第 79 回日本脳神経外科学会中部支部学術集会
平成 22 年 9 月 25 日（土）
午前 8 時 55 分より
場 所：信州大学医学部付属病院外来棟４階 大会議室
〒390-8621 松本市旭 3-1-1

会 長：信州大学医学部脳神経外科
本郷 一博
〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1
Tel：0263-37-2690, Fax：0263-37-0480
１） 学会当日に参加料（1,000 円）を受付します。新入会員のみ年会費（1,000 円）を受付します。
２） 口演時間は５分、討論は各演題につき 2 分です。
３） 発表はパソコンでお願いします。ご自身のパソコンと専用コネクター、電源をお持ちくださ
い。万一に備え、CD-R、USB メモリーチップに入れたデータもご持参ください。
４） 本学術集会には日本脳神経外科学会認定クレジットが適用されますので、専門医の方は、ネ
ームカードの半券に、専門医番号、所属、氏名をご記入の上、クレジット投函箱に入れてく
ださい。
５） 以下の会議を行いますので、関係者はご出席下さい。
12：00－12：50 中部支部理事会（外来棟４階 研修室５）
13：00－13：20 支部総会（外来棟４階 中会議室）
６） 外来駐車場に駐車した方は、駐車券を会場にて認証機を通しますと無料になりますので、駐
車券をお持ちください。
７） 同日開催されます第 32 回中部（信州・東海）脳神経外科セミナーは信州大学旭総合研究棟
9 階 会議室Ａ・Ｂで行われます。追加料なしで双方ご参加いただけます。

交通機関のご案内
松本空港より：松電バスで松本バスターミナル方面松本バスターミナル（約 25 分）で乗り換え
松本駅より

：正面口をでて右前方エスパ地下 1 階松電バスターミナル１番線から
「信大横田循環線」バスにて「信州大学前」下車（約 15 分）
松本駅前バス停から「北市内線」バスにて「信大病院南口」下車（約 15 分）

自家用車

：長野自動車道 松本インターチェンジより 約 20 分

信州大学

松本 ＩＣ
旭総合研究棟

工事中
JR 松本駅
外来棟 4 階
大会議室

次回ご案内
第 80 回 日本脳神経外科学会中部支部学術集会
日時：平成 23 年 4 月 23 日（土）
場所：アクトシティー浜松 コングレスセンター（〒430-7790 静岡県浜松市板屋町 111-1）
会長：浜松医科大学 脳神経外科 難波宏樹 先生
事務局：浜松医科大学 脳神経外科 担当 徳山 勤 先生
〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山 1-20-1 tel 053-435-2283 fax 053-435-2282

学術プログラム
8：55 － 9：00
開会の挨拶

本郷一博 （信州大学）
午前の部 （一般演題）

9：00－9：28
腫瘍 1

座長 竹内浩明（福井大学）

1. Intraoperative CT image-guided navigation が有用であった insular glioma の一例
○山内貴寛，東野芳史，常俊顕三，細田哲也，小寺俊昭，有島英孝，北井隆平，
新井良和，竹内浩明，菊田健一郎
福井大学 医学部 脳脊髄神経外科
2. 小脳半球に発生した anaplastic oligodendroglioma の一例
○山田紘史 1)，谷川元紀 1)，山田勢至 1)，相原徳孝 1)，山田和雄 1)，稲垣 宏 2)
1)名古屋市立大学病院 脳神経外科

2)名古屋市立大学 臨床病態病理学

3. Anaplastic Astrocytoma の摘出腔周囲に出現した Neuro-Sweet disease の 1 例
○清水 有 1)，渡邉卓也 1)，中田光俊 1)，吉川陽文 1)，林 裕 1)，濱口儒人 2)，
杉森尚美 3)，濱田潤一郎 1)
1)金沢大学 脳神経外科

2)金沢大学 皮膚科

3)金沢大学 血液内科

4. 放射線とテモゾロマイド点滴静注療法を施行した小児脳幹部グリオーマの１例
○藤井健太郎，加藤恭三，田島隼人，大島共貴
刈谷豊田総合病院

9：28－9：56
腫瘍２

座長 相原徳孝（名古屋市立大学）

5. 分子標的治療薬（ソラフェニブシトル酸塩製剤）内服中に発症したくも膜下出血の 1 例
○水谷信彦 1)，伊藤 聡 1)，岡部広明 1)，矢内良昌 2)，坂倉 毅 2)
1)江南厚生病院 脳神経外科 2)江南厚生病院 泌尿器科
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6. 乳癌原発転移性眼窩骨腫瘍に対して 5 回のサイバーナイフ治療を行った 1 例
○水松真一郎，龍 浩志，土屋直人，野村 契
総合青山病院 脳神経外科
7. 腎盂癌による転移性脳腫瘍の 1 例
○丹羽愛知，槇 英樹，鬼頭 晃，雄山博文，服部健一
大垣市民病院 脳神経外科
8. 離れた部位に２つ存在する転移性悪性黒色腫に対して一期的摘出術を行った一例
○種井隆文 1)，竹林成典 1)，中原紀元 1)，若林俊彦 2)
1)名古屋セントラル病院

2)名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科

9：56－10：31
腫瘍３

座長 林 康彦（金沢大学）

9. プロラクチノーマに対する放射線照射により誘発された膠芽腫の一例
○真橋尚吾，高畠靖志，若松弘一，向井裕修，山崎法明，宇野英一
福井県済生会病院 脳神経外科
10. 急性骨髄性白血病治療中に下垂体卒中を合併した一例
○名倉崇弘 1)，犬飼 崇 1)，小池譲治 1)，高安正和 1)，後藤峰明 2)，平松明人 2)，
爾見雅人 2)
1)愛知医科大学 医学部 脳神経外科 2)愛知医科大学 医学部 血液内科
11. 良性腫瘍を伴った症候性内側側頭葉てんかんの 1 例
○藤本礼尚，山添知宏，榎 日出夫，岡西 徹，横田卓也，大橋寿彦，山崎まどか，
山本貴道
聖隷浜松病院 てんかんセンター
12. 経過中に腫瘍内出血をきたした Pleomorphic xanthoastrocytoma の一例
○浅沼 恵 1)，大屋房一 1)，荻原利浩 1)，竹前紀樹 1)，保坂典子 2)，大月聡明 2)
1)長野市民病院 脳神経外科 2)長野市民病院 病理診断科
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13. 腫瘍性低リン血性クル病を来たした前頭蓋底 hemangiopericytoma の１例
○吉田耕一郎 1)，長谷川光広 1)，鈴木敦詞 2)，堀部晴司 3)，安倍雅人 4)，長久伸也 1)，
松山純子 1)，廣瀬雄一 1)
1)藤田保健衛生大学 医学部 脳神経外科 2)藤田保健衛生大学 医学部 内分泌内科
3)藤田保健衛生大学 医学部 耳鼻咽喉科 4)藤田保健衛生大学 医学部 病理科

休憩 10：31-11：40
10：40－11：08
血管障害１

座長 高田 久（金沢医科大学）

14. 鞍内に進展しさらに鞍隔膜を圧排する内頸動脈海綿静脈洞部の症候性 large 脳動脈瘤の
1例
○釼持博昭 1)，杉浦康仁 2)，平松久弥 3)，神尾佳宣 1)，中戸川裕一 1)，稲永親憲 1)，
田中篤太郎 1)，堺 常雄 1)
1)聖隷浜松病院 脳神経外科 2)聖隷三方原病院 脳血管内外科
3)浜松医科大学 脳神経外科
15. 特発性内頸動脈解離の 1 例
○草場栄三 1)，高田 久 1)，倉内 学 1)，赤井卓也 2)，立花 修 2)，飯塚秀明 2)
1)金沢医科大学氷見市民病院 脳神経外科 2)金沢医科大学脳神経外科学
16. 段階的血行再建を施行した内頚動脈狭窄症の 1 例
○江頭裕介，植松幸大，米澤慎悟，榎本由貴子，吉村紳一，岩間 亨
岐阜大学 医学部 脳神経外科
17. 血管内治療を施した脳底動脈瘤の 4 例
○小山淳一 1)，長島 久 2)
1)伊那中央病院 脳神経外科 2)信州大学 脳血管内治療センター

11：08－11：29
血管障害２

座長 当麻直樹（三重大学）
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18. 松果体部脳動静脈奇形の一例
○東野芳史，小寺俊昭，山内貴寛，細田哲也，常俊顕三，有島英孝，
北井隆平，新井良和，竹内浩明，菊田健一郎
福井大学 医学部 脳脊髄神経外科
19. 脳室内血腫を伴う出血発症の脳動静脈奇形術後に、広範囲の脳梗塞を来した一例
○新帯一憲，高須俊太郎，波多野範和，小島隆生，青木恒介，椎名 諭，栗本路弘，
関 行雄
名古屋第二赤十字病院 脳神経外科
20. 出血発症解離性後下小脳動脈遠位部動脈瘤 3 症例の治療成績
○草野義和 1)，青山達郎 2)，佐々木哲郎 1)，佐藤大輔 1)，北沢和夫 2)，小林茂昭 2)
1)相澤病院 脳血管内治療センター 2)相澤病院 脳神経外科

11：29－11：57
血管障害３

座長 平松久弥（浜松医科大学）

21. Neurofibromatosis (type I) に伴った頭蓋外椎骨動脈瘤の 2 例
○松井秀介 1)，平松久弥 1)，渡辺賢一 3)，山下修平 2)，神谷実佳 2)，根来 眞 3)，
難波宏樹 1)
1)浜松医科大学 脳神経外科 2)浜松医科大学 放射線科
3)岡崎市民病院 放射線科 4)藤田保健衛生大学 脳神経外科
22. 家族性発症の若年性くも膜下出血の２例
○三井勇喜，野田智之，永井俊也，浅野良夫
中津川市民病院
23. HELLP 症候群によりくも膜下出血、くも膜下出血をきたした 1 例
○黒崎邦和 1)，林 央周 1)，桑山直也 1)，高地圭子 2)，斉藤 滋 2)，遠藤俊郎 1)
1)富山大学 医学部 脳神経外科 2)富山大学 医学部 産婦人科
24. 成人期に脳卒中様発作を来たした MELAS の 1 例
○市川尚己 1)，山道 茜 1)，石垣共基 1)，佐藤 裕 1)，柴田益成 2)，清水重利 1)，
宮 史卓 1)

1)山田赤十字病院 脳神経外科 2)山田赤十字
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ランチョンセミナー 12：00-12：50
座長 酒井圭一 （信州大学 脳神経外科）
「小児脳腫瘍の外科治療：基本から応用へ」
国立成育医療研究センター 脳神経外科 科長 師田信人 先生
共催：大塚製薬株式会社

中部支部理事会

12：00－12：50

場所 研修室５

中部支部会社員総会

13：00－13：20

場所 中会議室

第 78 回日本脳神経外科学会中部支部学術集会

優秀論文表彰式

13：20－13：30
演題 32

非外傷性後頭蓋窩解離性脳動脈瘤における先行頭頸部痛の性状の重要性～連続 50
例の検討
聖隷浜松病院 脳神経外科 渡邊 水樹先生

演題 35

破裂脳動脈瘤コイル塞栓術における術前 CFD 解析への取り組み
三重中央医療センター 脳神経外科 三浦 洋一先生

演題 38

脳底動脈急性閉塞症に対する積極的血管再開通療法：その治療成績と予後良好因子
の検討
岐阜大学附属病院 脳神経外科 田中 嘉隆先生

脳腫瘍全国統計委員会からのお知らせ 13：30－14：00
司会 酒井圭一 （信州大学 脳神経外科）
「2009 年版脳腫瘍全国集計調査報告と新規オンライン登録システム」
脳腫瘍全国統計委員会 委員長
国立がん研究センター中央病院 脳脊髄腫瘍科 科長 渋井壮一郎 先生
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午後の部 （一般演題）
14：00－14：28
血管障害、その他
25.

座長 大江直行（岐阜大学）

中大脳動脈動脈瘤に対してバイパスを用いて再治療を要した一例

○圓若幹夫、岡本 奨、荒木芳生、住友正樹、若林俊彦
名古屋大学 医学部 脳神経外科

26. 髄膜腫、くも膜嚢胞、脳動脈瘤を合併した多発性嚢胞腎の１例
○川崎智弘，大江直行，矢野大仁，吉村紳一，岩間 亨
岐阜大学 医学部 脳神経外科
27. 高齢者の症候性後頭蓋窩くも膜嚢胞の 1 例
○吉川陽文，渡邉卓也，喜多大輔，林 康彦，濱田潤一郎
金沢大学 脳神経外科
28. 脳室内出血で発症した外側後脈絡叢動脈瘤の１例
○庄田 幹，松本 隆，山本憲一，渡辺隆之，日向崇教，大島 望
豊川市民病院 脳神経外科

14：28－14：56
その他
29.

座長 渡部剛也（藤田保健衛生大学）

メチオニン PET と MRI-SWI 画像が診断に有用であった基底核部 germinoma の 4 例
○大岡史治、藤井正純、岩味健一郎、本村和也、百田洋之、前澤 聡、夏目敦至、
若林 俊彦
名古屋大学 医学部 脳神経外科

30. 頭蓋内動静脈瘻の経過観察における MR-DSA の有用性
○小林 望 1)，水谷弘二 2)，山本直人 1)
1)JA 愛知厚生連海南病院 脳神経外科 2)JA 愛知厚生連海南病院 放射線技術科
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31. 脳動脈瘤クリッピング術における Indocyanine green video angiography の使用経験
○服部夏樹，渡部剛也，小栗大吉，小田淳平，井水秀栄，加藤庸子，廣瀬雄一
藤田保健衛生大学 脳神経外科
32. 顕微鏡下手術における目盛付きマイクロ吸引管の工夫
○村岡 尚，宮岡嘉就，金谷康平，中村裕一
長野松代総合病院 脳神経外科

〜 休憩 14：56 – 15：05 〜
15：05－15：33
脊髄・脊椎、その他

座長 西村由介（名古屋大学）

33. 脊椎・末梢神経疾患の複数病変に対する治療方針
○芝本和則，宮嵜章宏，青山国広，滝 英明
一宮西病院 脳神経外科
34. 上位頚椎硬膜外動静脈瘻の一例
○梅田靖之，当麻直樹，西川拓文，畑崎聖二，朝倉文夫，阪井田博司，松島 聡，
滝 和郎
三重大学 医学部 脳神経外科
35. Medullary compression by vertebral artery dolichoectasia
○望月洋一，水村幸之助，深谷雷太，福地正仁，藤井浩治
静岡市立清水病院 脳神経外科
36. 第三脳室底開窓術が有効であった 1 型単純ヘルペス脳炎後水頭症の一例
○宮入洋祐 1)，金谷康平 1)，重田裕明 1)，本郷一博 2)
1)長野県立こども病院 脳神経外科

2)信州大学 医学部附属病院 脳神経外科

15：33－15：54
水頭症

座長 濱田秀雄（富山大学）
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37. V-P シャント遠位側カテーテルによる肝損傷
○桑山直人，河合達巳，野田 寛
春日井市民病院 脳神経外科
38. VP シャント術腹腔端挿入のための前鞘吊り上げ法
○黒岩正文，新田純平，後藤哲哉，小林 聰
小林脳神経外科病院
39. VPshunt 術における shunt valve の鎖骨下への固定
○岡田麻希 1)，木内貴史 1)，柳川貴雄 2)，柿澤幸成 1)，堀内哲吉 1)，酒井圭一 1)，
本郷一博 1)
1)信州大学 医学部 脳神経外科 2)篠ノ井総合病院

15：54－16：15
外傷

座長 大須賀浩二（愛知医科大学）

40. 前床突起骨折により左内頸動脈損傷を来し遅発性半球梗塞を来した１例。
○新川修司 1)，松久 卓 1)，平田俊文 2)
1)東海中央病院 脳神経外科

2)平田クリニック

41. 感染性慢性硬膜下血腫の 3 例
○山本 優，池田 公，杉田竜太郎，前田憲幸，太田圭祐，伊藤真史，江口 馨，
渋谷正人
社会保険中京病院 脳神経外科
42. 慢性硬膜下血腫術後 24 時間の安静臥床は再発率低下に寄与するか
○野村悠一，郭 泰彦，山下健太郎，石澤錠二，安藤 隆
朝日大学 村上記念病院 脳神経外科
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16:20－17:20
第32回中部（信州・東海）脳神経外科セミナーとの合同シンポジウム
座長 若林俊彦 （名古屋大学）
本郷一博 （信州大学）
テーマ：
「ニューロナースと脳神経外科医の今後」
（脳神経疾患症例の看護と医療を専門領域ナー
スと脳外科医でどのように連携及び分担させるべきか、今後の体制を検討する）

シンポジスト；
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科

小栗大吉先生

名古屋第二赤十字病院脳神経外科

高須俊太郎先生

社会医療法人厚生会木沢記念病院

石山光枝先生

名古屋市総合リハビリテーション病院

藤山美由紀先生

17：20－17：25
閉会の挨拶
18：30－

本郷一博 （信州大学）
（中部（信州・東海）脳神経外科セミナーとの合同懇親会：ブエナビスタ）

関連集会：
第 15 回中部内視鏡勉強会
日時：平成 22 年 9 月 24 日（金）午後 6 時－
会場：信州大学脳神経外科教室内

社団法人日本脳神経外科学会中部支部会
市民公開講座 2010 「脳の健康」
日時：平成 22 年 9 月 26 日（日） 午後 1 時－3 時
場所：長野県松本文化会館 中ホール
長野県松本市水汲 69-2 Tel: 0263-34-7100
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