
開会の辞　8:55～9:00 吉田　純

〈午前の部　9:00～12:06〉

　脳腫瘍１（良性腫瘍） 9:00～9:34 座長：松原年生（三重大学）

★01. 下垂体細胞腫の一例

県立静岡がんセンター　脳神経外科

　　　　○堀口聡士，三矢幸一，中洲庸子

02. 診断が困難であった Cystic atypical meningioma の 1 例

名古屋市立大学大学院　医学部　神経機能回復学

　　　　○西川祐介，出村光一朗，坂田知宏，竹内洋太郎，谷川元紀，間瀬光人，山田

和雄

03. 骨肥厚を呈した secretory meningioma の一例

静岡赤十字病院　脳神経外科

　　　　○高橋里史，安心院康彦，篠田　純，山田素行

04. 治療に苦慮した atypical meningioma の多発性再発例

福井県済生会病院　脳神経外科

　　　　○高畠靖志，宇野英一，若松弘一，山崎法明，松田　謙，土屋良武

one point lecture 1 松原年生

　脳腫瘍２（頭蓋底腫瘍） 9:34～10:14 座長：西澤　茂（浜松医科大学）

05. 手術治療及びガンマナイフが奏功した側頭骨原発の形質細胞腫の一例

高山赤十字病院　脳神経外科

　　　　○田中嘉隆，小谷嘉則，竹中勝信，村川孝次

福岡和白病院　脳神経外科

　　　　山本東明

06. 脳幹前面に発生した epidermoid cyst の１症例

市立半田病院　脳神経外科



　　　　○告野正典，中根藤七，半田　隆，渡邉和彦，久保田俊介

07. 術後視力回復した眼窩内腫瘍の 1例

福井総合病院　脳神経外科

　　　　○橋本智哉，辻　哲朗

08. Anaplastic astrocytomaの放射線治療4年後に発生したolfactory neuroblastoma 　　

の１例

大垣市民病院　脳神経外科

　　　　○伊藤英治，鬼頭　晃，赤羽　明，槇　英樹，服部新之助

09. Diplopia にて発症した Chordoma の治療戦略

岡波総合病院　脳神経外科

　　　　○西岡利和，石田泰史，本山　靖

one point lecture 2 齋藤　清

　脳腫瘍３（悪性腫瘍） 10:14～11:01 座長：篠田　淳（岐阜大学）

10. 脳内 malignant rhabdoid tumor の１例

愛知医科大学　医学部　脳神経外科

　　　　○松尾直樹，松下康弘，渡部剛也，水野順一，中川　洋

愛知医科大学附属病院　病院病理部

　　　　原　一夫

11. 治療に難渋した小児上衣芽細胞腫の 2例

静岡県立こども病院　脳神経外科

　　　　○内橋義人，佐藤博美，佐藤倫子，山元一樹

神戸大学　脳神経外科

　　　　甲村英二

12. 術後約 4年で前頭蓋底に再発した髄芽腫の一例

福井医科大学　脳脊髄神経外科



　　　　○磯崎　誠，有島英孝，吉田一彦，佐藤一史，半田裕二，久保田紀彦

13. 診断と治療が困難であった原発性髄膜膠腫症の１例

信州大学　医学部　脳神経外科

　　　　○平山周一，石坂繁寿，伊東清志，廣岡勇之進，酒井圭一，田中雄一郎，本郷一

博

14. 多発性神経膠芽腫の一例

福井県立病院　脳神経外科

　　　　○渡辺卓也，柏原謙悟，玉瀬　玲，新井政幸，東馬康郎

15. 診断治療に難渋した gliomatosis cerebri の１例

浜松医科大学　脳神経外科

　　　　○長谷部朗子，大石琢磨，北濱義博，徳山　勤，西澤　茂，難波宏樹

one point lecture 3 篠田　淳

　脊椎、脊髄 11:01～11:36 座長：庄田　基（藤田保健衛生大学）

16. 起座位により呼吸停止、意識消失発作を呈した頚椎椎弓拡大術後皮下髄液瘻の一

例

聖隷浜松病院　脳神経外科

　　　　○佐藤やよい，田中篤太郎，酒井直人，平松久弥，千村　学

浜松医科大学　脳神経外科

　　　　西澤　茂，難波宏樹

17. ステロイドパルス療法と減圧手術が有効であった脊髄硬膜外膿瘍の一例

福井赤十字病院　脳神経外科

　　　　○横山洋平，徳力康彦，細谷和生，時女知生，中村威彦，地藤純哉

18. 脊髄硬膜内外 atypical teratoid/rhabdoid tumor

三重大学　医学部　脳神経外科

　　　　○畑崎聖二，松原年生，宮　史卓，滝　和郎



19. 脊髄硬膜外血腫の 3例

市立四日市病院　脳神経外科

　　　　○細島　理，市原　薫，伊藤元一，柴山美紀根，中林規容，伊藤八峯

one point lecture 4 庄田　基

　感　染 11:36～12:06 座長：渡部剛也（愛知医科大学）

20. シャント腎炎の１例

富山市民病院　脳神経外科

　　　　○廣田雄一，二見一也，荒川泰明，宮森正郎

富山市民病院　腎臓内科

　　　　岩田恭宜，大田　聡

21. 硬膜下膿瘍の一例

市立伊勢総合病院　脳神経外科

　　　　○芝　真人，毛利元信，山川伸隆，古野正和

22. サルモネラ菌による硬膜下膿瘍の一例

県立岐阜病院　脳神経外科

　　　　○榎本由貴子，山川春樹，谷川原徹哉，服部達明

23. 初回手術時、慢性硬膜下血腫と考えられた硬膜下膿瘍の 1例

藤枝市立総合病院　脳神経外科

　　　　○竹田理々子，山崎健司，角谷和夫，篠原義賢

24. 多発性硬膜下膿瘍の１例

蒲郡市民病院　脳神経外科

　　　　○川村康博，大野貴之，杉野文彦，梅村　訓

　ランチョンセミナー 12:10～13:00 座長：山田和雄（名古屋市立大学）

　　　　　脳卒中の診療ガイドライン ― 意義とその現状 吉峰俊樹



　特別講演 13:00～13:50 座長：吉田　純（名古屋大学）

　　　　　Developing Concepts in Practice of Neurosurgery 小林茂昭

休　憩：13:50～14:00

〈午後の部　14:00～18:14〉

　血管障害１（虚血） 14:00～14:41 座長：間瀬光人（名古屋市立大学）

25. 本態性血小板増多症が誘因となった脳梗塞の 1例

知多厚生病院　脳神経外科

　　　　○今村暢希，中塚雅雄，水野志朗

26. 椎骨動脈解離による両側延髄内側梗塞の一例

国立療養所豊橋東病院　脳神経外科

　　　　○岡田　誠

27. 左鎖骨下動脈狭窄に対するステント留置により CABG 後の狭心症が著名に改善し

た 1例

岐阜県立多治見病院　脳神経外科

　　　　○森本高太郎，伊藤淳樹，秦　誠宏

名古屋大学大学院　医学系研究科　脳神経病態制御学

　　　　宮地　茂，小林　望

28. 頭蓋内内頚動脈狭窄に対する PTA 後に hyperperfusion phenomenon を呈した 1例

恵寿総合病院　脳神経外科

　　　　○内山尚之，岡田由恵，東　壮太郎

29. 当院における頚動脈内膜剥離術の治療結果の検討～安全な手術を行うために～

社会保険中京病院

　　　　○西村由介，池田　公，雄山博文，渋谷正人，井上繁雄



one point lecture 5 間瀬光人

　血管障害２（動脈瘤） 14:41～15:17 座長：田中雄一郎（信州大学）

30. 被殻出血発症後、同日に破裂した脳動脈瘤の 1例

静岡市立静岡病院　脳神経外科

　　　　○竹中俊介，中川将徳，深澤誠司，清水言行

羽島市民病院　脳神経外科

　　　　中川二郎

31. 外傷性脳動脈瘤の 2例

岐阜大学　医学部　脳神経外科

　　　　○江頭裕介，池亀由香，秋　達樹，大江直行，矢野大仁，岩間　亨，篠田　淳，

坂井　昇

32. 治療に難渋した海綿静脈洞部巨大脳動脈瘤の一例

豊川市民病院　脳神経外科

　　　　○南光徳偉，松本　隆，日向崇教，出村光一朗，大沢知士

蒲郡市民病院 川村康博

厚生連尾西病院 橋本信和

名古屋市立大学大学院　神経機能回復学 間瀬光人

33. 椎骨動脈本幹動脈瘤の治療

公立尾陽病院　脳神経外科

　　　　○青山公紀，神谷　健，大野正弘

one point lecture 6 田中雄一郎

　血管障害３（解離性動脈瘤） 15:17～15:51 座長：本多眞也（金沢大学）

34. OA-PCA 吻合術を併用した後大脳動脈解離性動脈瘤の手術の１治験例

岐阜大学　医学部　脳神経外科

　　　　○秋　達樹，岩間　亨，大江直行，坂井　昇

犬山中央病院　脳神経外科 荒木有三



35. 中大脳動脈（M2）紡錘状破裂動脈瘤の１例

金沢大学　脳神経外科

　　　　○木下雅史，野村素弘，木多真也，長谷川光広，山下純宏

愛媛県立南宇和病院　脳神経外科 柳田　一，田川雅彦

36. 中大脳動脈解離性動脈瘤の１例

名張市立病院　脳神経外科

　　　　○竹嶋俊一，丘田正人，平松謙一郎

奈良県立医科大学　脳神経外科 榊　寿右

37. 特異な経過をたどった中大脳動脈水平部（M1 部）解離性脳動脈瘤の１治療例

済生会富山病院

　　　　○松村内久，堀江幸男，池田宏明

one point lecture 7 本多眞也

　血管障害４（出血・その他） 15:51～16:32 座長：赤井卓也（金沢医科大学）

38. 慢性腎不全患者のくも膜下出血の１例

大垣市民病院　脳神経外科

　　　　○服部新之助，鬼頭　晃，赤羽　明，槇　英樹，伊藤英治

名古屋大学　医学部　脳神経外科 岡本　剛，小林　望

大垣市民病院　内科 青木孝彦

39. くも膜下出血を発症した NF-1 の一例

名古屋徳洲会総合病院　脳神経外科

　　　　○佐久間敬宏，久保田鉄也

40. 肉芽腫性血管炎による両側前頭葉皮質下出血の１例

金沢医科大学　脳神経外科

　　　　○鳥越恵一朗，山本謙二，飯田隆昭，笹川泰生，岡本一也，高田　久，赤井卓也，

飯塚秀明



41. 脳静脈血栓症による脳出血を来たした脳静脈性血管腫の一例

中部労災病院　脳神経外科

　　　　○関　行雄，樋下田稔昭，佐原佳之

★42. 当院における脳室内血腫に対する内視鏡下血腫除去術の経験

国立名古屋病院　脳神経外科

　　　　○渡邉　督，高橋立夫，須崎法幸，松平哲史，小栗大吉

名古屋大学　脳神経外科 永谷哲也

one point lecture 8 赤井卓也

　血管内治療 16:32～17:22 座長：桑山直也（富山医科薬科大学）

43. 未破裂脳動脈瘤を伴った下垂体腺腫の一治療例

袋井市民病院　脳神経外科

　　　　○辻　有紀子，市橋鋭一，原野秀之

愛知医科大学　脳神経外科 中川　洋

44. 巨大内頚動脈眼動脈分岐部動脈瘤に対する眼動脈内頚動脈同時塞栓術の一例

豊橋市民病院　脳神経外科

　　　　○種井隆文，福井一裕，加藤丈典，牛山智也，岡本　奨，井上憲夫，渡辺正男

45. 外傷性頭蓋外内頚動脈瘤の一例

高岡市民病院　脳神経外科

　　　　○村坂憲史，佐々木　尚，冨子達史

金沢医科大学　脳神経外科 高田　久，飯塚秀明

46. 感染性心内膜炎に合併した破裂脳動脈瘤の 2症例

藤田保健衛生大学　脳神経外科

　　　　○井出沢悠也，原田俊一，林　純一，早川基治，入江恵子，加藤庸子，根来　真，

佐野公俊，神野哲夫



47 椎骨動脈病変に基づく脳底動脈閉塞様所見の検討

富山医科薬科大学　医学部　脳神経外科

　　　　○栄楽直人，久保道也，桑山直也，長谷川真作，平島　豊，遠藤俊郎

48. 血管内手術を施行した頚動脈海綿静脈洞瘻（CCF）の 2例

市立島田市民病院　脳神経外科

　　　　○寺川雄三，川上太一郎，中村一仁，村田敬二，阪口正和

one point lecture 9 桑山直也

　イメージング・その他 17:22～17:50 座長：半田祐二（福井医科大学）

49. くも膜下出血に合併した急性肺障害にシベレスタットナトリウムが有用であった

3例

富山赤十字病院　脳神経外科

　　　　○小山新弥，壷井祥史，増岡　徹，山谷和正

富山医科薬科大学　医学部　脳神経外科 平島　豊，遠藤俊郎

50. もやもや病に腎動脈狭窄を合併した 3例

名古屋第二赤十字病院　脳神経外科

　　　　○高須俊太郎，相見有理，水谷信彦，波多野範和，松原功明，鈴木善男

★51. 3D-CT を用いた髄膜腫摘出術における開頭範囲の検討

三重県立総合医療センター　脳神経外科

　　　　○石田藤麿，小川裕行，清水健夫，小島　精

52. 亜急性期くも膜下出血における T2*撮像法の有用性について

公立陶生病院　脳神経外科

　　　　○吉田多束，横江敏雄，中屋敷典久

愛知県厚生連加茂病院 見有史

　



　外傷・髄液漏 17:50～18:14 座長：永谷哲也（名古屋大学）

53. 器質化慢性硬膜下血腫の一例

山田赤十字病院　脳神経外科

　　　　○深澤恵児，坂倉　允，丹羽惠彦，山本順一

54. 特発性血小板減少性紫斑病に合併した慢性硬膜下血腫の 2例

市立島田市民病院　脳神経外科

　　　　○中村一仁，川上太一郎，寺川雄三，村田敬二，阪口正和

55. 経過中の髄液検査にてクモ膜下出血の所見を呈した特発性髄液漏出症候群の一例

一宮市立市民病院　脳神経外科

　　　　○荒木芳生，野田智之，高木輝秀，津金慎一郎，岡田知久，戸崎富士雄

56. 進行性の意識障害をきたした特発性低頭蓋内圧症候群の一例

名古屋第一赤十字病院　脳神経外科

　　　　○西沢俊久，稲尾意秀，加藤恭三，林　重正

名古屋第一赤十字病院　神経内科 　　　松井克至，山下史匡

名古屋第一赤十字病院　麻酔科 　　　横田修一，小栗幸一

名古屋第一赤十字病院　救急部 　　　小島俊行

閉会の辞　18:14～ 吉田　純

★は優秀演題


