第 86 回日本脳神経外科学会中部支部学術集会プログラム
開会の挨拶

8 : 20-8 : 30

≪午前の部≫
血管障害１

8:30-9:05

座長 白神 俊祐（金沢医科大学）

１．脳底動脈閉塞症に対し機械的血栓回収療法を施行した１例
東 良１），村上 健一１），新多 寿１），内山 尚之２）
１）
小松市民病院脳神経外科 ２）金沢大学脳神経外科
２．アスペルギルス感染により生じた破裂脳動脈瘤の 1 例
正島 弘隆１），白神 俊祐１），笹川 泰生１），岡本 一也１），赤井 卓也１），立花 修１），
飯塚 秀明１），三輪 有香子２），黒瀬 望２），清川 悦子３），野島 孝之２）
１）
金沢医科大学脳神経外科 ２）金沢医科大学臨床病理学 ３）金沢医科大学病理学Ⅰ
３．真菌性内頚動脈瘤に対し trapping と high-flow bypass を施行した 1 例
山口 純矢，金森 史哲，川端 哲平，村岡 真輔，佐藤 祐介，渡邉 督，小島 隆生，
波多野 範和，永谷 哲也，関 行雄
名古屋第二赤十字病院脳神経外科
４．症候性内頚動脈狭窄症に対する超急性期 CEA の 2 症例
田中 健太郎１），西川 祐介２），大島 望２），山田 紘史１），青山 公紀２），
坂田 知宏２），岡 雄一２），大蔵 篤彦２），谷川 元紀２），片野 広之２），
相原 徳孝２），間瀬 光人２），山田 和雄２）
１）
名古屋市立大学病院 ２）名古屋市立大学医学部脳神経外科

血管障害２

9:05-9:40

座長 安達 一英（藤田保健衛生大学）

５．内側後脈絡叢動脈末梢部動脈瘤の破裂により脳室内出血を発症した成人もやもや病の
一例
釼持 博昭，鮫島 哲朗，平松 久弥，酒井 直人，難波 宏樹
浜松医科大学脳神経外科
６．脳梁部に出血をきたしたもやもや病の 2 例
山本 修輔１），秋岡 直樹１），柏崎 大奈１），桑山 直也１），中山 若樹２），黒田 敏１）
１）
富山大学医学部脳神経外科 ２）北海道大学脳神経外科

－5－

７．頸髄の鬱滞性脊髄症を来し診断に苦慮した頸静脈球の硬膜動静脈瘻の一例
新帯 一憲１），泉 孝嗣１），宮地 茂１），松原 功明１），浅井 琢美１），
山之内 高志１），太田 圭祐１），織田 惠子２），若林 俊彦１）
１）
名古屋大学脳神経外科 ２）福島県立医科大学脳神経外科
８．重症横紋筋融解症と頭蓋内出血を合併した脱法ハーブ使用者の一例
種井 隆文１），森田 良樹２），八島 章人２），脇田 寛之２），竹林 成典２），
中原 紀元１），平野 雅規１），若林 俊彦３）
１）
名古屋セントラル病院脳神経外科 ２）名古屋セントラル病院腎臓内科
３）
名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科

血管障害 3

9:40-10:20

座長 柏崎 大奈（富山大学）

９．血管縫合により治癒した外傷性前大脳動脈仮性動脈瘤の 1 例
村井 博文１），野田 伸司２），北島 英臣２），秋 達樹２）
１）
岐阜大学脳神経外科 ２）土岐市立総合病院脳神経外科
１０．眼動脈が MMA から起始する多発動脈瘤症例に開頭クリッピング術を施行した一例
西川 拓文１），清水 重利１），谷岡 悟２），中塚 慶徳１），石垣 共基１），佐藤 裕１），
当麻 直樹２），宮 史卓１）
１）
伊勢赤十字病院脳神経外科 ２）三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学
１１．急性硬膜下血腫で発症した破裂前交通動脈瘤の 1 例
大沢 知士，杉野 文彦，神田 佳恵，山本 光晴
蒲郡市民病院脳神経外科
１２．Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome によって脳梗塞を来した１例
水谷 大佑１），武井 啓晃１），川崎 智弘２），植松 幸大１），榎本 由貴子１），
中山 則之１），石澤 錠二１），大江 直行１），矢野 大仁１），岩間 亨１）
１）
岐阜大学脳神経外科 ２）豊橋医療センター脳神経外科
１３．SAH 発症の脳底動脈解離性動脈瘤に対し慢性期血管内治療した一例
西岡 利和１），石田 泰史１），中野 了１），出口 潤２）
１）
岡波総合病院脳神経外科 ２）奈良市立病院脳神経外科
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血管障害４

10:20-10:50

座長 西川 祐介（名古屋市立大学）

１４．後大脳動脈瘤の一例
磯崎 誠，荒井 大志，根石 拡行，木戸口 正宗，赤澤 愛弓，橋本 智哉，
有島 英孝，小寺 俊昭，北井 隆平，菊田 健一郎
福井大学医学部医学科感覚運動医学講座脳脊髄神経外科学領域
１５．後大脳動脈の皮質枝における動脈瘤の一例
中島 良夫１），木谷 隆一１），朴 在鎬１），吉田 優也１），久保 雅寛２）
１）
富山労災病院脳神経外科 ２）富山労災病院神経内科
１６．脳室内出血にて発見された後下小脳動脈末梢部破裂動脈瘤の一例
庄田 幹，日向 崇教，松本 隆，渡邉 隆之，岩田 卓士，内田 充
豊川市民病院脳神経外科
１７．破裂前下小脳動脈遠位部動脈瘤の 2 例
金森 史哲，山口 純矢，川端 哲平，村岡 真輔，佐藤 祐介，渡邉 督，小島 隆生，
波多野 範和，永谷 哲也，関 行雄
名古屋第二赤十字病院脳神経外科

外

傷

10:50-11:20

座長 中山 則之（岐阜大学）

１８．ウィンタースポーツによる頭部外傷
武井 啓晃，水谷 大佑，川崎 智弘，植松 幸大，榎本 由貴子，中山 則之，
石澤 錠二，大江 直行，矢野 大仁，岩間 亨
岐阜大学脳神経外科
１９．外傷性脳底動脈解離をきたした斜台骨折の一例
山道 茜，深澤 恵児，亀井 裕介，田代 晴彦
三重県立総合医療センター脳神経外科
２０．眼底出血の原因として shaken baby syndrome と頭蓋内圧亢進との鑑別に苦慮した
１例
上甲 眞宏，高安 正和，青山 正寛，川口 礼雄
愛知医科大学脳神経外科
２１．長期生存の成人脳死症例
南部 育，橋本 正明，渡邉 卓也
公立能登総合病院脳神経外科
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炎

症

11:20-11:50

座長 宮下 勝吉（金沢大学）

２２．脳膿瘍患者に対しフラジールを長期間使用後に末梢神経障害を発症した 4 例
太田 慎次，加藤 丈典，伊藤 洋，西川 知秀，大島 良介，住友 正樹，
飯塚 宏，長谷川 俊典
小牧市民病院脳神経外科
２３．中脳水道閉塞症にて発症した神経サルコイドーシスの１例
新川 修司１），松久 卓１），大江 直行２），小島 克之３）
１）
公立学校共済組合 東海中央病院脳神経外科 ２）岐阜大学脳神経外科
３）
公立学校共済組合 東海中央病院呼吸器内科
２４．神経 Sweet 病の 1 例
齋藤 祥二１），本間 順平１），小林 勉１），本道 洋昭１），青木 賢樹２）
１）
富山県立中央病院脳神経外科 ２）富山県立中央病院神経内科
２５．髄膜 Rosai-Dorfman 病の一例
鈴木 智，航 晃仁，齋藤 靖
静岡赤十字病院脳神経外科

12:00-12:15

座長 林 裕（金沢大学）

金沢大学脳神経外科

内山尚之

｢濵田潤一郎先生の思い出｣
ランチョンセミナー

12:15-13:00

座長 内山 尚之（金沢大学）

｢治療困難な動脈瘤への挑戦｣
兵庫医科大学病院 脳神経外科 主任教授

吉村紳一先生
共催

優秀論文表彰式
演題１８

演題２３

大塚製薬株式会社

13 : 05-13 : 20

次世代医療機器・ナビゲーション下経頭蓋磁気刺激システムを用いた
巨大左前頭葉腫瘍に対する言語機能温存の試み
青木 恒介 名古屋大学脳神経外科
神経因性膀胱で発症した頸椎椎間板ヘルニアの 1 例
正範 三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学

十
演題３６

脳動脈瘤の３D 模型による開頭手術シミュレーション：３D プリンターの応用
今井
資 豊田厚生病院脳神経外科
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≪午後の部≫
腫 瘍 １

13:30-14:05

座長 北井 隆平（福井大学）

２６．Low grade glioma における放射線療法の臨床意義
山本 高士１），夏目 敦至１），本村 和也１），大岡 史治１），鈴木 啓道１）２），
藤井 正純１），百田 洋之１），若林 俊彦１）
１）
名古屋大学脳神経外科 ２）京都大学医学研究科腫瘍生物学講座
２７．カルムスチン脳内留置用剤留置後の病理所見を検討することができた 1 症例
山城 慧，大枝 基樹，林 拓郎，長谷川 光広，安倍 雅人，廣瀬 雄一
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科
２８．遠隔転移を認めた退形成髄膜腫の剖検例
永島 吉孝，渋谷 正人，池田 公，前田 憲幸，竹本 将也，江口 馨，坂本 悠介
社会保険中京病院脳神経外科
２９．内視鏡下に診断した転移性松果体部腫瘍の 1 例
福井 一生，林 康彦，喜多 大輔，大石 正博，林 裕，濵田 潤一郎
金沢大学脳神経外科

腫 瘍 ２

14:05-14:40

座長 本村 和也（名古屋大学）

３０．味覚障害で発症した小脳血管芽腫の一例
細田 哲也１），竹内 浩明１），吉田 一彦１），菊田 健一郎２）
１）
公立丹南病院脳神経外科 ２）福井大学医学部 脳脊髄神経外科
３１．頭蓋骨線維肉腫の 1 例
荒井 大志，北井 隆平，小寺 俊昭，木戸口 正宗，赤澤 愛弓，根石 拡行，
磯崎 誠，橋本 智哉，有島 英孝，菊田 健一郎
福井大学医学部医学科感覚運動医学講座脳脊髄神経外科学領域
３２．胞巣状軟部肉腫からの脳転移に対する定位放射線治療
水松 真一郎，龍 浩志，野村 契
総合青山病院脳・脊髄センター
３３．診断に難渋した脳幹を首座とする多発性脳病変の 1 例
大石 正博，田中 慎吾，中田 光俊，林 裕，濵田 潤一郎
金沢大学脳神経外科

－9－

腫 瘍 ３

14:40-15:15

座長 鮫島 哲朗（浜松医科大学）

３４．massive な腫瘍出血で発症した前庭神経鞘腫の一例
宮居 雅文，船津 奈保子，山下 健太郎，坂井 聡太郎，郭 泰彦
朝日大学歯学部附属村上記念病院脳神経外科
３５．NF2 に伴う両側性聴神経腫瘍のガンマナイフ治療側と非治療側の経過の違い
大島 良介，加藤 丈典，飯塚 宏，住友 正樹，西川 知秀，長谷川 俊典
小牧市民病院脳神経外科
３６．類上皮腫の神経過敏症状に対するガンマナイフ治療の役割
加藤 丈典１），長谷川 俊典１），木田 義久２）
１）
小牧市民病院脳神経外科 ２）総合上飯田第一病院脳神経外科
３７．CP shunt 後に脳浮腫をきたした高齢者くも膜嚢胞の一例
白石 啓太朗，浜田 秀雄，旭 雄士，桑山 直也，黒田 敏
富山大学医学部脳神経外科

脊 髄 １

15:15-15:55

座長 伊東 清志（信州大学）

３８．脊髄神経鞘腫 8 手術例の検討
大井 政芳１），土田 隼太郎２）
１）
フジ虎ノ門整形外科病院脳神経外科

２）

フジ虎ノ門整形外科病院整形外科

３９．胸髄腹側に発生した髄膜腫の一例
山本 泰永，青山 達郎，伊東 清志，荻原 利浩，本郷 一博
信州大学医学部脳神経外科
４０．AVF in a nerve root of the cauda equina の一例
谷岡 悟，梅田 靖之，阪井田 博司，鈴木 秀謙
三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学
４１．Ossiculum terminale persitens による環軸椎亜脱臼の一例
寺島 美生，丹羽 惠彦，津田 和彦，山中 学
松阪中央総合病院脳神経外科
４２．外側塊側方転位は軽度であるが MRI にて環椎横靭帯の損傷を認めた環椎破裂骨折の
１例
芝本 和則，宮嵜 章宏，滝 英明，髙田 志保美，根来 眞
一宮西病院脳神経外科
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脊髄２・その他

15:55-16:35

座長 梅田 靖之（三重大学）

４３．頸椎後縦靱帯 骨化症の術後に、尺骨神経管症候群（ギヨン管症候群）、肘部管症候
群が連続で生じた1例：Triple crush syndrome?
服部 新之助１），原 政人２），伊藤 祐一１），鈴木 宰１），木村 雅昭１），宮崎 素子１）
１）
名古屋掖済会病院脳神経外科 ２）名古屋大学脳神経外科
４４．帯状疱疹後神経痛に脊髄硬膜外刺激療法が有効であった 2 症例
楠瀬 睦郎１），榎本 一巳１），石原 興平２）
１）
総合病院南生協病院脳神経外科 ２）藤田保健衛生大学脳神経外科
４５．スポンジ型人工骨：リフィット®の脊椎手術における有用性
伊藤 圭介，井上 辰志，廣瀬 雄一
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科
４６．硬膜下血腫を伴った脳脊髄液減少症の一例
水野 晃宏，岡田 健，石崎 友崇，藤井 健太郎，松平 哲史，遠藤 己音，小林 望，
山本 直人
愛知県厚生連海南病院脳神経外科
４７．人工髄液の髄注が著効した重症脳脊髄液漏出症の一例
大石 知也，水谷 敦史，澤下 光二，中山 禎司
浜松医療センター脳神経外科

奇形・機能・その他

16:35-17:10

座長 上甲 眞宏（愛知医科大学）

４８．正常発育した hemispheric cortical dysplasia の motor functional MRI
内田 大貴，堀川 真，中戸川 裕一，斗ヶ澤 京，藤本 礼尚，稲永 親憲，
山本 貴道，田中 篤太郎
総合病院聖隷浜松病院脳神経外科
４９．椎骨動脈の関与する片側顔面けいれん
荒川 泰明１），江塚 勇１），吉川 陽文２），見崎 孝一２），林 裕２），濵田 潤一郎２）
１）
新潟県厚生連上越総合病院脳神経外科 ２）金沢大学脳神経外科
５０．ヨード造影剤使用後に可逆性脳症を来した 2 例
石田 衛，高須 俊太郎，服部 健一，服部 和良
中部労災病院脳神経外科
５１．V-P shunt の合併症 治療に難渋した 3 症例から学んだこと
魚住 洋一，柴田 昌志，木田 義久
総合上飯田第一病院脳神経外科
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