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日　程　表

9：45～9：50 開会挨拶 会長：山崎 雄一郎（神奈川県立こども医療センター 泌尿器科）

9：50～10：25 一般演題1　［ 泌尿器（手術） ］ 01～04

座長：百瀬 均（JCHO星ヶ丘医療センター）

10：25～11：00 一般演題2　［ 泌尿器（排尿管理） ］ 05～08

座長：井川 靖彦（東京大学大学院医学系研究科 コンチネンス医学）

11：00～11：25 一般演題3　［ 脳神経外科 ］ 09～11
座長：朴 永銖（奈良県立医科大学 脳神経外科）

11：25～12：00 一般演題4　［ 整形外科 ］ 12～15

座長：中村 直行（神奈川県立こども医療センター 整形外科）

休憩30分
昼 食（大会議室および和室）

12：30～13：15 教育講演 協賛：コロプラスト株式会社

［ 難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法 ―二分脊椎による排便障害に対する効果を含めて― ］
演者：味村 俊樹（自治医科大学医学部 消化器外科）　　座長：新開 真人（神奈川県立こども医療センター 外科）

休憩10分

13：25～13：30 次期会長挨拶 次期会長：落合 達宏（宮城県立こども病院 整形外科）

13：30～14：20 企画セッション1 1-1～1-5

［ 移行期・成人期の排便管理の問題点 ］
座長：山崎 雄一郎（神奈川県立こども医療センター 泌尿器科）

14：20～15：20 企画セッション2 2-1～2-6

［ 胎児期から新生児期へ マネジメントの現状と展望 ］

座長：石川 浩史（神奈川県立こども医療センター 産科）

休憩10分

15：30～16：05 一般演題5　［ 導尿／排泄 ］ 16～19

座長：鈴木 真由子（神奈川県立こども医療センター 看護部）

16：05～16：45 一般演題6　［ リハビリテーション ］ 20～24

座長：芳賀 信彦（東京大学大学院医学系研究科 リハビリテーション医学）

16：45～17：20 一般演題7　［ 看　護 ］ 25～28

座長：鎌田 直子（兵庫県立こども病院 看護部）

17：20～17：55 一般演題8　［ 泌尿器（症例） ］ 29～32

座長：橘田 岳也（北海道大学 泌尿器科）

17：55～ 閉会挨拶 会長：山崎 雄一郎（神奈川県立こども医療センター 泌尿器科）
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プログラム

7月14日（土）　横浜ラポール 1階 ラポールシアター

9：45～9：50 開会挨拶　　　会長：山崎 雄一郎（神奈川県立こども医療センター 泌尿器科）

9：50～10：25 一般演題1
［ 泌尿器（手術） ］	 座長：百瀬 均（JCHO星ヶ丘医療センター）

01 二分脊椎患者に対する膀胱皮膚瘻の治療成績

樋口 まどか	 北海道大学大学院医学研究院 腎泌尿器外科

02 二分脊椎患者における腹壁導尿路造設術の長期成績

田辺 和也	 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児泌尿器科

03 二分脊椎の膀胱尿管逆流において逆流防止術のみで治療可能な症例を予測できるか？

鈴木 裕子	 あいち小児保健医療総合センター 泌尿器科

04 膀胱拡大術を施行され現在も通院継続している二分脊椎患者の要因について

林 豊	 東京医科大学 消化器・小児外科学分野

10：25～11：00 一般演題2
［ 泌尿器（排尿管理） ］	 座長：井川 靖彦（東京大学大学院医学系研究科 コンチネンス医学）

05 脊髄終糸病変を有する症例の排尿管理の経験

百瀬 均	 JCHO星ヶ丘医療センター 泌尿器科

06 自己導尿導入後に有熱性尿路感染の発生頻度が高くなった 
二分脊椎症患児における尿流動態検査所見の検討

築山 真由子	 北海道大学病院 泌尿器科

07 二分脊椎の尿路管理におけるミラベグロン投与の経験

小川 隆敏	 恵友病院 泌尿器科

08 脊髄髄膜瘤および脂肪脊髄髄膜瘤年長児における下部尿路機能の検討

佐竹 洋平	 宮城県立こども病院 泌尿器科
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11：00～11：25 一般演題3
［ 脳神経外科 ］	 座長：朴 永銖（奈良県立医科大学 脳神経外科）

09 当院での腸管利用尿路再建術時の脳室腹腔シャントの扱いについて

青井 瑞穂	 国立病院機構岡山医療センター 脳神経外科

10 成人発症脊髄係留症候群による腰背部痛に対する係留解除術の効果

原 毅	 順天堂大学 医学部 脳神経外科学講座

11 こども病院が考えることと地域の中の成人施設が出来ること 
―二分脊椎児の超慢性期（キャリーオーバー、トランジション）の現実と対応―

高橋 義男	 	とまこまい脳神経外科 岩見沢脳神経外科 大川原脳神経外科病院 別海町立病院  
にわとりファミリー 小児脳神経外科

11：25～12：00 一般演題4
［ 整形外科 ］	 座長：中村 直行（神奈川県立こども医療センター 整形外科）

12 二分脊椎の股関節亜脱臼に対する臼蓋棚形成術の治療成績

水野 稚香	 宮城県立こども病院 整形外科

13 二分脊椎児の脊椎手術後における創部合併症に対する当院の工夫

小沼 早希	 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児整形外科

14 成人期に足部の手術治療を行った3例について

田中 弘志	 心身障害児総合医療療育センター 整形外科

15 足底圧検査に基づく足底変形の新しい客観的評価方法の開発 
―二分脊椎症例の足底皮膚トラブル予防のために―

下川 尚子	 佐賀大学医学部 脳神経外科

12：00～12：30 休憩・昼食（大会議室および和室）
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12：30～13：15 教育講演 協賛：コロプラスト株式会社

座長：新開 真人（神奈川県立こども医療センター 外科）

難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法 
―二分脊椎による排便障害に対する効果を含めて―

味村 俊樹（自治医科大学医学部 消化器外科）

13：15～13：25 休　憩

13：25～13：30 次期会長挨拶　　　次期会長：落合 達宏（宮城県立こども病院 整形外科）

13：30～14：20 企画セッション1
座長：山崎 雄一郎（神奈川県立こども医療センター 泌尿器科）

［ 移行期・成人期の排便管理の問題点 ］

1-1 逆行性洗腸を経験して

後藤 久美子	

1-2 当院における二分脊椎患者の排便管理の移行期支援

鎌田 直子	 兵庫県立こども病院 看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師

1-3 順行性洗腸を経験して

佐藤 のぞみ	

1-4 移行期・成人期の二分脊椎症患者における排便管理の現状と課題

中村 恵美	 東北大学 大学院 医学系研究科 小児外科学分野

1-5 二分脊椎患者における ACE管理の長期予後

加藤 純爾	 愛知県心身障害者コロニー 中央病院 小児外科
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14：20～15：20 企画セッション2
座長：石川 浩史（神奈川県立こども医療センター 産科）

［ 胎児期から新生児期へ マネジメントの現状と展望 ］

2-1 妻が妊娠8か月で胎児診断を受け、子供が脊髄髄膜瘤と告知され、 
出産後 NICUに入院し、夫（父親）の立場より感じたこと、学んだこと

クラフチック ウーカシュ

2-2 胎児期から新生児期へ　マネジメントの現状と展望 
～二分脊椎の胎児診断の現況

石川 浩史	 神奈川県立こども医療センター 産婦人科

2-3 二分脊椎の胎児診断　家族へのアンケート調査

柴崎 淳	 神奈川県立こども医療センター 新生児科

2-4 胎児脊髄髄膜瘤の全国調査

和田 誠司	 国立成育医療研究センター

2-5 胎児期から新生児期へ　マネジメントの現状と展望 
～開放性神経管障害（二分脊椎）の出生前診断と疾患予防・治療～

佐々木 愛子	 国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター

2-6 脊髄髄膜瘤子宮開放手術： 
欧米胎児治療センターの経験から学ぶべきこと、日本で今準備すべきこと

渡邊 美穂	 東京大学医学部付属病院 小児外科

15：20～15：30 休　憩
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15：30～16：05 一般演題5
［ 導尿／排泄 ］	 座長：鈴木 真由子（神奈川県立こども医療センター 看護部）

16 自己導尿の獲得を目標とした二分脊椎症児に対する作業療法

橋浦 樹里	 宮城県立こども病院

17 清潔間欠導尿法を自分でおこなうために 
―作業療法士としてできること―

小野 恵美	 筑波大学附属病院 リハビリテーション部

18 小児専門病院における外来看護師が実践する導尿指導の取り組み

島崎 可奈	 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター 看護局

19 直腸肛門奇形を合併した二分脊椎患者の排便管理に対し順行性洗腸を導入した1例

林 豊	 東京医科大学 消化器・小児外科学分野

16：05～16：45 一般演題6
［ リハビリテーション ］	 座長：芳賀 信彦（東京大学大学院医学系研究科 リハビリテーション医学）

20 二分脊椎児・者における歩行能力後退例とその要因についての一考察

遊佐 萌	 北九州市立総合療育センター

21 The Functional Mobility Scaleの二分脊椎児への応用

横井 恵巨	 北海道立子ども総合医療・療育センター リハビリテーション課 理学療法士

22 二分脊椎患者におけるリハビリテーションの現状と課題　～第1報～

稲川 恵	 茨城県立こども病院

23 明らかな運動障害を呈した脊髄髄膜瘤症例の理学療法 
―新生児乳児期の姿勢管理と粗大運動発達に着目して―

竹内 知陽	 あいち小児保健医療総合センター 診療支援部 診療支援室 リハビリテーション科

24 二分脊椎児における自己の身体の視覚認知

真野 浩志	 東京大学医学部附属病院 リハビリテーション科
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16：45～17：20 一般演題7
［ 看　護 ］	 座長：鎌田 直子（兵庫県立こども病院 看護部）

25 成人期にある二分脊椎男性の性的経験・性情報に関する研究

道木 恭子	 帝京平成大学 ヒューマンケア学部 看護学科

26 二分脊椎患者の発達段階に応じた疾患管理をサポートするために 
～外来開設からの第三報～

菊池 麻衣子	 茨城県立こども病院

27 当院二分脊椎外来での新しい取り組み：質の高い継続性のある医療を求めて

渡邊 美穂	 東京大学医学部付属病院 二分脊椎外来

28 葉酸は神経管閉鎖障害を予防する：医療職の認知率と推奨率

岡井 いくよ	 元グローバルアリーナ営業本部料飲

17：20～17：55 一般演題8
［ 泌尿器（症例） ］	 座長：橘田 岳也（北海道大学 泌尿器科）

29 母親による間欠導尿継続中に導尿用カテーテルが上部尿管に迷入した 
脊髄髄膜瘤の1例

市川 和樹	 JCHO 星ヶ丘医療センター 泌尿器科

30 不妊治療を行い挙児を得ることが出来た成人二分脊椎男性の一例

後藤 大輔	 奈良県立医科大学 泌尿器科学教室

31 成人期に治療を開始した脊髄脂肪腫に伴う神経因性膀胱の1例

渡邉 仁人	 関西医科大学 腎泌尿器外科

32 HIV感染の二分脊椎患者に発症した進行膀胱癌の一例

松田 結	 山梨大学大学院総合研究部医学域 泌尿器科学講座 

17：55～ 閉会挨拶　　　会長：山崎 雄一郎（神奈川県立こども医療センター 泌尿器科）


