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学会参加者の皆様へ 

●ランチョンセミナーの昼食は、数に限りがありますので、ご了解ください。 

 

筆頭筆者は日本の神経外科学会へ 自己申告を
完了しています。 

 
 

筆頭演者の  開示 
筆頭演者は日本の神経外科学会へ  自己申告を

完了しており、昨年 月において本演

題に関して開示すべき は以下の通りです。 
    １．役員、顧問職 なし 
    ２．株の保有 なし 
    ３．特許権使用料 なし 
    ４．講演料 あり 
    ５．原稿料 なし 
    ６．研究費 あり（○○製薬） 
    ７．その他 なし 

 

日本脳神経外科病院（施設名） 

脳外科 太郎（氏名） 
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❖電車でお越しの方
　松本駅・JR篠ノ井線になります。 ※本院まではバス（約15分）やタクシー（約10分）などの
公共交通機関でお越しください。
❖バスでお越しの方
⒈　 松本バスターミナル（アリオ松本 1 階） 1 番線から「信大横田循環線」バスにて「信州大学

前」下車（約15分）
⒉　 「松本駅お城口」バス停から「北市内線バス（西まわり）」にて「信大病院玄関前」下車（約

20分）
❖お車でお越しの方
⒈　松本インターより約20分
⒉　安曇野インターより約20分（国道143号使用の場合）
⒊　上田方面より三才山トンネル経由約 1 時間30分
⒋　信州大学医学部附属病院駐車場をご利用ください。（利用料金：入庫後24時間以内200円）

交通案内図　　　信州大学医学部附属病院�
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会場案内図�

バス停「Ⓔ信大病院玄関前」

バス停「Ⓓ信大病院南口」

」
前
学
大
州
信
Ⓒ
「停
ス
バ

南口

エレベーター
または階段で
４Fへ

支部会

リフレッシュ
コーナー

PC受付
（研修室6）

機器展示・
ドリンク
コーナー
（研修室7）

（研修室4.5）

事務局
（研1）

事務局
（研2）

控室
（研3）

1Ｆ

4Ｆ

理事会・FD講習会
内視鏡研究会

参
加
受
付

診療棟

― 4― ― 5―



第92回日本脳神経外科学会中部支部学術集会プログラム 

  
 1. 大脳半球間裂急性硬膜下血腫にて発症したfalx meningiomaの一例 
  鈴木 有芽（ｽｽﾞｷ ﾕﾒ）, 川北 文博, 藤本 昌志, 朝倉 文夫, 村田 浩人, 
  諸岡 芳人 
  済生会松阪総合病院脳神経外科 
  
 2. 上矢状静脈洞に浸潤・閉塞し、板間静脈を側副血行路とするparasagittal  
  meningiomaの１例 
  松尾 衛（ﾏﾂｵ ﾏﾓﾙ）, 池田 公, 前田 憲幸, 伊藤 元一, 竹本 将也, 佐々木  
  博勇, 中野 瑞生, 渋谷 正人 
  JCHO中京病院脳神経外科 
 
 3. 術前画像で髄膜腫を疑った後頭蓋窩Rosai-Dorfman病の1例 
  金城 雄太（ｶﾈｼﾛ ﾕｳﾀ）, 村田 敬二, 山内 滋, 浦野 裕美子 
  市立島田市民病院脳神経外科 
  
 4. 頭部顔面の皮下血腫から当初Domestic Violence(DV)が疑われた1例 
  水谷 高輔（ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｽｹ）1, 中林 規容1, 相見 有理1, 吉田 光宏1, 白石 
  大門1, 市原 薫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. 脳梗塞および頭蓋内転移を来たした内頸動脈内膜肉腫の一例  
  庄田 幹（ｼｮｳﾀﾞ ｶﾝ）1, 大島 望1, 坂田 知宏1, 谷川 元紀1, 間瀬 光人1, 伊地 
  知 圭2, 深見 祐樹3, 宮嵜 章宏4, 根来 眞4 
  1名古屋市立大学医学部脳神経外科, 2名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭 
  頸部外科, 3一宮西病院神経内科, 4一宮西病院脳神経外科 
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 6. 斜台部脊索腫に対する経鼻的内視鏡手術についての検討 
  川端 哲平（ｶﾜﾊﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ）, 竹内 和人, 石川 隆之, 若林 俊彦 
  名古屋大学脳神経外科 
 
 7. ベバシズマブ使用後にMRI T1強調ガドリニウム増強病変が消失しCTで石灰 
  化を認めたAnaplastic astrocytomaの一例 
  寺島 美生（ﾃﾗｼﾏ ﾐｵ）, 石垣 共基, 松原 年生, 鈴木 秀謙 
  三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学 
 
 8. Negative motor area病変の摘出後に麻痺を生じた2症例の検討 
  木村 亮堅（ｷﾑﾗ ﾘｮｳｹﾝ）, 宮下 勝吉, 河原 庸介, 木下 雅史, 中田 光俊 
  金沢大学脳神経外科 
 
 9. polar spongioblastoma patternを呈したdiffuse leptomeningeal glioneuronal 
  tumorの一例 
  山崎 友裕（ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾋﾛ）1, 新村 和也2, 小泉 慎一郎1, 鮫島 哲朗1, 徳山 勤1,  
  酒井 直人1, 難波 宏樹1   
  1浜松医科大学脳神経外科, 2浜松医科大学腫瘍病理学 
 
 10. 発生母地不明の眼窩内vanishing tumorの2症例 
  河原 庸介（ｶﾜﾊﾗ ﾖｳｽｹ）, 笹川 泰生, 林 康彦, 中田 光俊 
  金沢大学脳神経外科 
 

  
 11. アスペルギルス感染を起因とした感染性動脈瘤破裂によるくも膜下出血 
  の1例 
  若子 哲（ﾜｶｺ ｱｷﾗ）1, 大枝 基樹1, 高亀 弘隆1, 長久 伸也1, 北川 諭2 
  1トヨタ記念病院脳神経外科, 2トヨタ記念病院病理診断科 
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 12. 感染性脳動脈瘤に対する外科治療の選択 
  長谷部 朗子（ﾊｾﾍﾞ ｱｷｺ）1, 中原 一郎1, 小田 淳平2, 我那覇 司2, 鈴木  
  健也1, 大見 達夫2, 渡邉 定克1, 定藤 章代2, 早川 基治2, 安達 一英2, 大場 
  茂生2, 廣瀬 雄一2 
  1藤田保健衛生大学医学部脳卒中科, 2藤田保健衛生大学医学部脳神経外科 
 
 13. MRAでは確定診断が困難であった症候性内頸動脈後交通動脈分岐部動脈瘤 
  の1例 
  加納 清充（ｶﾉｳ ｷﾖﾐﾂ）, 山田 哲也, 岡 直樹, 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 
 
 14. 遠位中大脳動脈血栓化動脈瘤の２例 
  篠田 祥二（ｼﾉﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ）, 榎本 由貴子, 江頭 裕介, 岩間 亨 

  岐阜大学脳神経外科 
 
 15. 血管内治療と直達術による脳動脈瘤のhybrid治療 
  田中 里樹（ﾀﾅｶ ﾘｷ）1, 山田 康博1, 陶山 大輔2, 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府中恵仁会病院脳神経外科 

 

  
 16. 一側眼症状で発症した脳動静脈シャントを伴う多発性テント部硬膜動静脈 
  瘻の１治療例 -血管内治療と開頭術による２期的治療- 
  南出 尚人（ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾋｻﾄ）1, 福田 将大1, 佐野 宏樹1, 池田 正人1, 林 裕2, 
  内山 尚之3 
  1金沢市立病院脳神経外科, 2石川県立中央病院脳神経外科, 3金沢大学脳神経 
  外科 
 
 17. 出血発症した脳幹部pial AVFの1例 
  廣田 雄一（ﾋﾛﾀ ﾕｳｲﾁ）1, 内山 尚之2, 朴 在鎬1, 圓角 文英1 
  1公立能登総合病院脳神経外科, 2金沢大学脳神経外科 
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 18. 脊髄髄内出血で発症した胸髄硬膜動静脈瘻の一例 
  池澤 宗成（ｲｹｻﾞﾜ ﾑﾈﾅﾘ）, 亀井 裕介, 深澤 恵児, 梅田 靖之, 山本 章貴,  
  田代 晴彦 
  三重県立総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
 
 19. 当院における頚椎の硬膜外動静脈瘻の診断, 治療結果について 
  立山 慎一郎（ﾀﾃﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ）1, 早川 基治1, 定藤 章代1, 安達 一英1, 大場  
  茂生1, 長谷部 朗子2, 鈴木 健也2, 渡邉 定克2, 中原 一郎2, 廣瀬 雄一1 
  1藤田保健衛生大学医学部脳神経外科, 2藤田保健衛生大学医学部脳卒中科 
 
 20. 超選択WADAテストが有用だった優位半球前頭葉能動静脈奇形 
  常俊 顕三（ﾂﾈﾄｼ ｹﾝｿﾞｳ）, 山田 真輔, 荒井 大志, 赤澤 愛弓, 東野 芳史,  
  松田 謙, 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 

  
 21. 当院におけるPipeline留置術の初期治療成績 
  石田 衛（ｲｼﾀﾞ ﾏﾓﾙ）1, 泉 孝嗣1, 塚田 哲也1, 佐藤 雅基1, 玉利 洋介2, 伊藤 
  真史1, 今井 資1, 西堀 正洋1, 若林 俊彦1 
  1名古屋大学脳神経外科, 2医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院脳神経外科 
 
 22. ステント補助コイル塞栓術後に破裂した未破裂脳動脈瘤の1例 - 数値流体 
  力学 (CFD)を用いた治療効果予測のこころみ – 
  田中 克浩（ﾀﾅｶ ｶﾂﾋﾛ）1, 石田 藤麿1, 辻 正範1, 古川 和博2, 岸本 智之1, 
  種村 浩1, 梅田 靖之3, 霜坂 辰一1 
  1三重中央医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2桑名西医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 3三重県立総 
  合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
 
 23. 瘤内コイル塞栓術後に脳実質内多発造影病変が出現した一例 
  玉井 翔（ﾀﾏｲ ｼｮｳ）1, 見崎 孝一1, 内山 尚之1, 毛利 正直1, 福井 一生1, 竹内 
  文彦2, 中田 光俊1 
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  1金沢大学脳神経外科, 2医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院 
 
 24. 短期間に形態変化をきたしたC1, M1, A1高度狭窄の一例 
  白石 啓太朗（ｼﾗｲｼ ｹｲﾀﾛｳ）1, 林 智秀2, 津村 貢太朗2, 山谷 和正2, 桑山 
  直也1, 黒田 敏1 
  1富山大学医学部脳神経外科, 2富山赤十字病院脳神経外科 
 
 25. 一過性の右片麻痺で発症した外傷性頚部頚動脈解離に対しCASを施行した 
  一例 
  縣 正大（ｱｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ）, 東山 史子, 大屋 房一, 酒井 圭一 
  独立行政法人国立病院機構信州上田医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
 

「頭部固定器の歴史と重力を意識した利用法」 
聖マリアンナ医科大学脳神経外科 教授 
田中 雄一郎 先生 

共催：ミズホ株式会社 
 
 

12:00~12:50 日本脳神経外科学会中部支部理事会                      
中会議室 

12:55~13:15 第91回日本脳神経外科学会中部支部会学術集会優秀論文表彰式   

大会議室 
演題42. シャントバルブ設定圧による3TMRIアーチファクト変化についての検討 
内田大貴  総合病院聖隷浜松病院脳神経外科 
 
演題47. ステント型血栓回収デバイスによる再開通率向上の工夫 
山本太樹  医療法人豊田会刈谷豊田総合病院脳神経外科 
 
演題48. もやもや病の進行に伴う血管外径の変化 
山本修輔  富山大学医学部脳神経外科 
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  1金沢大学脳神経外科, 2医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院 
 
 24. 短期間に形態変化をきたしたC1, M1, A1高度狭窄の一例 
  白石 啓太朗（ｼﾗｲｼ ｹｲﾀﾛｳ）1, 林 智秀2, 津村 貢太朗2, 山谷 和正2, 桑山 
  直也1, 黒田 敏1 
  1富山大学医学部脳神経外科, 2富山赤十字病院脳神経外科 
 
 25. 一過性の右片麻痺で発症した外傷性頚部頚動脈解離に対しCASを施行した 
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  縣 正大（ｱｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ）, 東山 史子, 大屋 房一, 酒井 圭一 
  独立行政法人国立病院機構信州上田医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
 

「頭部固定器の歴史と重力を意識した利用法」 
聖マリアンナ医科大学脳神経外科 教授 
田中 雄一郎 先生 

共催：ミズホ株式会社 
 
 

12:00~12:50 日本脳神経外科学会中部支部理事会                      
中会議室 

12:55~13:15 第91回日本脳神経外科学会中部支部会学術集会優秀論文表彰式   
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演題42. シャントバルブ設定圧による3TMRIアーチファクト変化についての検討 
内田大貴  総合病院聖隷浜松病院脳神経外科 
 
演題47. ステント型血栓回収デバイスによる再開通率向上の工夫 
山本太樹  医療法人豊田会刈谷豊田総合病院脳神経外科 
 
演題48. もやもや病の進行に伴う血管外径の変化 
山本修輔  富山大学医学部脳神経外科 

 
 26. 水頭症手術後に馬尾神経鞘腫による続発性正常圧水頭症が疑われた1例 
  吉田 優也（ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ）1, 村松 直樹1, 新多 寿1, 藤沢 弘範2 
  1小松市民病院脳神経外科, 2国立病院機構金沢医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
 
 27. A to A塞栓症で発症したBow hunter症候群の1例 
  玉瀬 玲（ﾀﾏｾ ｱｷﾗ）, 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 
 
 28. 巨大脊髄空洞症を伴った脊髄血管芽腫小病変の３例 
  前嶋 竜八（ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｭｳﾔ）, 川口 礼雄, 青山 正寛, 竹内 幹伸, 高安 正和 
  愛知医科大学脳神経外科 
 
 29. 潜在的環軸椎脱臼により生じた学校内スポーツ事故の一例 
  白坂 暢朗（ｼﾗｻｶ ﾉﾌﾞｵ）1, 安田 宗義1, 船井 三規子1, 伊藤 圭祐1, 宮嵜  
  章宏1, 根来 眞1, 渡邊 秀寿2, 川村 正太郎2, 山田 弘樹3, 安達 真也4, 川村 
  卓哉4 
  1一宮西病院脳神経外科, 2一宮西病院救急科, 3一宮西病院放射線科, 
  4一宮西病院小児科 
 
 30. 臨床経過から再増大が疑われた神経腸管嚢胞の1手術例 
  神保 康志（ｼﾞﾝﾎﾞ ﾔｽｼ）1, 佐藤 圭輔1, 小林 勉1, 本道 洋昭1, 中西 ゆう子2,  
  石澤 伸2 
  1富山県立中央病院脳神経外科, 2富山県立中央病院病理診断科 
 

 

 
 31. 錐体静脈による三叉神経痛に対する微小血管減圧術 
  熊谷 昌紀（ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｷ）, 江頭 裕介, 榎本 由貴子, 中山 則之, 大江 直行,  
  矢野 大仁, 岩間 亨 
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  岐阜大学脳神経外科 
 
 32. 広範な皮質形成異常を呈する難治性てんかんの一手術例 
  山添 知宏（ﾔﾏｿﾞｴ ﾄﾓﾋﾛ）, 山本 貴道, 山添 知宏, 藤本 礼尚, 中戸川 裕一,  
  内田 大貴, 黒田 直生人, 天野 裕貴, 稲永 親憲, 田中 篤太郎 
  総合病院聖隷浜松病院脳神経外科 
 
 33. 舌咽神経痛を早期診断し微小血管減圧術にて治療し得た一例 
  阿部 節（ｱﾍﾞ ﾀｶｼ）, 田島 隼人, 木村 啓佑, 西井 智哉, 中村 茂和, 栗本 
  太志, 渡邉 和彦 
  半田市立半田病院脳神経外科 
 
 34. 一側扁桃体腫大のみを有する側頭葉てんかん手術例の臨床的特徴について 
  の検討 
  近藤 聡彦（ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ）1, 臼井 直敬1, 松平 敬史3, 松田 一己1, 鳥取 
  孝安1, 井上 有史2 
  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・神経医療ｾﾝﾀｰ精 
  神科, 3静岡てんかん・神経医療ｾﾝﾀｰ神経内科 
  
 35. 外傷性神経障害性疼痛に対する脊髄刺激療法  4例報告 
  種井 隆文（ﾀﾈｲ ﾀｶﾌﾐ）1, 梶田 泰一2, 竹林 成典1, 中原 紀元1, 若林 俊彦3 
 1名古屋ｾﾝﾄﾗﾙ病院脳神経外科, 2名古屋医療センター 脳神経外科, 
 3名古屋大学脳神経外科 
 
 36. 神経変性疾患に対するバクロフェン髄腔内投与療法 
  竹林 成典（ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾉﾘ）1, 竹内 裕喜2, 種井 隆文1, 中原 紀元1 
  1名古屋ｾﾝﾄﾗﾙ病院脳神経外科, 2国立病院機構東名古屋病院脳神経外科 
 

 
 37. 対側損傷に伴う骨折を伴わない急性硬膜外血腫の1例 
  一ノ瀬 惇也（ｲﾁﾉｾ ﾄｼﾔ）, 田中 慎吾, 吉川 陽文, 東馬 康郎, 木多 眞也 
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  岐阜大学脳神経外科 
 
 32. 広範な皮質形成異常を呈する難治性てんかんの一手術例 
  山添 知宏（ﾔﾏｿﾞｴ ﾄﾓﾋﾛ）, 山本 貴道, 山添 知宏, 藤本 礼尚, 中戸川 裕一,  
  内田 大貴, 黒田 直生人, 天野 裕貴, 稲永 親憲, 田中 篤太郎 
  総合病院聖隷浜松病院脳神経外科 
 
 33. 舌咽神経痛を早期診断し微小血管減圧術にて治療し得た一例 
  阿部 節（ｱﾍﾞ ﾀｶｼ）, 田島 隼人, 木村 啓佑, 西井 智哉, 中村 茂和, 栗本 
  太志, 渡邉 和彦 
  半田市立半田病院脳神経外科 
 
 34. 一側扁桃体腫大のみを有する側頭葉てんかん手術例の臨床的特徴について 
  の検討 
  近藤 聡彦（ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ）1, 臼井 直敬1, 松平 敬史3, 松田 一己1, 鳥取 
  孝安1, 井上 有史2 
  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・神経医療ｾﾝﾀｰ精 
  神科, 3静岡てんかん・神経医療ｾﾝﾀｰ神経内科 
  
 35. 外傷性神経障害性疼痛に対する脊髄刺激療法  4例報告 
  種井 隆文（ﾀﾈｲ ﾀｶﾌﾐ）1, 梶田 泰一2, 竹林 成典1, 中原 紀元1, 若林 俊彦3 
 1名古屋ｾﾝﾄﾗﾙ病院脳神経外科, 2名古屋医療センター 脳神経外科, 
 3名古屋大学脳神経外科 
 
 36. 神経変性疾患に対するバクロフェン髄腔内投与療法 
  竹林 成典（ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾉﾘ）1, 竹内 裕喜2, 種井 隆文1, 中原 紀元1 
  1名古屋ｾﾝﾄﾗﾙ病院脳神経外科, 2国立病院機構東名古屋病院脳神経外科 
 

 
 37. 対側損傷に伴う骨折を伴わない急性硬膜外血腫の1例 
  一ノ瀬 惇也（ｲﾁﾉｾ ﾄｼﾔ）, 田中 慎吾, 吉川 陽文, 東馬 康郎, 木多 眞也 

  福井県立病院脳神経外科 
 
 38. 剪定鋏による経鼻的穿通性頭部外傷の１例 
  井口 整（ｲﾉｸﾁ ｾｲ）, 池村 涼吾, 上田 哲也, 関口 和哉, 中嶋 伸太郎,  藤田 
  修英, 長谷川 浩, 上野 英明, 渡邉 瑞也, 中尾 保秋, 山本 拓史 
  順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科 
 
 39. MRI対応圧可変式シャントシステムのアーチファクト-1.5Tと3T MRIの比較 
  天野 裕貴（ｱﾏﾉ ﾕｳｷ）1, 黒田 直生人1, 内田 大貴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, 田中 篤太郎1, 増井 
  孝之2 
  1総合病院聖隷浜松病院脳神経外科, 2総合病院聖隷浜松病院放射線科 
 
 40. 緊張性気脳症を併発した先天性水頭症の一例 
  杉野 文彦（ｽｷﾞﾉ ﾌﾐﾋｺ）, 神田 佳恵, 日向 尚教, 大沢 知士 
 蒲郡市民病院脳神経外科 
 
 41. 脳室心房シャント術の有用性 
  戸塚 剛彰（ﾄﾂｶ ﾀｹｱｷ）, 航 晃仁, 齊藤 靖 
  静岡赤十字病院脳神経外科 
 

 42. 頭蓋内に生じたanaplastic large cell lymphomaの1例 
  横山 勇人（ﾖｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ）, 原口 健一, 若林 健一, 芝 良樹, 権田 友美, 雄山  
  博文 
  豊橋市民病院脳神経外科 
 
 43. サルコイドーシスの経過中に悪性リンパ腫を合併した１例 
  山中 智康（ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾔｽ）1, 金井 秀樹1, 橋本 信和1, 大野 貴之1, 出村  
  光一朗1, 田中 健太郎2 
  1名古屋市立東部医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2名古屋市立大学医学部脳神経外科 
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 44. テント上下に病変を認めたCNS NK/T cell lymphomaの一例 
  根石 拡行（ﾈｲｼ ﾋﾛﾕｷ）1, 竹内 浩明2, 吉田 一彦2, 北井 隆平1, 菊田 健一 
  郎1, 海崎 泰治3 
  1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, 2公立丹南病 
  院脳神経外科, 3福井県立病院病理部 
 
 45. 放射線治療7年後に放射線誘発性血管炎によると推察される橋梗塞、脳室内 
  出血、くも膜下出血を次々と発症した毛様細胞性星細胞腫 
  丸山 邦隆（ﾏﾙﾔﾏ ｸﾆﾀｶ）1, 赤井 卓也1, 山本 修輔1, 高 正圭1, 秋岡 直樹1, 
  富田 隆浩1, 永井 正一1, 濱島 丈2, 笹原 正清2, 黒田 敏1  
  1富山大学脳神経外科, 2富山大学病態病理学講座 
 
 46. 高齢者の小脳虫部に発生したpilocytic astrocytomaの1例 
  長峰 広平（ﾅｶﾞﾐﾈ ｺｳﾍｲ）1,2, 金谷 康平1, 西川 明宏1, 後藤 哲哉1, 佐野  
  健司2, 本郷 一博1 
  1信州大学医学部脳神経外科, 2長野松代総合病院脳神経外科 
 

 
 47. 悪性転化に伴う頭蓋内出血と骨髄転移を来した成人神経皮膚黒色症の一例 
  熊谷 祐紀（ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｷ）1, 有馬 徹1, 大多和 賢登1, 安藤 遼2, 丹原 正夫1, 
  錦古里 武志1 
  1岡崎市民病院脳神経外科, 2名古屋医療センター脳神経外科 
 
 48. 海綿静脈洞部meningeal melanocytomaの一例 
  松野 宏樹（ﾏﾂﾉ ﾋﾛｷ）1, 高須 俊太郎2 
  1名古屋第二赤十字病院脳神経外科, 2名古屋第二赤十字病院 
 
 49. 診断に難渋した髄膜原発悪性黒色腫の1例 
  山本 篤志（ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ）, 津田 和彦, 谷岡 悟, 佐藤 裕, 丹羽 惠彦 
  松阪中央総合病院脳神経外科 
 

― 14 ―



 44. テント上下に病変を認めたCNS NK/T cell lymphomaの一例 
  根石 拡行（ﾈｲｼ ﾋﾛﾕｷ）1, 竹内 浩明2, 吉田 一彦2, 北井 隆平1, 菊田 健一 
  郎1, 海崎 泰治3 
  1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, 2公立丹南病 
  院脳神経外科, 3福井県立病院病理部 
 
 45. 放射線治療7年後に放射線誘発性血管炎によると推察される橋梗塞、脳室内 
  出血、くも膜下出血を次々と発症した毛様細胞性星細胞腫 
  丸山 邦隆（ﾏﾙﾔﾏ ｸﾆﾀｶ）1, 赤井 卓也1, 山本 修輔1, 高 正圭1, 秋岡 直樹1, 
  富田 隆浩1, 永井 正一1, 濱島 丈2, 笹原 正清2, 黒田 敏1  
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  1信州大学医学部脳神経外科, 2長野松代総合病院脳神経外科 
 

 
 47. 悪性転化に伴う頭蓋内出血と骨髄転移を来した成人神経皮膚黒色症の一例 
  熊谷 祐紀（ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｷ）1, 有馬 徹1, 大多和 賢登1, 安藤 遼2, 丹原 正夫1, 
  錦古里 武志1 
  1岡崎市民病院脳神経外科, 2名古屋医療センター脳神経外科 
 
 48. 海綿静脈洞部meningeal melanocytomaの一例 
  松野 宏樹（ﾏﾂﾉ ﾋﾛｷ）1, 高須 俊太郎2 
  1名古屋第二赤十字病院脳神経外科, 2名古屋第二赤十字病院 
 
 49. 診断に難渋した髄膜原発悪性黒色腫の1例 
  山本 篤志（ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ）, 津田 和彦, 谷岡 悟, 佐藤 裕, 丹羽 惠彦 
  松阪中央総合病院脳神経外科 
 

 50. 後頭蓋窩に発生し閉塞性水頭症を呈したMelanotic neuroectodermal tumor 
 of infancyの一例 

  赤澤 愛弓（ｱｶｻﾞﾜ ｱﾕﾐ）1, 松田 謙1, 北井 隆平1, 鈴木 孝二2, 荒井 大志1, 
  山田 真輔1, 東野 芳史1, 常俊 顕三1, 有島 英孝1, 小寺 俊昭1, 菊田 健一郎1 
  1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,  
  2福井大学小児科 
 
 51. 手術映像をリアルタイムに他院へ配信する試み ―他院にいながら手術の研 
  修は可能か- 
  村上 健一（ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｲﾁ）1, 林 裕1, 渡邉 卓也1, 土屋 勝裕1, 上野 恵1, 新田  
  歩2, 浜田 秀剛3, 笹川 泰生4, 中田 光俊4 
  1石川県立中央病院脳神経外科, 2舳倉島診療所, 3珠洲市総合病院脳神経外科,  
  4金沢大学脳神経外科 
 

 
 52. 実験的検証による各種ステント型リトリーバーの機能評価 
  大島 共貴（ｵｵｼﾏ ﾄﾓﾀｶ）, 後藤 俊作, 山本 太樹, 石川 晃司郎, 玉利 洋介, 
  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 
 
 53. Penumbra Systemにより治療し得た左房粘液腫による心原性脳塞栓症の一例 
  桒原 聖典（ｸﾜﾊﾗ ｷﾖﾉﾘ）1, 森谷 茂太1, 前田 晋吾1, 早川 基治2 
  1公立西知多総合病院脳神経外科, 2藤田保健衛生大学医学部脳神経外科 

 
 54. 二度の呼吸停止を呈した一側延髄外側梗塞の1例 
  宇野 豪洋（ｳﾉ ﾀｹﾋﾛ）1, 得田 和彦1, 中島 良夫1, 木谷 隆一1, 内山 尚之2 
  1富山労災病院脳神経外科, 2金沢大学附属病院脳神経外科 
 
 55. 血管内治療が奏功した脳静脈洞血栓症の2例 
  森嶋 亮（ﾓﾘｼﾏ ﾘｮｳ）, 米澤 慎悟, 北島 英臣, 野田 伸司 
  土岐市立総合病院脳神経外科 
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 56. 脳静脈洞血栓症の2症例-初診時のCT所見について- 
  鳥飼 武司（ﾄﾘｶﾞｲ ﾀｹｼ）, 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 
 

 57. 血管付き頭蓋骨モデルが手術戦略決定に有用であった後頭部導出静脈が発 
  達したCrouzon症候群の一例 
  城 泰輔（ｼﾛ ﾀｲｽｹ）1,2, 赤井 卓也1, 富田 隆浩1, 黒田 敏1 
  1富山大学医学部脳神経外科, 2富山県済生会富山病院脳神経外科 
 
 58. 当院における抗血栓療法と頭蓋内出血入院患者の検討  
  金丸 英樹（ｶﾅﾏﾙ ﾋﾃﾞｷ）, 土屋 拓郎, 川口 健司, 森川 篤憲 

  鈴鹿中央総合病院脳神経外科 
 
 59. 右浅側頭動脈-中大脳動脈(STA-MCA)吻合術10年後に右側頭葉病変を生じた1例 
  中島 英貴（ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ）, 宮 史卓, 毛利 元信, 北野 詳太郎, 佐野 貴則,  
  清水 重利 
  伊勢赤十字病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
 
 60. STA-MCA anastomosisとCABGを同日に行った1例 
  高柳 海（ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶｲ）, 岡田 健, 遠藤 乙音, 藤井 健太郎, 水野 晃宏,  
  平松 拓 
  愛知県厚生連海南病院脳神経外科 
 
 61. AVM定位放射線治療後に発生した嚢胞性病変の一例 
  宮岡 嘉就（ﾐﾔｵｶ ﾖｼﾅﾘ）1, 新田 純平1, 中村 卓也1, 小林 聰1, 四方 聖二2 
  1小林脳神経外科病院, 2相澤病院ガンマナイフセンター 
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