
開　会

<午前の部　9：00-12：14＞

腫瘍　I   9:00-9:28 座長　本道洋昭（富山県立中央病院）

1. ターナー症候群に合併した膠芽腫の１例

岐阜県立岐阜病院　脳神経外科 ○服部達明、榎本由貴子、山川春樹、谷川原徹哉

2. 10年後に再発したastroblastomaの１例

福井大学　脳脊髄神経外科 ○磯崎　誠、有島英孝、佐藤一史、久保田紀彦

3. Medulloblastoma (standard risk群) の治療の実際とその問題点

豊川市民病院　脳神経外科 ○西川祐介、南光徳偉、日向崇教、松本　隆

4. 小児に発生したatypical teratoid/rhabdoid tumor（非定型奇形腫様・ラブドイド腫瘍）の１例

半田市立半田病院　脳神経外科 ○久保田俊介、渡辺和彦、告野正典、半田　隆、中根藤七

愛知医科大学　加齢医科学研究所 　橋詰良夫

腫瘍　II   9:28-9:56 座長　長谷川光広（金沢大学）

5. Intraosseous meningiomaの１例

蒲郡市民病院　脳神経外科 ○大野貴之、川村康博、杉野文彦、梅村　訓

6. 再発、出血を繰り返したmeningiomaの１例

公立陶生病院　脳神経外科 ○中屋敷典久、吉田多束、横江敏雄

★7. Meningeal hemangiopericytomaの１例

岐阜大学　脳神経外科 ○山下健太郎、山田　潤、吉村紳一、岩間　亨、坂井　昇

臨床検査部 　下川邦泰

8. 拡散テンソルトラクトグラフィーに機能的MRIを組み合わせることにより，上肢・下肢の錐体路を分離して

　描出できたと思われる髄膜腫の１例

聖隷浜松病院　脳神経外科 ○水谷 敦史、田中 篤太郎、酒井 直人、平松 久弥、

　小泉 慎一郎，千村 学

浜松医科大学 脳神経外科 　難波 宏樹

腫瘍　III  9:56-10:17 座長　杉山憲嗣（浜松医科大学）

9. 妊娠中に発症した鞍上部異所性下垂体腺腫の１例

岐阜市民病院　脳神経外科 ○岡　直樹、村瀬　悟、山川弘保、岩井知彦

10. 前頭葉皮質に発生したコロイド嚢胞の１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

11. 放射線治療により著明な縮小が見られたcentral neurocytomaの１例

公立尾陽病院　脳神経外科 ○青山公紀、神谷　健、大野　正弘



腫瘍　IV 10:17-10:38 座長　松原年生（三重大学）

12. 定位放射線治療で縮小した眼窩内腫瘍の２例

岐阜大学　脳神経外科 ○江頭裕介、矢野大仁、吉村紳一、岩間　亨、篠田　淳、

　坂井　昇

13. ガンマナイフ治療後周囲浮腫の増大を来した、転移性脳腫瘍の１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

14. 再発と転移を繰り返した傍鞍部のgranular cell tumor の１例

　　－下顎転移巣に対する定位放射線照射による下顎骨骨折と皮膚欠損－

名古屋共立病院　放射線外科センター ○森　美雅、小林達也、小田京太

小牧市民病院　ガンマナイフセンター 　木田義久、藤谷　繁

　口腔外科 　山家　誠

休憩 10:38-10:50

腫瘍　V  10:50-11:18 座長　岩間　亨（岐阜大学）

15. Germinoma with STGCの１例

名古屋市立東市民病院　脳神経外科 ○山下伸子、唐沢洲夫、金井秀樹、杉山尚武、福岡秀和

16. 坐位手術により全摘し得た松果体部巨大immature teratomaの１例

金沢大学　脳神経外科 ○宮下勝吉、藤沢弘範、木下雅史、長谷川光広、山下純宏

17. 小児大脳半球実質内の線維性腫瘍

愛知厚生連加茂病院　脳神経外科 ○住友正樹、小倉浩一郎、一見和良、立花栄二、鶴見有史

18. Solitary fibrous tumor (SFT) と考えられた１例

藤田保健衛生大学　脳神経外科 ○川瀬　司、原田俊一、神野哲夫

病理部 　安倍雅人、浦野　誠、黒田　誠

腫瘍   VI  11:18-11:39 座長　佐藤一史（福井大学）

19. 急激な多発脳転移を呈したangiosarcoma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

20. 脳転移をきたした肺の非定型的カルチノイドの１例

名古屋大学　脳神経外科 ○竹林成典、吉田　純

遺伝子再生医療センター 　若林　俊彦

国家公務員共済組合連合会　名城病院 　藤井　正純

21. 術中超音波とSEP併用によるmotor cortex近傍の転移性脳腫瘍手術    - ３症例報告と文献的考察 -

市立島田市民病院　脳神経外科 ○中村一仁、正村清弥、川上太一郎、一ノ瀬　努、

　寺川雄三、村田敬二、阪口正和



小児・脊髄疾患 11:39-12:14 座長　赤井卓也（金沢医科大学）

★22. Spheno-orbital encephaloceleに対する頭蓋眼窩形成術の一例

名古屋市立大学 脳神経外科 ○片野広之、相原徳孝、竹内洋太郎、山田和雄

視覚科学 　野崎美穂

23. 脊髄空洞症、頭蓋底陥入症を伴ったキアリ奇形の１例

国立金沢病院　脳神経外科 ○毛利正直、池田清延、正印克夫、岩戸雅之

24. Hemimyelomeningoceleを合併したdiastematomyeliaの１例

静岡県立こども病院　脳神経外科 ○内橋義人、山元一樹、佐藤博美

伊豆医療福祉センター　脳神経外科 　佐藤倫子 

神戸大学　脳神経外科 　甲村英二

25. Spinal epidural lipomatosisの１例

市立島田市民病院　脳神経外科 ○一ノ瀬　努、正村清弥、川上太一郎、寺川雄三、

　中村一仁、村田敬二、阪口正和

26. 手術待機中に急速に小脳扁桃ヘルニアを来した低髄液圧症候群の１例

岡崎市民病院　脳神経外科 ○錦古里武志、高木輝秀、井上紀樹、高安正和

ランチョンセミナー 　  12：30-13：00　            　座長：平島　豊（富山医科薬科大学）

    Precision-guided surgery (精密誘導手術) と medical traceability (医療ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｰ)

東京女子医科大学大学院先端工学外科学助教授       伊関　洋

第65回日本脳神経外科学会中部地方会優秀論文表彰式 　　13：00-13：10

　　　　　（平成15年11月1日発表演題）

演題１ 下垂体細胞腫の１例

県立静岡がんセンター　脳神経外科 堀口聡士先生

演題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 渡邊　督先生

演題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 石田藤麿先生



<午後の部　13：10-16：09＞

外傷 13:10-13:31 座長　渡部剛也（愛知医科大学）

27. 外傷性頭蓋内椎骨動脈偽性動脈瘤の１例

福井県済生会病院　脳神経外科 ○宇野英一、山崎法明、若松弘一、高畠靖志、松田　謙、

　土屋良武

28. 後頭蓋窩慢性硬膜外血腫の１例

JA岐阜厚生連中濃病院　脳神経外科 ○井上繁雄、寺島圭一

名古屋大学　脳神経外科 　藤田　貢

29. 頭部外傷でのPETの有用性

県西部浜松医療センター　脳神経外科 ○天野慎士、中山禎司、矢野賢一、田中敬正

神経内科 　尾内康臣

機能的疾患・炎症 13:31-13:59 座長　永谷哲也（名古屋大学）

30. 術後精神症状が見られず良好な結果を示した重症パーキンソン氏病に対する淡蒼球刺激術の１例

浜松医科大学　脳神経外科 ○長谷部朗子、赤嶺壮一、杉山憲嗣、難波宏樹

31. 三叉神経痛を生じた小脳橋角部くも膜嚢胞の１例

金沢医科大学　脳神経外科 ○山本謙二、岡本一也、飯田隆昭、高田　久、赤井卓也、

　飯塚秀明

32. Citrobacter髄膜炎後生じた多発性脳膿瘍の１例

福井赤十字病院　脳神経外科 ○時女知生、徳力康彦、細谷和生、中村威彦、地藤純哉、

　横山洋平

小児科 　平城徹

33. 生後間もなく発見されたcranial fasciitis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

血管障害　I 13:59-14:34 座長　片野広之（名古屋市立大学）

34. Aberrant courseを伴った内頚動脈低形成の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

北陸中央病院　脳神経外科 　上野　恵

35. Retroesophageal subclavian arteryの１例

静岡市立静岡病院　脳神経外科 ○竹中俊介、中川将徳、深沢誠司、清水言行

羽島市民病院　脳神経外科 　中川二郎

36. 外頚動脈狭窄にステント留置後、STA-MCA吻合術を行った内頚動脈閉塞の２症例

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. 椎骨動脈起始部高度狭窄症に対し血管拡張形成ステント留置術を施行した２症例

知多厚生病院　脳神経外科 ○中塚雅雄、水野志朗、今村暢希

38. 頚動脈狭窄疾患に対するMRI plaque imageの有用性

三重大学　脳神経外科 ○倉石慶太、当麻直樹、朝倉文夫、阪井田博司、滝　和郎

放射線科 　前田正幸

休憩 14:34-14:45

血管障害　II  14:45-15:13 座長　田中雄一郎（信州大学）

39. 4D-CT angiographyを用いた脳動脈瘤の評価

三重県立総合医療センター　脳神経外科 ○石田藤麿、小泉圭吾、梅田靖之、亀井裕介、小川裕之、

　小島　精

★40. “血栓化脳静脈瘤”と画像所見から診断した１例

市立四日市病院　脳神経外科 ○柴山美紀根、市原　薫、中林規容、細島　理、伊藤八峯

41. CT透視下血腫除去手術の試み

伊那中央総合病院　脳神経外科 ○荻原　利浩、佐藤　篤

42. 脳内出血にて発症した血友病Aの１症例

名古屋第一赤十字病院　脳神経外科 ○林重正、稲尾意秀、加藤恭三、西澤俊久、内藤丈裕

小児科 　加藤剛二、夏目淳、東ゆり

血管障害　III  15:13-15:41 座長　米田　稔（藤田保健衛生大学）　

43. ３週間後の脳血管造影検査で明らかになった後下小脳動脈末梢動脈瘤の１手術例

石川県立中央病院　脳神経外科 ○南出尚人 、宗本　滋、染矢　滋、熊橋一彦、佐野宏樹

44. P1P2 junctionに発生した動脈瘤の外科的治療と合併症

社会保険中京病院　脳神経外科 ○西村由介、池田公、雄山博文、前田憲幸、中村茂和、

　本村和也、渋谷正人

45. 塞栓術とクリッピングを併用した破裂椎骨後下小脳 (VA-PICA) 動脈瘤の２例

豊橋市民病院　脳神経外科 ○福井一裕、渡辺正男、井上憲夫、若林健一、牛山智也、

　加藤丈典、種井隆文

46. 硬膜動静脈瘻が併存した未破裂脳動脈瘤の１例

信州大学　脳神経外科 ○平山周一、伊東清志、後藤哲哉、酒井圭一、田中雄一郎、

　本郷一博



血管障害　IV  15:41-16:09 座長　駒井杜詩夫（厚生連高岡病院）　  

47. 皮質下出血にて発症したcerebral AVFの１例

愛知医科大学　脳神経外科 ○若旅功二、渡部剛也、近藤史郎、中川 洋

48. 脳内血腫で発症した硬膜動静脈瘻の１例

福井県立病院　脳神経外科 ○東馬康郎、渡辺卓也、玉瀬玲、新井政幸、柏原謙悟

49. 意欲低下で発症した硬膜動静脈奇形の１例

国立名古屋病院　脳神経外科 ○片岡麻衣子、高橋立夫、須崎法幸、小栗大吉、松平哲史、

　渡邊督、高田宗春、今川健司、桑山明夫

50. 両側性頚動脈海綿静脈洞瘻の１例

岐阜大学　脳神経外科 ○山田　潤、吉村紳一、郭　泰彦、岩間　亨、坂井　昇

閉　会

★は優秀演題


