
第68回日本脳神経外科学会中部支部学術集会

平成17年 4月 16日　（土）

午前9時より

会 場：信州大学旭総合研究棟９階　講義室

松本市旭3-1-1

Tel：0263-35-4600（内線5837）

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）昼食時に、旭総合研究棟9階 講義室Cにおいて日本脳神経外科学会中部支部理事会、引き続

きの日本脳神経外科学会 中部支部社員総会を行います。



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6番線から

信大病院経由浅間温泉行き「信州大学前」下車　徒歩2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

車で来場の方：駐車場は有料となり

ます。信州大学正門より進入正面ゲ

ート（1日200円）をくぐり、前方、
旭総合研究棟　北側の駐車場をご利

用ください。



学 術 プ ロ グ ラ ム

　開　会
　午前の部　＜9：00-11：14＞

腫瘍1 9:00 – 9:24 座長　栗本昌紀（富山医科薬科大学）

1) Gangliogliomaが疑われたlow grade tumorの一例

社会保険中京病院 脳神経外科 ○前田憲幸、池田　公、雄山博文

　西村由介、中村茂和、渋谷正人

2) 成人pilocytic astrocytoma の一例

中濃厚生病院 脳神経外科 ○井上繁雄、寺島圭一

検査部病理 　森　良雄

名古屋大学　 脳神経外科 　島戸慎司

藤田保健衛生大学 病理部 　安倍雅人

3) Anaplastic ependymomaの一例

愛知医科大学　 脳神経外科 ○上甲眞宏、張　漢秀、近藤史郎

　中川　洋

小児科 　 岩田敦子

4) 7年間に6回の局所再発を繰り返した脳腫瘍の一例

福井大学　 脳脊髄神経外科

○北井隆平、佐藤一史、吉田一彦

　佐久間敬宏、有島英孝、竹内浩明

　中川敬夫、久保田紀彦

腫瘍2 9:25 – 9:49 座長　松原年生（三重大学）

5) 脳梗塞の経過中に発見されたgliomatosis cerebri type2の一例

知多厚生病院　 脳神経外科 ○打田　淳、中塚雅雄、水野志朗

6) 多発性に腫瘍内出血を繰り返した転移性脳腫瘍の2例

金沢医科大学　 脳神経外科学 ○村坂憲史、岡本一也、飯田隆昭

　高田　久、赤井卓也、飯塚秀明

7) 転移性頭蓋咽頭腫の１例

金沢大学　 脳神経外科 ○毛利正直、立花　修、木下雅史

　山下純宏

8） 眼窩内に発生したspindle cell lipomaの一例

信州大学 脳神経外科学 ○四方聖二、後藤哲哉、青山達郎

　田中雄一郎、本郷一博

放射線医学 　金子智喜

病理組織学 　佐野健司



腫瘍3 9:50 – 10:14 座長　張　漢秀（愛知医科大学）

9) 演題取り消し

10) 中頭蓋窩に発生した上皮腫/類上皮腫の3例

岐阜大学　 脳神経外科 ○北島英臣、池亀由香、榎本由貴子

　 　小谷嘉則、玉川紀之、安藤弘道

　吉村紳一、岩間 亨

11) 脳室外に発生したNeurocytoma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

12) 骨破壊性に頭蓋内に進展した顎関節synovial chondromatosisの１手術例

浜松医科大学　 脳神経外科 ○稲永親憲、横田尚樹、西澤　茂

　徳山　勤、難波宏樹

歯科口腔外科 　田中秀生

病理部 　三浦克敏

画像診断、他 10:15 – 10:39 座長　徳山　勤　（浜松医科大学）

13) 脳脱髄性疾患の一例：造影MRIでのopen-ring signの有用性

静岡県立静岡がんセンター　脳神経外科 ○三矢幸一、堀口聡士、中洲庸子

14) ３T－MRIの特徴と有用性および今後の展望

瀬口脳神経外科病院脳神経外科 ○草野義和、瀬口達也、瀬口喬士

信州大学 脳神経外科 　柿澤幸成、本郷一博

15) 手術用ナビゲーションを流用した術前ピンポイントTMS

聖隷浜松病院　 脳神経外科 ○田中篤太郎、酒井直人、山本貴道

　平松久弥、千村　学

浜松医大　 脳神経外科 　難波宏樹

16) 経頭蓋ドプラ検査により右左短絡を診断しえた奇異性脳塞栓症の一例

福井県済生会病院脳神経センター　脳神経外科 ○若松弘一、山崎法明、高畠靖志

　宇野英一、土屋良武

神経内科 　山村　修

~ 休憩10:40 - 10:50 ~

外傷 10:50 – 11:14 座長　毛利正直（金沢大学 ）

17) 手術用頭部固定器による急性硬膜下血腫の一例

蒲郡市民病院 脳神経外科 ○杉野文彦、梅村　訓、竹内洋太郎

　梅津正成、神田佳恵



18) 外傷により遅発性の下位脳神経麻痺(Collet-Sicard Syndrome)を生じた１例

岐阜大学附属病院高次救命治療センター ○加藤雅康、　田中嘉隆、　豊田　泉

　小倉真治

岐阜大学 脳神経外科 　吉村紳一、　岩間　亨

19) 慢性硬膜下血腫　再発因子の検討

岐阜大学　 脳神経外科 ○池亀由香、山田清文、榎本由貴子

　小谷嘉則、北島英臣、玉川紀之

　大江直行、安藤弘道、矢野大仁

　吉村紳一、岩間　亨

20) エアウェイスコープの開発

信州大学　 脳神経外科 ○小山淳一、高砂浩史、本郷一博

特別講演 11:20 – 12:00 座長　本郷一博（信州大学）

脳腫瘍と共に歩いた40年
金沢大学　名誉教授

大阪府済生会泉尾病院　病院長 山下純宏

お　昼　休　み

ランチョンセミナー 12:20 – 12:55 座長　酒井圭一（信州大学）

内頚脳動脈瘤の外科治療

秋田大学　脳神経外科助教授　 木内博之

日本脳神経外科学会　中部支部社員総会 講義室C 13:00 – 13:30

第67回日本脳神経外科学会中部支部学会　　学術集会優秀論文表彰式 13:40 - 13:50

演題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

演題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

演題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



　午後の部　＜13：50 - 16：50＞
脊髄 13:50 – 14:20 座長　赤井卓也（ 金沢医科大学 ）

21) 突然の片麻痺にて発症した頚髄硬膜外血腫の一例

名張市立病院　 脳神経外科 ○乾　多久夫、平松謙一郎、丘田正人

22) 胸椎黄色靭帯骨化症の１例

岡波総合病院　 脳神経外科 ○西岡利和、石田泰史、山田修一

23) 頚髄に神経鞘腫と髄膜腫が近接して発生した非神経線維腫症の１例

一之瀬脳神経外科病院　脳神経外科 ○八子武裕、原田孝信、青木俊樹

　一之瀬良樹

信州大学　 脳神経外科 　本郷一博

24) 胸椎黄色靭帯骨化症　7症例の検討

市立四日市病院　 脳神経外科 ○本村和也、市原　薫、中林規容

　柴山美紀根、細島　理、伊藤八峯

25) 乳児の頭蓋内海綿状血管腫の2例

三重大学 脳神経外科 ○三浦洋一、松原年生、鈴木秀謙

　滝 和郎

定位的手術、他 14:25 - 14:50 座長　吉田耕一郎（藤田保健衛生大学）

26) 振戦に対するVentrolateral thalamotomyの至適凝固範囲の検討

藤田保健衛生大学 脳神経外科 〇吉田耕一郎

藤枝平成記念病院 脳神経外科 　平井達夫

27) 難治性疼痛に対し運動野刺激術と脳深部刺激術の併用が有効であった１症例

名古屋大学医学部 脳神経外科 ○野田　寛、梶田泰一、竹林成典

　中坪大輔、吉田　純

28) Novalis shaped beam surgeryの使用経験

浅ノ川総合病院　 定位放射線外科センター 脳神経外科

○光田幸彦、大西寛明、川村哲朗

放射線部 　太郎田融、石黒　充

29) 低髄液圧症候群（髄液減少症候群）に対する診断と治療

名古屋市立大学 脳神経外科学教室 ○西尾　実、山田和雄

感染性病変 14:50– 15:15 座長　永谷哲也　（名古屋大学）

30) 手術後3年の経過を経て発症したシャントチューブ胃内迷入の1例

小林脳神経外科・神経内科病院 ○大日方千春、鳥羽泰之、坂本道雄

　小林　茂、百瀬玄機、吉益倫夫

国立長野病院　 外科 　鈴木　彰、岡本講平

31) 感染性ラトケ嚢胞の1例

豊川市民病院　 脳神経外科 ○永井　匠、南光徳偉、山本憲一

　 　松本　隆



32) 脳室腹腔短絡術後に腹腔内に膿瘍を形成した一例

富山医科薬科大学 脳神経外科 ○壷井祥史、永井正一、林　央周

　 　旭　雄士、栗本昌紀、黒崎邦和

　遠藤俊郎

33) 多発性細菌性脳動脈瘤の1治療例

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

総合内科 　大久保亜季

循環器内科 　嶋根章

~ 休憩15:15 – 15:25 ~
血管障害1 15:25 – 15:55 座長　竹内浩明（福井大学）

34) ガドリニウム（Gadolinium）系造影剤を用いて血管内治療を行った一例

特定医療法人慈泉会　相澤病院　脳血管内治療センター

○長島　久、内藤康介

信州大学 脳神経外科 　大屋房一、小山淳一

35) 急速に出血増大した第三脳室内海綿状血管腫の一例

静岡済生会総合病院　脳神経外科 ○岩崎正重、吉田光宏、杉田竜太郎

　石山純三

36) ２度の GDC 塞栓術で三叉神経および外転神経症状の改善が順次みられた IC(C4 portion)

aneurysmの一例

静岡医療センター 脳神経外科 ○西川祐介、丹羽裕史、布施孝久

名古屋市立大学　 神経機能回復学 　出村光一朗

37) 類もやもや病に海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻を合併した一症例

清水厚生病院 脳神経外科 ○竹田理々子、大石晴之、斎藤　靖

聖隷三方原病院 脳血管内外科 　杉浦康仁

38) 対麻痺で発症した傍脊椎動静脈瘻の一例

名古屋大学大学院 脳神経外科 〇泉　孝嗣、宮地　茂、服部健一

　飯塚　宏、中根幸美、大島共貴

　吉田　純

名古屋第一赤十字病院 　岡本　剛

成田記念病院 　小島隆生

血管障害2 15:56– 16:20 座長　西尾　実（名古屋市立大学）

39) 椎骨動脈紡錘状動脈瘤のcoil embolization後に発症した Bow hunter　strokeの一例

朝日大学歯学部附属村上記念病院　脳神経外科 ○渡會祐隆、山田実貴人、郭　泰彦

　安藤　隆

40) 頭蓋内動脈解離による若年性脳梗塞の二例

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



41) 経橈骨動脈による局所線溶療法

伊那中央病院 脳神経外科 ○村田貴弘、佐藤　篤、荻原利浩

同神経内科 　清水雄策

42) STA-STA-ACA anastomosisを施行した前大脳動脈閉塞の一例

小林脳神経外科病院 ○酒井圭一、新田純平、堀内哲吉

　小林　聰

血管障害3 16:20 – 16:50 座長　安藤弘道（岐阜大学）

43) 脳血管分岐部と関連のない脳動脈瘤について特に血豆状（blister）脳動脈瘤について

3例の経験から

松波総合病院 ○新川修司

白鳳会鷲見病院 　杉本信吾

愛媛労災病院 　福井啓二

44) VA dissecting aneurysm with presenting SAH　-　4症例の検討 –
市立島田市民病院　脳神経外科／脳卒中科 ○一ノ瀬努、宇田武弘、日下部太郎

　正村清弥、中村一仁、村田敬二

　阪口正和

45) 破裂前交通動脈動脈瘤に対するクリッピング術後急性期に破裂したde novo右椎骨動脈

解離性動脈瘤の1例

中部療護センター ○三輪和弘、篠田　淳

木沢記念病院　 脳神経外科 　上田竜也、横山和俊

46) 当院に於ける椎骨解離性動脈瘤の検討

社会保険中京病院 ○西村由介、池田　公、雄山博文

　前田憲幸、中村茂和、竹本将也

　渋谷正人

47) 血管内治療と神経内視鏡による脳室内血腫除去を行った破裂前交通動脈瘤の１例

諏訪赤十字病院　 脳神経外科 ○滝沢壮臣、上条幸弘、横尾　昭

信州大学部医学部 脳神経外科 　大屋房一、田中雄一郎

　閉　会



MEMO



　次回開催案内

第69回 日本脳神経外科学会中部支部会

会　長：三重大学　脳神経外科教授

　 滝　和郎先生

開催日：平成１７年１１月５日（土）

開催地：ホテルグリーンパーク津（三重県津市）


