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8:30～ 8:35 開会の挨拶
 
 

午前の部
8:35～ 9:17 脊椎・脊髄

 
 座長：西村  由介（名古屋大学）

1. 頚髄腹側病変に対する頚椎外側アプローチ
○伊藤  圭介，井上  辰志，服部  夏樹，廣瀬  雄一
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科

2. 当センター 2年間で経験した特発性脊髄硬膜外血腫の 4例
○岡田  健，亀井  裕介，深澤  恵児，田代  晴彦
三重県立総合医療センター脳神経外科

3. mini-open ALIFによる多椎間矯正固定術を行った腰椎変性後側弯症の一例
○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稲沢市民病院脳神経外科

4. X-STOP PEEKが著効した腰部脊柱管狭窄症の 2例
○吉田  光宏 1，市原  薫 1，中林  規容 1，相見  有理 1，白石  大門 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

5. 椎弓形成手術後に両手の痺れを呈した頚椎症性脊髄症の 1例
○宮澤  卓真，高橋  立夫，須崎  法幸，大野  真佐輔，浅井  琢美，粟屋  尭之，
　池澤  瑞香
国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科

6. 脊椎・脊髄手術におけるO-armⓇとナビゲーションシステムの有用性
○山本  優，中島  康博，梅林  大督，原  政人
稲沢市民病院脳神経外科

9:19～ 9:54 血管障害Ⅰ
 
 座長：毛利  正直（金沢大学）

7. 未破裂脳動脈瘤（IC-Ach）の一例
○小谷  明平，井田  裕己，河合  寿諮
名張市立病院 脳神経外科

第89回日本脳神経外科学会中部支部学術集会プログラム
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8. 微小の破裂前交通動脈瘤の 1例
○吉田  優也，中島  良夫，得田  和彦，木谷  隆一
富山労災病院脳神経外科

9. 経過観察中にくも膜下出血をきたした小型未破裂能動脈瘤の 2例
○水野  晃宏，石崎  友崇，藤井  健太郎，松平  哲史，遠藤  乙音，岡田  健，小林  望，
　山本  直人
愛知県厚生連海南病院脳神経外科

10. 術後急速な血栓化を呈した内頚動脈未破裂脳動脈瘤
○村岡  真輔 1，住友  正樹 1，荒木  芳生 2，岡本  奨 2，松原  功明 2，泉  孝嗣 2，
　若林  俊彦 2

1総合上飯田第一病院脳神経外科，2名古屋大学脳神経外科

11. 術中母血管血栓症をきたした未破裂中大脳動脈瘤の一例
○岡田  明大 1，佐藤  宰 1，坂爪  徳 2，廣井  崇 1，藤本  基秋 1，川那辺  吉文 1

1静岡県立総合病院脳神経外科，2山梨大学医学部脳神経外科

9:56～ 10:31 血管障害Ⅱ
 
 座長：小田  淳平（藤田保健衛生大学）

12. 急性期脳底動脈閉塞症に心筋梗塞を合併した 1例
○柏原  健伸 1，喜多  大輔 1，朴  在鎬 1，真弓  卓也 2，中野  学 2，村田  義治 2，
　見崎  孝一 3，毛利  正直 3，内山  尚之 3

1公立能登総合病院脳神経外科，2公立能登総合病院循環器内科，3金沢大学脳神経外科

13.  高位中大脳動脈M1部破裂脳動脈瘤に対し STA-MCA bypass併用
orbitozygomatic approachにて clippingを行った 1例
○原口  健一，若林  健一，雄山  博文，奥村  衣里子，清水  浩之，芝  良樹
豊橋市民病院脳神経外科

14. 短期間で脳室内出血を繰り返した成人もやもや病の 2例
○西川  知秀，山本  高士，飯塚  宏，加藤  直毅，伊藤  洋，大島  良介，加藤  丈典，
　長谷川  俊典
小牧市民病院脳神経外科

15.  部分血栓化後下小脳動脈遠位部巨大紡錘状動脈瘤に対し bypassを併用した
trapping術を施行した一例
○渡邉  定克，中原  一郎，小田  淳平，廣瀬  雄一
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科
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16.  左椎骨動脈後下小脳動脈分岐部瘤破裂に対し対側後頭下開頭にてクリッピングを
行った 1例
○石井  元規，鬼頭  晃，槙  英樹，野田  智之，山之内  高志
大垣市民病院脳神経外科

10:33～ 11:08 血管障害Ⅲ（血管内）
 
 座長：白神  俊祐（金沢医科大学）

17. 当院における未破裂中大脳動脈瘤に対する血管内塞栓術の治療成績
○伊藤  真史，泉  孝嗣，松原  功明，新帯  一憲，田島  隼人，西堀  正洋，若林  俊彦
名古屋大学脳神経外科

18. Trevoを用いた急性期脳血管再開通治療中の血栓“質”の評価と治療戦略
○大島  共貴，今井  資，山本  太樹，後藤  俊作，西澤  俊久，島戸  真司，加藤  恭三
医療法人豊田会  刈谷豊田総合病院脳神経外科

19. 進行性の対麻痺、膀胱直腸障害にて発症した硬膜動静脈瘻の一例
○庄田  健二，江頭  裕介，榎本  由貴子，岩間  亨
岐阜大学脳神経外科

20. 水頭症を呈した未破裂脳底動脈先端部動脈瘤に対する血管内治療を施行した 1例
○中塚  慶徳 1，梅田  靖之 2，安田  竜太 3，畑崎  聖二 3，当麻  直樹 3，阪井田  博司 4，
　鈴木  秀謙 3

1三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学，2三重大学血管ハートセンター，
3三重大学医学部脳神経外科，4三重大学先進的脳血管内治療学

21. 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術術後十数年たって SAHを発症した 1例
○和田  健太郎 1, 2，石川  隆之 1, 2，中村  茂和 2，栗本  太志 2，渡邊  和彦 2，
　荒木  芳生 1，岡本  奨 1，若林  俊彦 1

1名古屋大学脳神経外科，2半田市立半田病院脳神経外科

11:10～ 11:38 血管障害Ⅳ（血管内）
 
 座長：梅田  靖之（三重大学）

22. 頚動脈ステント留置術後にステント内閉塞を繰り返した 1例
○見崎  孝一，宇野  豪洋，上出  智也，毛利  正直，内山  尚之，中田  光俊
金沢大学脳神経外科

23. 耳症状で発症し脳静脈洞血栓症を合併した特発性低髄液圧症と推察した 1例
○正島  弘隆，赤井  卓也，鳥越  恵一朗，白神  俊祐，岡本  一也，立花  修，飯塚  秀明
金沢医科大学脳神経外科
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24.  Wake-up stroke-t-PA適応外の急性アテローム血栓性脳梗塞 ATBI（M1閉塞）
3症例 -に対する治療
○鳥飼  武司，内田  賢一，打田  淳，梅津  正成，小出  和雄，市橋  鋭一
中東遠総合医療センター脳神経外科

25. ステント併用下に血管内塞栓術を行った破裂椎骨動脈瘤の 1例
○金森  史哲，小島  隆生，高須  俊太郎，波多野  範和，渡邉  督，山口  純矢，永谷  哲也，
　関  行雄
名古屋第二赤十字病院脳神経外科

11:40～ 12:15 血管障害Ⅴ（その他）
 
 座長：江頭  裕介（岐阜大学）

26.  数値流体力学（computational fluid dynamics，CFD）を用いた血行力学的パ
ラメータと SAH重症度との関連
○芝  真人 1，石田  藤麿 1，辻  正範 2，種村  浩 1，霜坂  辰一 1，鈴木  秀謙 2

1三重中央医療センター脳神経外科，2三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学

27. 多発性嚢胞腎に合併した破裂内頚動脈瘤の 1例
○中尾  庸人 1，宮森  正郎 1，塚田  彰 1，山野  潤 1，内山  尚之 2，毛利  正直 2，
　山内  博行 3

1富山市民病院脳神経外科，2金沢大学脳神経外科，3富山市民病院内科

28. 数値流体力学を用いた内頚動脈瘤破裂点における局所血行力学
○辻  正範 1，石田  藤麿 2，芝  真人 2，種村  浩 2，霜坂  辰一 2，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

29.  数値流体力学（computational fluid dynamics，CFD）を用いた内頚脳動脈瘤
発生壁の血行力学
○種村  浩 1，辻  正範 2，芝  真人 1，石田  藤麿 1，霜坂  辰一 1，鈴木  秀謙 2

1三重中央医療センター脳神経外科，2三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学

30. Temporal AVM 2症例の検討 Temporal AVM, 2 cases reports
○荒井  大志，常俊  顕三，松田  謙，川尻  智士，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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午後の部

12:20～ 13:10 ランチョンセミナー（講堂） 
 
 座長：前澤  聡（名古屋大学  脳とこころの研究センター）

 包括的てんかん診療の実際
 ～脳外科でよくみる発作・抗てんかん薬トレンド・てんかんの外科治療と VNS～

山本  貴道
聖隷浜松病院　副院長
 共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

12:20～ 13:10 日本脳神経外科学会中部支部理事会
 
 （会議室）

13:15～ 13:35 日本脳神経外科学会中部支部社員総会
 
 （会議室）

13:35～ 13:50 第 88回日本脳神経外科学会中部支部学術集会　優秀論文賞
 

演題 38 くも膜下出血にて発症した頚髄 radicular AVFの 1例
村井  博文
岐阜大学脳神経外科  

演題 45 Cavernous sinus hemangiomaに対する治療戦略 
加藤  丈典
小牧市民病院脳神経外科  

演題 46 類もやもや病における頭蓋内動脈の 3D-CISS所見
山本  修輔
富山大学医学部脳神経外科  

13:50～ 14:25 特別記念講演
 
 座長 :若林  俊彦（名古屋大学）

 日本脳神経外科学会中部支部会で 20年間を過ごさせていただいて
山田  和雄 
名古屋市立大学
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14:25～ 15:00 良性腫瘍・機能外科・その他
 
 座長：大須賀  浩二（愛知医科大学）

31. Transcondylar fossa approachで摘出した橋下部海綿状血管腫の 1例
○山口  純矢，高須  俊太郎，金森  史哲，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

32. 神経障害性疼痛に対する脊髄刺激術の成績
○種井  隆文 1，梶田  泰一 2，竹林  成典 1，中原  紀元 1，蔵地  万里奈 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

33. 嚢胞性聴神経鞘腫の部分摘出後にテント上急性硬膜下血腫を生じた 1例
○武井  啓晃，山下  健太郎，中川  二郎，石澤  錠二，郭  泰彦
朝日大学歯学部附属村上記念病院脳神経外科

34. 脳神経外科診療に最適化した画像ビュアー　-開発の経緯とその効果-
○田中  篤太郎 1，内田  大貴 1，釼持  博昭 1，中戸川  裕一 1，山添  知宏 1，渡邊  水樹 1，
　藤本  礼尚 1，稲永  親憲 1，山本  貴道 1，堺  常雄 1，河守  重徳 2，田中  洋平 2

1総合病院聖隷浜松病院脳神経外科，2横河医療ソリューションズ

35. 海馬硬化側の対側起始の発作波のみを認めた内側側頭葉てんかんの 1手術例
○近藤  聡彦 1，臼井  直敬 1，寺田  清人 2，鳥取  孝安 1，表  芳夫 2，廣澤  太輔 2，
　荒木  保清 2，島澤  明子 3，井上  有史 3

1静岡てんかん・神経医療センター脳神経外科，
2静岡てんかん・神経医療センター神経内科，
3静岡てんかん・神経医療センター精神科

15:02～ 15:37 内視鏡・水頭症
 
 座長 :荻原  利浩（信州大学）

36. VPシャント依存症例に対する第 3脳室底開窓術
○長谷川  貴俊，荻原  利浩，後藤  哲哉，堀内  哲吉，本郷  一博
信州大学医学部脳神経外科

37. 開頭による中脳水道開窓術を施行した外傷性水頭症の一例
○若松  弘一，山﨑  法明，高畠  靖志，向井  裕修，宇野  英一
福井県済生会病院脳神経外科

38. Hybrid ORにて治療を行った大型下垂体腺腫の一例
○丹原  正夫，大多和  賢登，安藤  遼，錦古里  武志，有馬  徹
岡崎市民病院脳神経外科
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39. SEGAに続発した正常圧水頭症の 1例
○川尻  智士，根石  拡行，北井  隆平，荒井  大志，東野  芳史，常俊  顕三，橋本  智哉，
　松田  謙，有島  英孝，小寺  俊昭，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

40. LPシャント抜去後に fibrous tractの形 成による継続的な髄液漏出を認めた症例 
○山城  慧 1，高木  清 2，山田  康博 1，陶山  大輔 3，川瀬  司 1，加藤  庸子 1

1藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院脳神経外科，
2医療法人社団葵会千葉・柏たなか病院，3府中恵仁会病院脳神経外科

15:39～ 16:21 小児・感染
 
 座長 :富田 隆浩（富山大学）

41. ノカルジア脳膿瘍の 2例
○高  正圭 1，富田  隆浩 2，山本  修輔 2，田邊  望 2，山谷  和正 1，黒田  敏 2，
　山本  善裕 3

1富山赤十字病院脳神経外科，2富山大学脳神経外科，3富山大学感染症科

42. 矢状縫合早期癒合症に伴い発生した小脳扁桃下垂の 1例
○木村  亮堅 1，福井  一生 1，林  康彦 1，古田  拓也 1，会田  泰裕 1，南  聡 2，
　稲垣  隆介 3，中田  光俊 1

1金沢大学脳神経外科，2公立松任中央病院小児科，3茨城県立こども病院脳神経外科

43. 脳膿瘍の治療中に血球貪食症候群（HPS）を合併した 1例
○纐纈  直樹 1，佐原  佳之 1，野田  寛 1，大江  英之 2

1公立陶生病院脳神経外科，2公立陶生病院小児科

44. 運動誘発性頭痛に対して治療を行ったキアリ 1型奇形の 2例
○加藤  祥子，長倉  正宗，大澤  弘勝，加藤  美穂子
あいち小児保健医療総合センター脳神経外科

45. 開頭術後の骨弁融解に伴い、人工骨が皮膚を貫通した一症例
○佐藤  瑞仁，深谷  雷太，福地  正仁，藤井  浩治
静岡市立清水病院脳神経外科

46. 非典型的画像所見を認めた脳膿瘍の一例 
○川口  知己，伊藤  淳樹，椎名  諭，伊藤  英治，杉田  竜太郎
岐阜県立多治見病院脳神経外科
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16:23～ 16:58 脳腫瘍Ⅰ
 
 座長 :北井  隆平（福井大学）

47. ベバシズマブ投与中に重症腹腔内出血をきたした anaplastic astrocytomaの一例
○加茂  徹大，永井  正一，富田  隆浩，黒田  敏
富山大学医学部脳神経外科

48. 前頭葉に発症した成人成熟奇形腫の一例
○山本  泰資 1，航  晃仁 1，斎藤  靖 1，髙尾  昌樹 2

1静岡赤十字病院脳神経外科，2埼玉医科大学国際医療センター神経内科・脳卒中内科

49.  ギリアデル留置後に著しい脳浮腫の増悪を呈しギリアデルの除去を施行した膠芽腫
の一例
○川崎  小百合，永井  正一，富田  隆浩，黒田  敏
富山大学医学部脳神経外科

50. 癌性髄膜炎治療の検討
○赤堀  翔，藤谷  繁，服部  健一，波多野  寿，岡本  剛，稲尾  意秀
名古屋第一赤十字病院脳神経外科

51. 副鼻腔内反性乳頭腫術後に脳内浸潤をきたした 1例
○松井  秀介 1，酒井  直人 1，高橋  吾郎 2，中川  隆 3，難波  宏樹 1

1浜松医科大学脳神経外科，2浜松医科大学耳鼻咽頭科，3京都大学耳鼻咽頭科

17:00～ 17:35 脳腫瘍Ⅱ
 
 座長 :坂田  知宏（名古屋市立大学）

52. ガンマナイフ照射 6年後に嚢胞形成をきたした転移性脳腫瘍の一例
○芝本  和則，宮嵜  章宏，根来  眞
一宮西病院脳神経外科

53. Pleomorphic xanthoastrocytoma with anaplastic featuresの 1例
○真宮  崇 1，大塚  崇史 1，内藤  丈裕 1，林  重正 1，桑山  直人 1，野田  寛 2

1春日井市民病院脳神経外科，2瀬戸陶生病院脳神経外科

54. 外耳道原発 adenoid cystic carcinomaの脳転移の 1例
○倉光  俊一郎 1，本村  和也 2，本村  絢子 1，佐藤  祐介 1

1大同病院脳神経外科，2名古屋大学  医学系研究科  脳神経外科

55. 神経線維腫症 I型に膠芽腫を併発した一例
○廣井  崇，藤本  基秋，岡田  明大，川那辺  吉文，佐藤  宰
静岡県立総合病院脳神経外科
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56.  膠芽腫の発生における進化的に保存された long non-coding RNAの機能的スク
リーニング
○出口  彰一 1，畑中  彬良 2，大岡  史治 1，市村  典久 2，勝島  啓佑 2，趙  娟 2，
　新城  恵子 2，若林  俊彦 1，近藤  豊 2，夏目  敦至 1

1名古屋大学脳神経外科，2名古屋市立大学医学部  遺伝子制御学

17:37～ 18:19 脳腫瘍
 
 座長 :酒井  直人（浜松医科大学）

57. 歩行障害で発見された傍鞍部 schwannomaの一例
○大石  知也，竹原  誠也，山村  泰弘，富田  守
焼津市立総合病院脳神経外科

58. 視野障害を伴わず、眼痛と動眼神経麻痺を来した下垂体卒中の一例
○川口  礼雄，安田  宗義，高安  正和
愛知医科大学脳神経外科

59. 術後に一過性の静脈環流障害を呈した傍矢状洞髄膜腫の症例
○橋出  秀清，佐々木  富男，入江  恵子
名古屋共立病院脳神経外科

60. 前立腺癌に対する LH-RH agonistの使用で急速に増大した髄膜腫の 1例
○筒井  泰史，宮下  勝吉，木下  雅史，福井  一生，林  康彦，中田  光俊
金沢大学脳神経外科

61. 第四脳室髄膜腫の一例
○大鷲  悦子，大江  直行，水谷  大佑，中山  則之，矢野  大仁，岩間  亨
岐阜大学脳神経外科

62. 副神経鞘腫の一例
○大島  望 1，田中  健太郎 2，山田  紘史 1，相原  徳孝 1，間瀬  光人 1

1名古屋市立大学医学部脳神経外，2名古屋市立東部医療センター  脳神経外科

18:25-18:30 閉会の挨拶
 


