
第６７回日本脳神経外科学会中部支部学術集会

平成１６年１０月３０日（土）

午前９時より

会場：浜松アクトシティー浜松　コングレスセンター３１会議室

浜松市板屋町 111-1

TEL: 053-451-1111        FAX: 053-451-1123

会長：浜松医科大学　脳神経外科

難波宏樹

〒431-3192　浜松市半田山 1-20-1

TEL: 053-435-2283         FAX: 053-435-2282

１） 学会当日に参加登録料 (,1,000 円)を受け付けます。新入会員のみ年会費(2,000 円)

を受け付けます。

２） 口演時間は４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。ご自分のパソコンと専用コネクター、電源をご

用意ください。万一に備え、CD-R や USB 対応メモリーチップに入れたデータもご持

参下さい。

４） 本会には脳神経外科学会認定の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） 昼食時に中部支部会理事会（世話人会）を２１会議室にて開催します。



開会

＜午前の部　９：００－１１：５８＞

腫瘍１ ９：００－９：２１ 座長　横田尚樹（浜松医科大学）

１） 放射線治療が著効したと考えられる頭蓋内 Malignant Peripheral Nerve Sheath

Tumor の 1 例

静岡赤十字病院　脳神経外科 ○狩野忠滋、山田素行、篠田　純、

安心院康彦

２）頭皮アポクリン腺癌からの転移性脳腫瘍の一例

名古屋大学　脳神経外科 ○島戸真司、若林俊彦、中原紀元、

　波多野　寿、吉田　純

愛知県がんセンター頭頚部外科 　兵藤伊久夫、長谷川泰久

３）術直後より著明な聴力改善を認めた頸静脈孔神経鞘腫の一例

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

腫瘍２　　　　　９：２１－９：４９ 座長　田中雄一郎（信州大学）

４）胸腺腫瘍６年後に発生した小脳腫瘍の一例

三重県立総合医療センター　脳神経外科　　○梅田靖之、亀井裕介、小川裕行、

小泉圭吾、小島　精

５）Rituximab が有効であった眼窩原発 MALT lymphoma の 1 例

清水厚生病院 脳神経外科　 ○竹田理々子、大石晴之、斉藤　靖

浜松医科大学 脳神経外科　 　西澤　茂

清水厚生病院 血液内科　　 　近藤春樹

６）下垂体腺腫に合併した脳室内悪性リンパ腫の一例

名古屋医療センター　脳神経外科　 ○片岡麻衣子、高橋立夫、今川健司、

高田宗春、津金慎一郎、須崎法幸、

渡辺　督、松平哲史、小栗大吉、

桑山明夫、

血液内科 　寺澤晃彦

７）下垂体卒中の一例

紀南病院　脳神経外科 ○芝　真人、山中　学、仲尾貢二

腫瘍３ ９：４９－１０：１７  　　　　座長　中川敬夫（福井大学）

８）部分摘出後に縮小傾向をみた視交叉-視床下部小児神経膠腫の 2 例

金沢医科大学　脳神経外科 ○村坂憲史、笹川泰生、岡本一也

飯田隆昭、高田　久、赤井卓也、



飯塚秀明

９）Extensive transbasal approach にて摘出した小児 pilomyxoid astrocytoma の 1 例

豊川市民病院　脳神経外科 ○永井　匠、南光徳偉、今村暢希、

松本　隆

１０）胸髄に原発し第 4 脳室への転移をきたした germinoma の一例

名古屋第二赤十字病院　脳神経外科○岸田悠吾、前澤聡、水谷信彦、波多野範和 　

高須俊太郎、松原功明、中島宏彰、

鈴木善男

★１１）脈絡叢乳頭腫に対する脳室腹腔短絡術後に右胸水貯留をきたした一例

安城更生病院　脳神経外科 _加野貴久、高橋郁夫、当山清紀、

小児科 　有竹小夜子

腫瘍４ １０：１７－１０：４５  　　　座長　松原年生（三重大学）

１２）血管内治療のみで症状のコントロールを得た髄膜腫の一例

公立尾陽病院　脳神経外科 _青山公紀,　 神谷 健、大野正弘

名鉄病院　放射線科 　鈴木啓史

１３）多胞性嚢胞を伴い、一ヶ月間で急速に増大した clear cell meningioma 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

１４）大後頭孔髄膜腫の２手術例

長野市民病院　脳神経外科 Ｏ徳重一雄、竹前紀樹、石坂繁寿

１５）定位放射線治療後の脳浮腫増悪に対して腫瘍摘出にて脳浮腫改善をみた髄膜腫の

一例

聖隷浜松病院　脳神経外科、 ○千村　学、田中篤太郎、酒井直人、

山本貴道、平松久弥、

浜松医科大学　脳神経外科 　難波宏樹

休憩　１０：４５－１０：５５

感染症、他 １０：５５－１１：２３ 座長　吉村紳一（岐阜大学）

１６）創部感染により発生した STA仮性動脈瘤の一例

豊橋市民病院　脳神経外科 ○加藤丈典、種井隆文、若林健一、福井一裕、

井上憲夫、渡辺正男

１７）知歯周囲炎に続発した総頸動脈感染性動脈瘤の一例

信州大学医学部　脳神経外科 ○青山達郎、高砂浩史、後藤哲哉、和田直道、

田中雄一郎、本郷一博

１８）良好な転帰を辿った感染性破裂脳動脈瘤の一症例



浜松医科大学　脳神経外科 ○航　晃仁、西澤　茂、杉山憲嗣、横田尚樹、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳山　勤、澤下光二、難波宏樹

　　　　　　　　　　　放射線科　　　　　　稲川正一

　　　　　　　　　　　第三内科　　　　　　加藤秀樹

１９）脳膿瘍術後に髄膜炎を繰り返して発見された前頭蓋底脳瘤の一例

名古屋掖済会病院　脳神経外科 ○伊藤聡　木村雅昭　鈴木宰　宮崎素子

外傷 １１：２３－１１：５８ 座長　毛利正直（金沢大学）

２０）前頭蓋底およびトルコ鞍骨折による髄液漏の 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

２１）外傷後急激に発症した嚢胞性骨病変の 1 例

富山労災病院　脳神経外科 ○見崎孝一、中島良夫、木谷隆一

　　　       病理部 　　 　細　正博

２２）外傷性小脳出血の一例

市立島田市民病院　脳神経外科 ○正村清弥、一ノ瀬 努、中村一仁、

村田敬二、阪口正和

２３）内頚動脈損傷により脳梗塞をきたした多発外傷の一例

焼津市立総合病院　脳神経外科 ○藤原幸治　竹原誠也　富田　守

２４）器質化慢性硬膜下血腫の開頭血腫除去後に発症した上矢上洞血栓症の一例

富士宮市立病院　脳神経外科 ○野村　契、佐藤顕彦、高橋宏史

ランチョンセミナー　１２：１５－１２：４５　　座長　杉山憲嗣（浜松医科大学）

悪性神経膠腫の手術

東北大学医学部　脳神経外科助教授　隈部俊宏

第６６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　１２：４５－１２：５５

（平成１６年４月１０日発表演題）

演題１．Meningeal hemangiopericytoma の１例

岐阜大学　脳神経外科　山下健太郎先生

演題２．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　片野広之先生

演題３．“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　柴山美紀根先生

特別講演　１３：００－１３：３０　　座長：難波宏樹（浜松医科大学）



　悪性腫瘍の外科

岐阜大学　名誉教授　坂井　昇教授

＜午後の部　１３：３０－１７：１１＞

機能的疾患、小児疾患、他　１３：３０－１３：５８　　座長　赤井卓也（金沢医科大学）

２５）MRI T2*の有用性について　多発性脳出血例を中心に

公立陶生病院 ○中屋敷典久、吉田多束、横江敏雄

２６）両側視床下核刺激術による局所脳血流量の変化

名古屋市立大学　脳神経外科 ○山本憲一、梅村淳、山本光晴、山田和雄

２７）無剃毛開頭術

珠洲市総合病院脳神経外科 ○浜田秀剛

２８）水頭症を合併した頭頂部脳瘤の２症例

金沢大学　脳神経外科 ○毛利正直、長谷川光広、玉瀬　玲、

東馬康郎、山下純宏、

小児科 　長沖周也

脊髄疾患 １３：５８－１４：２６　　　座長　　原　政人（名古屋大学）

★２９）Dynamic Myelography が診断に有用であった Lumber Epidural Lipomatosis の一例

藤枝平成記念病院　脊髄脊椎疾患治療センター

○北浜義博　花北順哉　田宮亜堂　深尾繁治

３０）Laminoplasty 施行６ヶ月後、頸髄腫脹を来たした１例

社会保険中京病院脳神経外科 ○竹本将也、池田　公、雄山博文、前田憲幸、

西村由介、中村茂和、渋谷正人

３１）頚椎外傷にて前方固定術を施行した９症例の検討

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、

本村和也、伊藤八峯

３２）外側型腰椎椎間板ヘルニアの４手術例

フジ虎ノ門整形外科病院　脊椎センター

脳神経外科　 ○大井政芳、

整形外科 　熊野　潔、小川裕、川島順蔵、森　俊一、

穴吹弘毅、多久島匡登、上林洋二、

土田隼太郎、土田博和

血管障害１ １４：２６－１５：０１　 座長　渡部剛也（愛知医科大学）

３３）26 歳で発症した特発性中大脳動脈狭窄症の 1 例

 東海記念病院　脳神経外科 ○長谷川真作、楠瀬睦郎

３４）脳血管撮影にて興味深い所見を呈し、進行性の病状を呈した Hemiplegic migraine



の一例

岐阜大学医学部　脳神経外科 ○山田清文、玉川紀之、安藤弘道、岩間　亨

３５）交叉性失語で発症した頚動脈解離に対する STA-MCA anastomosis の治療経験

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

３６）脳室内穿破を伴う視床出血における内視鏡手術の有効性

愛知医科大学脳神経外科 ○犬飼千景、渡部剛也、中川　洋

３７）小脳出血に対する内視鏡下血腫除去術

名古屋医療センター　脳神経外科 ○渡辺督、高橋立夫、今川健司、高田宗春、

津金慎一郎、須崎法幸、松平哲史、小栗大

吉、

片岡麻衣子

血管障害２ １５：０１－１５：２９ 　　座長　桑山直也（富山医科薬科大学）

３８）急性期椎骨脳底動脈域虚血に対する血管内治療の経験

市立島田市民病院　脳卒中科　　　○中村一仁、正村清弥、一ノ瀬努、村田敬二、

阪口正和

３９）椎骨動脈完全閉塞に対し balloon angioplasty 施行した一例

名古屋医療センター　脳神経外科 ○小栗大吉、高橋立夫、今川健司、高田宗春、

津金慎一郎、須崎法幸、渡邉督、松平哲史、

片岡麻衣子

４０）血栓溶解術が奏効した左房粘液腫による左中大脳動脈塞栓症の一例

 袋井市民病院　脳神経外科、 _若旅功二、市橋鋭一、辻　 有紀子、

原野秀之、

愛知医科大学　脳神経外科 　中川　洋

★４１）ステント治療時に考慮すべき頚動脈狭窄部での粥腫と血栓の所見

石川県立中央病院　脳神経外科　 ○宗本　滋、染矢　滋、南出尚人、熊橋一彦、

廣田雄一

休憩１５：２９－１５：４０

血管障害３　１５：４０－１６：０８ 座長　間瀬光人（名古屋市立大学）

４２）AVMに対するガンマナイフ治療後に遅発性のう胞を生じた１例

福井県立病院　脳神経外科 ○東馬康郎、吉田優也、東　良、新井政幸、

柏原謙悟

４３）遺残性原始三叉動脈に脳動静脈奇形を合併した 1 例

掛川市立総合病院　脳神経外科　　○大沢知士、小出和雄、神田佳恵、

名古屋市立大学　脳神経外科　　　　大蔵篤彦 1



４４）海綿静脈洞硬膜動静脈瘻の治療後に横・S 状静脈洞硬膜動静脈瘻の出現を認めた多

発性硬膜動静脈瘻の 2 例

三重大学医学部脳神経外科　　　　○種村浩、三浦洋一、当麻直樹、朝倉文夫、

川口健司、阪井田博司、滝　和郎

４５）脳動静脈奇形(AVM)放射線治療後に encapsuled hematoma を形成した 2 例

名古屋大学大学院　医学研究科　脳神経外科、

○青島千洋、宮地　茂、岡本　奨、吉田、純

岡崎市民病院　脳神経外科　　　　　高安正和

血管障害４ １６：０８－１６：４３ 　　座長　入江恵子(藤田保健衛生大学）

４６）部分血栓化巨大脳底動脈瘤により生じた視床性失語の一例

富山医科薬科大学 脳神経外科、○竹内幹伸、高岩亜希子、久保道也、桑山直也、

林　央周、平島　豊、遠藤俊郎

済生会高岡病院 脳神経外科　　　原田　淳、

４７）後大脳動脈末梢部動脈瘤の 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、

細田哲也、土屋良武

４８）Clip Reconstruction for a Case of Distal Posterior Inferior Cerebellar Artery

Aneurysm: a case report.

Department of Neurosurgery, Fujita Health University

○R.Chandrashekar, Y.Kato, H.Sano,

M.Yoneda, T.Kaito, T.Kanno

４９）頚部クリッピング後短期間に再発した後下小脳動脈末梢動脈瘤の一例

県立岐阜病院脳神経外科 ○中島利彦、山川春樹、谷川原徹哉、

服部達明

５０）椎骨解離性動脈瘤に内頸動脈瘤を合併し出血部位の同定が困難であった SAH の一

例

社会保険中京病院　脳神経外科　　_前田憲幸、竹本将也、中村茂和、西村由介、

雄山博文、池田公、渋谷正人

血管障害５ １６：４３－１７：１１ 　　座長　山本貴道（聖隷浜松病院）

５１）Temporary radial artery bypass が有用であった左巨大内頚動脈瘤の clipping 手

術の一例

小諸厚生総合病院　脳神経外科、 _東山史子、鵜木　 隆、黒柳隆之、小林茂昭

信州大学　脳神経外科 　本郷一博

５２）Internal Carotid Artery Trunk Aneurysms: Dorsal Internal Carotid Artery Aneurysms

Department of Neurosurgery, Fujita Health University



○V.Iyer, Y.Kato, H.Sano, S.Watanabe, M.Yoneda,

T.Kaito, S.Maeda, T.Kanno

５３）Persistent primitive proatolantal intersegmental artery に伴い塞栓術を行った

前交通動脈瘤の一例

藤田保健衛生大学　脳神経外科 ○前田晋吾、入江恵子、早川基治、渡邉貞義、
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５４）マイクロカテーテルによる動脈瘤穿孔後、neck clipping 術を施行した一例
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