併症 1 シャント感染予防のための Antibiotic-impregnated 

catheters の使用 

岡山大学大学院脳神経外科 亀田 雅博 

 

11:10〜11:50 Session 12 シャント合併症２  

座長： 鮫島 直之（東京共済病院 脳神経外科） 

中島 円（順天堂大学 医学部 脳神経外科） 

 

OS12-1 腰椎チューブ断裂をきたした 3 例について 

浜松医療センター 中山 禎司 

OS12-2 腰椎棘突起に挟まれ脊髄側チューブが断裂した１例  傍正中アプローチの

採用とその長所 

さやま脳神経クリニック 長谷川 真作 

OS12-3 腹腔側チューブが腸管に迷入した症例の経緯と対策 

鹿児島赤十字病院 川添 一正 

OS12-4 特発性正常圧水頭症に対して脳室腹腔シャント術施行後気脳症を呈した一

例 

東京慈恵会医科大学 山本 康平 
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11:50〜12:30 Session 13 バルブ管理  

座長： 三宅 祐治（西宮協立脳神経外科病院） 

山田 茂樹（洛和会音羽病院 脳神経外科・正常圧水頭症センター） 

 

OS13-1 CODMAN HAKIM を用いた LP シャント手術におけるの適正バルブ圧の検

討 

医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院 坪木 辰平 

OS13-2 シャントバルブ圧を積極的に下げる圧調整管理 

洛和会音羽病院 正常圧水頭症センター、脳神経外科 山田 茂樹 

OS13-3 NPH 症状を呈する遅発発症の LOVA/ Blake’s pouch cyst に対する LP シャ

ントによる治療経験 

いえまさ脳神経外科クリニック 張 家正 

OS13-4 温度変化を利用した短絡管機能の評価手法（基礎的検討） 

東海大学 医学部 脳神経外科 厚見 秀樹 
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                    2 月 24 日（日） 第２会場                    

9:00〜9:30 Session 14 予後予測  

座長： 宮嶋 雅一（順天堂大学 医学部 脳神経外科） 

木村 輝雄（日本赤十字社 北見赤十字病院 脳神経外科） 

 

OS14-1 特発性正常圧水頭症に対するシャント手術後の ADL における予後予測の検

討 

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター リハビリテーション科 梅森 拓磨 

OS14-2 特発性正常圧水頭症の認知機能障害に対するシャント手術効果の髄液排出

試験による予測 

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 神経内科 浅原 有揮 

OS14-3 iNPH 診断、治療方針決定のための髄液排除テスト入院の有用性と問題点に

ついての考察 

聖マリアンナ医科大学 大塩 恒太郎 

 

9:30〜10:10 Session 15 併存疾患 認知症  

座長： 數井 裕光（高知大学 医学部 神経精神科学講座） 

伊関 千書（山形大学 第三内科） 

 

OS15-1 アルツハイマー病併発を疑われたが術後認知機能低下が軽度であった iNPH

症例 

TMG あさか医療センター 岡田 隆晴 

OS15-2 アルツハイマー型認知症合併 iNPH 患者の術後経過の検討 

平成記念病院脳神経外科 青山 雄一 

OS15-3 易怒性を呈する特発性正常圧水頭症に対するシャント手術の有用性につい

ての検討 

国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 渡辺 玲 

OS15-4 進行性核上性麻痺に合併した正常圧水頭症の 1 症例 

横浜南共済病院 飯田 悠 
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10:10〜10:50 Session 16 歩行バランス機能 2  

座長： 石川 正恒（洛和ヴィライリオス、洛和会音羽病院 正常圧水頭症センター） 

鈴木 正彦（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 神経内科） 

 

OS16-1 軽症の特発性正常圧水頭症における歩行障害に基づく機能評価の有用性 

 大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科 二階堂 泰隆 

OS16-2 Video-rating system を用いた iNPH 患者の歩行評価における一致度 

洛和ヴィライリオス、洛和会音羽病院 正常圧水頭症センター 石川 正恒 

OS16-3 シャント術後における 6 分間歩行試験の有用性の検討 

国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 リハビリテーション科 東内 大介 

OS16-4 正常圧水頭症における歩行・平衡障害の神経耳科的評価 

大阪医科大学 耳鼻咽喉科 乾 崇樹 

 

10:55〜11:55 Session 17 治療 その他  

座長： 美馬 達夫（美馬クリニック） 

羽柴 哲夫（関西医科大学 脳神経外科） 

 

OS17-1 髄膜癌腫症に伴う水頭症に対する緩和的シャント手術の意義 

福島県立医科大学 脳神経外科 村上 友太 

OS17-2 水頭症を合併した脳表ヘモジデリン沈着症の 2 例 

金沢大学 脳神経外科 中尾 庸人 

OS17-3 腰椎腹腔シャントの閉塞に関する検討 

山口大学 医学部 脳神経外科 野村 貞宏 

OS17-4 亜急性の経過を示した交通性水頭症とその発生機序に関する考察 

関西医科大学 脳神経外科 羽柴 哲夫 

OS17-5 V-P shunt 後の再発に対し、L-P shunt が奏功したくも膜下出血後水頭症の

一例 

名戸ヶ谷病院 脳神経外科 大池 涼 

OS17-6 人工髄液（アートセレブ）髄注後の圧変化が示唆する髄液吸収 

美馬クリニック 脳神経外科 美馬 達夫 
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11:55〜12:25 Session 18 リハビリ介入  

座長： 西田 南海子（田附興風会 北野病院 神経センター） 

二階堂 泰隆（大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科） 

 

OS18-1 特発性正常圧水頭症患者の歩行障害に対する特異的リハビリテーション効

果の検討 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター リハビリテーション科部 大脇 駿平 

OS18-2 iNPH 患者のシャント術後に対するリハビリテーションによる下肢筋力改善

と ADL の関係 

洛和会音羽病院 森口 八郎 

OS18-3  特発性正常圧水頭症における、シャント手術と課題特異的リハビリテーショ

ンによる動作性知能の改善 

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター リハビリテーション科部 西崎 成紀 


