
【学術プログラム】 

 

＊ 発表時間 

 発表 討論 

症例報告（1例報告） 演題番号に下線なし 4分 

2 分 臨床研究 

症例報告（2例以上） 
演題番号に下線あり 5分 

 

9:00〜9:05 開会の挨拶             岩間 亨（岐阜大学） 

 

9:05〜9:36 腫瘍１ 

座長：玉瀬 玲（金沢医科大学） 

 

1. 1-01. 振戦で発症した若年蝶形骨縁髄膜腫の１例 

    田中 慎吾 

    金沢大学脳神経外科 

2. 1-02. 大孔部に発生した副神経髄膜腫の１例 

    毛利 正直 

    富山市民病院脳神経外科 

3. 1-03. Rhabdoid Feature を伴う小児髄膜腫の１例 

    高田 翔 

    金沢医科大学脳神経外科 

4. 1-04. Gorlin 症候群患者に発生した髄膜腫の１例 

    門脇 慎 

    浜松医科大学付属病院脳神経外科 

5. 1-05. 眼窩内 solitary fibrous tumorの画像診断に関する検討 

    大石 正博 

    金沢大学脳神経外科 

 

 

9:39〜10:03 腫瘍２ 

座長：木下 雅史（金沢大学） 



 

6. 2-01. 血腫被膜および血腫腔内に癌転移を認めた慢性硬膜下血腫の 1例 

    一ノ瀬 惇也 

    石川県立中央病院脳神経外科 

7. 2-02. 長期生存している乳癌原発髄膜癌腫症の 1例 

    水松 真一郎 

    総合青山病院サイバーナイフセンター，脳脊髄センター 

8. 2-03. 神経膠芽腫の治療中に髄膜腫内に浸潤性進展を来した１例 

    泉 響介 

    順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科 

9. 2-04. 甲状腺乳頭癌全摘出術後 2年後に脳転移をきたし出血で発症した１ 

   例 

    小嶋 大二朗 

    藤田医科大学医学部脳神経外科学 

   

 

10:06〜10:37 腫瘍３ 

座長：永田 雄一（名古屋大学） 

 

10. 3-01. 急速な意識障害を呈し脳生検でのみ診断できた中枢性血管内リンパ 

     腫の１例 

    工藤 渉 

    福井県済生会病院脳卒中センター脳神経外科 

11. 3-02. 先行病変がみられた中枢神経原発悪性リンパ腫の 1例 

    貴田 覚 

    焼津市立総合病院脳神経外科 

12. 3-03. 下垂体茎から視床下部に限局して発生した原発性中枢神経悪性リン 

   パ腫の 1例 

    神宮字 伸哉 

    富山県立中央病院脳神経外科 

13. 3-04. 錐体斜台部髄膜腫に対し内視鏡および外視鏡下腫瘍摘出術を行った 

   １例 



    近藤 辰磨 

    名古屋第二赤十字病院脳神経外科 

14. 3-05. 小脳橋角部腫瘍に対する外側後頭下開頭術の工夫 

    棚橋 邦明 

    名古屋大学脳神経外科 

 

10:40〜11:12 てんかん 

座長：武藤 淳（藤田医科大学） 

 

15. 4-01. アルツハイマー型認知症の症状として発症した側頭葉海綿状血管腫 

   の１例 

    広川 裕介 

    聖隷浜松病院脳神経外科 

16. 4-02. Broca 野を摘出した皮質形成異常を伴う焦点性てんかんの１例 

    高井 想生 

    名古屋大学医学部脳神経外科 

17. 4-03. 脳神経外科領域におけるペランパネルの有用性 

    鈴木 景子 

    西島病院脳神経外科 

18. 4-04. Carotid artery stenting(CAS)施行後 12日目にてんかん重積状態と 

   なり、CT-perfusionと MRI-FLAIRの変化が脳波の lateralized  

   periodic discharges(LPDs)と相関した１例 

    奥村 太郎 

    名古屋第一赤十字病院脳神経外科 

19. 4-05. 中心溝近傍の切除をおこなった perirolandic epilepsy の２例 

    近藤 聡彦 

    国立病院機構静岡てんかん神経医療センター 

 

11:15〜11:41 機能 

座長：鮫島 哲朗（浜松医科大学） 

 

20. 5-01. 脊髄刺激療法はどのような脳卒中後疼痛に対して効果を期待でき 



   るか 

    種井 隆文 

    小牧市民病院脳神経外科、名古屋セントラル病院脳神経外科 

21. 5-02. 仰臥位での脳神経減圧術 

    長峰 広平 

    信州大学脳神経外科 

22. 5-03. 再発の舌咽神経痛に対して舌咽神経の Rhizotomy が有効であった１ 

   例 

    Raja Kutty 

    藤田医科大学ばんたね病院 脳神経外科 

23. 5-04. 視神経障害に対する１手術例 

    田井 克英 

    福井大学医学部附属病院脳神経外科 

 

11:50〜12:20 退官記念講演 

座長：岩間 亨（岐阜大学） 

 

「脳神経外科医として歩んだ 40年間」 

愛知医科大学脳神経外科学講座 教授 

高安 正和 先生 

 

12:30〜13:30 ランチョンセミナー（領域講習） 

座長：矢野 大仁（岐阜大学） 

 

「てんかん診断の基本と最新の治療」 

東京医科歯科大学脳神経機能外科 教授 

前原 健寿 先生 

 

共催：第一三共株式会社 

 

12:30〜13:20 日本脳神経外科学会中部支部理事会 

会場：じゅうろくプラザ ４F 研修室３ 

 



13:40〜14:00 第 95回日本脳神経外科学会中部支部学術集会  

        ベスト座長賞・優秀論文表彰式及び講演 

座長：赤井 卓也（富山大学） 

 

演題 12 「後大脳動脈領域を含んだ高度脳虚血を有するもやもや病に対する一  

     期的脳血行再建術」 

     富山大学医学部脳神経外科 

     齋藤 久泰 

 

演題 19 「滑車神経鞘腫症例から考える滑車神経損傷と複視出現の頻度」 

     藤田医科大学医学部脳神経外科 

     藤原 英治 

 

演題 2 「神経機能を悪化させず摘出できた基底核脳動静脈奇形の１例」 

     名古屋市立大学医学部脳神経外科 

     山中 智康 

 

14:10〜14:47 脊椎・脊髄、小児奇形 

座長：鳥飼 武司（名古屋市立大学） 

 

24. 6-01. ACTH 単独欠損症を合併した頚椎症性頚髄症の 1 例 

    苗代 朋樹 

    市立四日市病院脳神経外科 

25. 6-02. 組織球性肉腫胸椎転移による脊髄症に対し治療が奏効した１例 

    雄山 隆弘 

    名古屋医療センター脳神経外科 

26. 6-03. デノスマブの投与間隔の延長により良好に制御し得た蝶形骨骨巨細 

   胞腫の１例 

    庄田 幹 

    名古屋市立大学医学部脳神経外科 

27. 6-04. 重症睡眠時無呼吸症候群を伴ったキアリ 1.5型奇形の 1例 

    熊谷 駿介 



    長野赤十字病院脳神経外科 

28. 6-05. 頭蓋縫合早期癒合症における灰白質, 白質, 脳脊髄液および血液の 

   体積成分比 

    中戸川 裕一 

    聖隷浜松病院脳神経外科 

29. 6-06. 総排泄腔外反症に合併した終末脊髄嚢瘤の手術経験 

    小林 勉 

    富山県立中央病院脳神経外科 

 

14:50〜15:21 感染・外傷 

座長：中山 則之（岐阜大学） 

 

30. 7-01. 感染性硬膜下血腫の３例 

    橋田 美紀 

    豊橋市民病院脳神経外科 

31. 7-02. 頚胸椎後方固定術(C5-Th11)後に感染・皮膚欠損を生じ抜釘した１例 

    滝戸 悠平 

    安城更生病院脳神経外科 

32. 7-03. 外傷により間接バイパス血行から頭蓋内出血を来した小児もやもや 

   病の１例 

    笹ヶ迫 知紀 

    静岡県立こども病院脳神経外科 

33. 7-04. 内後頭隆起上の骨棘による静脈洞損傷が原因と考えられた急性硬膜 

   外血腫の１例 

    大塚 亮太朗 

    福井赤十字病院脳神経外科 

34. 7-05. 脳脊髄圧減少症に起因する慢性硬膜下血腫に対して硬膜外自家血注 

   入療法が著効した１例 

    春原 裕希 

    JCHO 中京病院脳神経外科 

 

15:24〜15:59 血管１ 



座長：常俊 顕三（福井大学） 

 

35. 8-01. 中大脳動脈瘤内の血栓形成による脳塞栓症をきたした２例 

    長谷川 義仁 

    一宮西病院 脳神経外科 

36. 8-02. 異なる原因による塞栓性血栓の病理学的検討 

    白石 啓太朗 

    富山大学医学部脳神経外科 

37. 8-03. Model を用いた脳動脈瘤 clipping、coil塞栓 simulation による Two  

   way surgeon の育成 

    天神 博志 

    静岡赤十字病院脳神経外科 

38. 8-04. 遠位部中大脳動脈瘤に対する外科的治療 

    中村 帆南美 

    市立島田市民病院脳神経外科 

39. 8-05. 小開頭での脳動脈瘤手術におけるクリップ形状の選択:自験例での 

    検討 

    藤井 健太郎 

    愛知厚生連海南病院脳神経外科 

 

16:02〜16:27 血管２ 

座長：柏﨑 大奈（富山大学） 

 

40. 9-01. 脳動脈瘤破裂のコイル塞栓術後に Sylvius裂の血腫が拡大した１例 

    熊谷 昌紀 

    浜松労災病院脳神経外科 

41. 9-02. 破裂後大脳動脈瘤に対し血管内治療を行った２症例 

    川勝 暢 

    静岡赤十字病院脳神経外科 

42. 9-03. 短期間に連続して破裂した SLE合併多発末梢性後大脳動脈瘤の病理 

   学的検討 

    中島 拓真 



    公立陶生病院脳神経外科 

43. 9-04. 脳梗塞後にくも膜下出血を発症した SLEの１例 

    塚本 英祐 

    小牧市民病院脳神経外科 

 

16:30〜16:54 血管３ 

座長：堀内 哲吉（信州大学） 

 

44. 10-01. 妊娠中の脳出血を契機にみつかった dural cavernous hemangioma 

   の１例 

    石井 一輝 

    小牧市民病院脳神経外科 

45. 10-02. 脳出血にて発症した可逆性脳血管攣縮症候群の１例 

    山本 篤志 

    桑名市総合医療センター脳神経外科 

46. 10-03. Von Willebrand 病を合併した出血発症もやもや病の１例 

    鈴木 有芽 

    三重大学医学部附属病院脳神経外科 

47. 10-04. γナイフ照射後に血管撮影で完全閉塞を確認してから 10年後に出 

   血をきたした脳動静脈奇形の１例 

    加納 清充 

    朝日大学病院脳神経外科 

 

16:57〜17:27 血管４ 

座長：三浦 洋一（三重大学） 

 

48. 11-01. 中脳梗塞により Claude症候群を来した１例 ～対側上方注視麻痺の 

   合併～ 

    今井 直哉 

    静岡市立静岡病院脳神経外科 

49. 11-02. 慢性被膜化脳内血腫の１例 

    大島 望 



    知多厚生病院脳神経外科 

50. 11-03. 重症 SAHにて発症した成人後頭蓋 pial AVFの１例に対する治療経 

   験 

    西脇 崇裕貴 

    岐阜県総合医療センター脳神経外科 

51. 11-04. 小脳出血を呈した静脈洞交会部硬膜動静脈瘻に対し急性期塞栓術 

   を施行し髄膜炎が続発した１例 

    柴田 広海 

    豊川市民病院脳神経外科 

52. 11-05. 静脈洞血栓症後に生じた多発硬膜動静脈瘻の１例 

    吉川 陽文 

    金沢大学脳神経外科 

 

17:30〜17:57 血管内治療 

座長：大島 共貴（愛知医科大学） 

 

53. 12-01. 医原性内頚動脈解離に緊急ステント留置を行った２症例 

    辻本 吉孝 

    福井赤十字病院脳神経外科 

54. 12-02. 逆行性内膜下アプローチにてステント留置術を行った鎖骨下動脈 

   慢性閉塞の２症例 

    加茂 徹大 

    富山県済生会富山病院脳神経外科 

55. 12-03. 延髄への穿通枝に着目した破裂椎骨動脈解離に対する血管内治療 

   の成績 

    浅井 琢美 

    国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科 

56. 12-04. 遺残原始三叉神経動脈損傷に関連した外傷性内頚動脈海綿静脈洞 

   瘻の１例 

    川口 礼雄 

    愛知医科大学脳神経外科 

 



 

17:57〜18:00 閉会の挨拶           岩間 亨（岐阜大学） 


