第 87 回日本脳神経外科学会中部支部学術集会プログラム
8:55 〜 9:00

開会の挨拶

午前の部
9:00 〜 9:28

腫瘍１
座長：西村 由介（名古屋大学）

1. 5-ALA 投与下に再発膠芽腫を摘出後、光線過敏を来たした 1 例
○安田 竜太，田中 克浩，川口 健司，森川 篤憲
鈴鹿中央総合病院脳神経外科
2. 膠芽腫を念頭に手術を行い
tumefactive multiple sclerosis と診断した一例
○丹羽 愛知，市橋 鋭一，鳥飼 武司，内田 賢一，打田 淳，梅津 正成，小出 和雄
中東遠総合医療センター脳神経外科
3. Massive hemorrhage で発症した Gliosarcoma の 1 例
○武井 啓晃，宮居 雅文，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
4. 進行性多巣性白質脳症を発症した悪性リンパ腫の 1 例
○山本 祐太朗 1，航 晃仁 1，齋藤 靖 1，笠原 正男 2
1
静岡赤十字病院脳神経外科，2 静岡赤十字病院病理診断科部

9:30 〜 9:58

腫瘍２
座長：石垣 共基（三重大学）

5. 化学療法抵抗性であった小児頭蓋骨原発骨肉腫の 1 例
○宮下 勝吉，中田 光俊，田中 慎吾，大石 正博，長谷川 貴之，廣正 智，林 裕
金沢大学脳神経外科
6. 視力消失と内頸動脈閉塞を呈した傍鞍部病変の 2 症例
○芝 良樹，井上 憲夫，雄山 博文，若林 健一，原口 健一，奥村 衣里子，小笠原 康伸，
清水 浩之
豊橋市民病院脳神経外科
7. 高 ACTH 血症を伴った Pituicytoma の 1 症例
○南部 育 1，福井 一生 1，林 康彦 1，喜多 大輔 1，武田 仁勇 2，石塚 啓祐 2，
四十住 伸一 3，林 裕 1
1
金沢大学脳神経外科，2 金沢大学内分泌代謝内科，3 あいずみクリニック
8. Ruptured Oncotic Aneurysm from Choriocarcinoma
○伊藤 祐一，服部 新之助，鈴木 宰，宮崎 素子，木村 雅昭
名古屋掖済会病院脳神経外科
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10:00 〜 10:28

腫瘍３
座長：笹川 泰生（金沢医科大学）

9. 脳神経外科での摘出を行った側頭骨コレステリン肉芽腫の一例
○鈴木 啓太 1，佐藤 宰 1，川那辺 吉文 1，藤本 基秋 1，坂爪 徳 1，山下 北斗 1，高木 明 2
1
静岡県立総合病院脳神経外科，2 静岡県立総合病院耳鼻咽喉科
10. Lymphoplasmacyte-rich meningioma の一例
○東野 芳史，北井 隆平，橋本 智哉，四方 志昂，山田 真輔，根石 拡行，磯崎 誠，
有島 英孝，小寺 俊昭，佐藤 一史，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
11. 中脳背側 low grade astrocytoma に対する放射線治療後に急速に増大した海綿状血管腫
の1例
○山内 圭太，大江 直行，榎本 由貴子，中山 則之，石澤 錠二，矢野 大仁，岩間 亨
岐阜大学脳神経外科
12. 聴神経腫瘍に対し Cyber knife を用いて施行した寡分割定位放射線治療の経験
○松下 康弘，船井 三規子，辻 有紀子，奥村 輝文
津島市民病院脳神経外科

10:30 〜 10:58

腫瘍４
座長：北井 隆平（福井大学）

13. 骨破壊を伴う頭皮下悪性エクリン螺旋腺腫を認めた一例
○赤堀 翔 1，藤谷 繁 1，波多野 寿 1，岡本 剛 1，林 祐司 2，滝川 千尋 2，伊藤 雅文 3，
藤野 雅彦 3，露木 敦士 3，稲尾 意秀 1
1
名古屋第一赤十字病院脳神経外科，2 名古屋第一赤十字病院形成外科，
3
名古屋第一赤十字病院病理部
14. けいれん発作で発症した頭蓋内硬膜下骨腫の 1 例
○正島 弘隆 1，笹川 泰生 1，白神 俊祐 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，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
15. 脊髄空洞症を伴った延髄血管芽腫の 1 例
○竹原 誠也，富田 守，山村 泰弘，長谷部 朗子，松井 秀介
焼津市立総合病院脳神経外科
16. 当科における髄膜腫摘出の工夫
○西川 明宏，山本 泰永，柿澤 幸成，本郷 一博
信州大学医学部脳神経外科
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11:00 〜 11:28

外傷
座長：稲桝 丈司（藤田保健衛生大学）

17. 右外耳道から同側海綿静脈洞を貫通し左前頭葉に至った頭蓋内異物の一例
○釼持 博昭，斗ヶ澤 京，内田 大貴，山添 知宏，稲永 親憲，田中 篤太郎
総合病院聖隷浜松病院脳神経外科
18. 播種性血管内凝固症候群（DIC）を合併し止血に難渋した頭部外傷の 1 例
○松井 秀介，長谷部 朗子，山村 泰弘，富田 守，竹原 誠也
焼津市立総合病院脳神経外科
19. 横静脈洞を横切りテント上下にまたがる急性硬膜外血腫の 1 例
○吉田 優也，中島 良夫，朴 在鎬，木谷 隆一
富山労災病院脳神経外科
20. 当院の慢性硬膜下血腫 76 例における再発に関連する因子の検討
○柴田 昌志，魚住 洋一，木田 義久
総合上飯田第一病院脳神経外科

11:30 〜 11:58

先天奇形・感染・その他
座長：林 康彦（金沢大学）

21. 水頭症を合併した裂脳症の 2 例
○大石 知也 1，中山 禎司 1，澤下 光二 1，水谷 敦史 1，宮本 健 2
1
浜松医療センター脳神経外科，2 浜松医療センター小児科
22. 当初皮質限局型くも膜下出血と考えられた神経サルコイドーシスの一例
○清水 賢三，荒木 芳生，坂本 悠介，横山 欣也，岡本 奨，若林 俊彦
名古屋大学脳神経外科
23. 肺動静脈瘻の 2 例
○鳥飼 武司 1，丹羽 愛知 1，内田 賢一 1，打田 淳 1，梅津 正成 1，小出 和雄 1，
市橋 鋭一 1，渡辺 賢一 2
1
中東遠総合医療センター脳神経外科，2 岡崎市民病院放射線科
24. 神経内視鏡を用いて経脳室的に膿瘍腔洗浄を行った脳膿瘍脳室穿破の一例
○川口 礼雄，渡部 剛也，高安 正和
愛知医科大学脳神経外科
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午後の部
12:15 〜 13:05

ランチョンセミナー
座長：長谷川 光広（藤田保健衛生大学）

てんかんの包括的治療〜脳神経外科医の果たす役割〜
東京医科歯科大学 脳神経機能外科
前原 健寿

共催：グラクソスミスクライン株式会社

12:15 〜 13:05

日本脳神経外科学会中部支部理事会
会場：ミッドランドスクエア オフィスタワー 5F 会議室 C

13:10 〜 13:30

日本脳神経外科学会中部支部社員総会
会場：ミッドランドスクエア オフィスタワー 5F 会議室 C

13:35 〜 13:50

第 86 回日本脳神経外科学会中部支部学術総会 優秀論文表彰式

演題 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
名古屋大学脳神経外科

演題 10

眼動脈が MMA から起始する多発動脈瘤に開頭クリッピング術を施行した一例
西川 拓文
伊勢赤十字病院脳神経外科

演題 26

Low grade glioma における放射線療法の臨床意義
山本 高士
名古屋大学脳神経外科

13:55 〜 14:30

血管障害１
座長：村田 貴弘（信州大学）

25. 前脈絡叢動脈の温存のために近位遮断のみを行った内頚動脈血豆状動脈瘤の一例
○山下 北斗 1，佐藤 宰 1，鈴木 啓太 2，武部 軌良 3，藤本 基秋 1，坂爪 徳 1，
川那辺 吉文 1
1
静岡県立総合病院脳神経外科，2 静岡県立こども病院脳神経外科，
3
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
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26. Half-jailing technique による stent 併用 coil 塞栓を行った内頚動脈前壁破裂動脈瘤の 1 例
○石原 興平，定藤 章代，森谷 茂太，前田 晋吾，安達 一英，早川 基治，稲桝 丈司，
加藤 庸子，廣瀬 雄一
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科
27. 椎骨動脈狭窄が発症に関与したと思われる椎骨脳底動脈解離性動脈瘤破裂の 1 例
○岡本 宗司 1，久保 道也 1，堀 恵美子 1，柴田 孝 1，梅村 公子 1，堀江 幸男 1，
桑山 直也 2，黒田 敏 2
1
富山県済生会富山病院脳神経外科，2 富山大学医学部脳神経外科
28. 破裂急性期の治療方針に難渋した左右対称性の両側解離性椎骨動脈瘤の一例
○寺島 美生 1，津田 和彦 1，山中 学 1，丹羽 惠彦 1，阪井田 博司 2
1
松阪中央総合病院脳神経外科，2 三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学
29. くも膜下出血にて発症した両側椎骨動脈解離性動脈瘤の 1 例
○会田 泰裕，見崎 孝一，毛利 正直，内山 尚之，林 裕
金沢大学脳神経外科

14:32 〜 15:00

血管障害２
座長：榎本 由貴子（岐阜大学）

30. 血行再建術後に大脳白質に一過性 MRI 異常を呈したもやもや病の一例
○谷岡 悟 1，芝 真人 2，梅田 靖之 1，佐野 貴則 1，鈴木 秀謙 1
1
三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学，2 三重中央医療センター脳神経外科
31. くも膜下出血にて発症した前大脳動脈末梢部仮性動脈瘤の 2 症例
○北野 詳太郎 1，清水 重利 1，谷岡 悟 2，西川 拓文 1，毛利 元信 1，佐藤 裕 1，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
32. クリッピング後に一過性瘤周囲浮腫増悪を来した血栓性巨大前大脳動脈瘤の一例
○稲桝 丈司，熊井 惟志，川副 雄史，石原 興平，森谷 茂太，大枝 基樹，伊藤 圭介，
加藤 庸子，廣瀬 雄一
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科
33. OA-PICA 吻合術と M-TEP（延髄部三伹神経誘発電位）を用いて治療を行った椎骨動脈瘤
の2例
○四方 志昂，磯崎 誠，山田 真輔，東野 芳史，根石 拡行，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
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15:02 〜 15:30

血管障害３
座長：大蔵 篤彦（名古屋市立大学）

34. 総頚動脈閉塞に対し段階的血行再建を施行した 1 例
○堀 貴光，榎本 由貴子，村井 博文，山内 圭太，石澤 錠二，岩間 亨
岐阜大学脳神経外科
35. 遺残原始三伹動脈を伴なった内頚動脈海綿静脈洞部動脈瘤の一例
○永島 吉孝，渋谷 正人，池田 公，前田 憲幸，竹本 将也，佐々木 博勇
JCHO 中京病院脳神経外科
36. 頚動脈ステント留置術における新たな血小板凝集能測定の試み
○入江 恵子 1, 2，乙供 大樹 1，佐々木 富男 1
1
名古屋共立病院脳神経外科，2 名古屋大学未来社会創造機構
37. 急性期脳動脈閉塞に対するステント型脳血栓回収機器の使用経験
○北原 孝宏，宮腰 明典，多喜 純也，早瀬 睦，中村 威彦，波多野 武人
福井赤十字病院脳神経外科

15:32 〜 16:00

血管障害４
座長：野崎 孝雄（浜松医科大学）

38. Klippel-Trenaunay 症候群の男性に生じた両側内頚動脈閉塞を伴う巨大後大脳動脈瘤
○柳澤 薫 1，深谷 雷太 2，福地 正仁 2，藤井 浩治 2
1
慶應義塾大学医学部脳神経外科，2 静岡市立清水病院脳神経外科
39. 経過観察中に破裂した未破裂大型内頚動脈瘤の数値流体力学（CFD）解析
○芝 真人 1，石田 藤麿 1，種村 浩 1，辻 正範 2，梅田 靖之 3，霜坂 辰一 1，鈴木 秀謙 3
1
三重中央医療センター脳神経外科，2 紀南病院脳神経外科，
3
三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学
40. 大型中大脳動脈瘤における末梢枝の血流〜クリッピング前後の変化
○高 正圭 1，堀 恵美子 2，柏崎 大奈 1，秋岡 直樹 1，松村 内久 1，桑山 直也 1，
堀江 幸男 2，黒田 敏 1
1
富山大学医学部脳神経外科，2 済生会富山病院脳神経外科
41. Size Ratio（Dome, parent artery 比）は小型脳動脈瘤の破裂を予測できる
○柏崎 大奈，高 正圭，秋岡 直樹，桑山 直也，黒田 敏
富山大学医学部脳神経外科
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16:02 〜 16:37

機能・その他
座長：旭 雄士（富山大学）

42. うっ血乳頭を認めた上矢状静脈洞血栓症の 1 例
○池澤 瑞香，粟屋 尭之，塚田 哲也，宮澤 卓真，浅井 琢美，大野 真佐輔，須崎 法幸，
高橋 立夫
国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科
43. レベチラセタム内服中に精神症状を来し、中止により軽快した 2 症例
○中川 二郎，三輪 和弘
岐阜県立下呂温泉病院脳神経外科
44. 脳卒中後仏痛に対するプレガバリンの有効性と安全性
○種井 隆文 1，梶田 泰一 2，野田 寛 3，竹林 成典 1，中原 紀元 1，若林 俊彦 2
1
名古屋セントラル病院脳神経外科，2 名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科，
3
春日井市民病院脳神経外科
45. デスモプレシンの点鼻製剤から口腔内崩壊錠への変更が有用であった一例
○山田 真輔，橋本 智哉，四方 志昂，東野 芳史，根石 拡行，磯崎 誠，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
46. 前頭葉腫瘍術後慢性期における空間性作業記憶障害と上縦束の関連
○木下 雅史 1，中嶋 理帆 2，中田 光俊 1，宮下 勝吉 1，沖田 浩一 3，林 裕 1
1
金沢大学脳神経外科，2 金沢大学リハビリテーション科学領域，
3
金沢大学附属病院リハビリテーション部

16:39 〜 17:07

脊髄・脊椎
座長：安田 宗義（愛知医科大学）

47. くも膜下出血で発症した頭蓋頚椎移行部 perimedullary AVF の一例
○戸塚 剛彰，鈴木 智，野崎 孝雄，伸島 哲朗，平松 久弥，徳山 勤，難波 宏樹
浜松医科大学脳神経外科
48. 硬膜内静脈逆流を伴う spinal extradural AVF に対する外科治療
○江口 馨 1，西村 由介 2，灰本 章一 2，福岡 俊樹 3，泉 孝嗣 2，原 政人 4，若林 俊彦 2
1
名古屋大学医学部附属病院，2 名古屋大学脳神経外科，
3
あいち小児保健医療総合センター脳神経外科，4 稲沢市民病院脳神経外科
49. 第 5 腰椎圧迫骨折後偽関節に対して脊椎後方固定術を施行した一例
○田中 健太郎 1，大蔵 篤彦 1，青山 公紀 1，岡 雄一 1，間瀬 光人 1，山田 和雄 1，
大沢 知士 2，真砂 敦夫 3，福岡 宗良 4
1
名古屋市立大学医学部脳神経外科，2 蒲郡市民病院脳神経外科，3 大隈病院脳神経外科，
4
名古屋市立大学医学部整形外科
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50. 両側臀部痛で発症した ligamentum ﬂavum cyst の 1 例
○吉田 光宏 1，市原 薫 1，中林 規容 1，相見 有理 1，浅田 玲緒尚 1，伊藤 八峯 2
1
市立四日市病院脳神経外科，2 みたき総合病院脳神経外科

17:10 〜 17:20

閉会の挨拶
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