プログラム
■配信 A 会場
開会挨拶（8:25〜8:30）
会長

米澤

泰司（阪奈中央病院）

血管障害・脳動脈瘤 1（8:30〜9:05）
座長：八子
コメンテーター：本山

A-01

靖（大阪警察病院）

椎骨動脈部分血栓化脳動脈瘤の開頭クリッピング術
社会医療法人高清会
森本 哲也

A-02

理恵（和歌山県立医科大学）

高井病院

脳神経外科

両側 non-branching type の M1 動脈瘤の 1 例
国立循環器病研究センター脳神経外科、2）近畿大学病院脳神経外科
笹ヶ迫 知紀 1）、角 真佐武 1）、濱野 栄佳 1）、下永 皓司 1）、池堂 太一 1）、櫛 裕史 1）、永野 祐志 1）、
太田 剛史 1）、森 久恵 1）、佐藤 徹 1）、高橋 淳 2）、飯原 弘二 1）、片岡 大治 1）
1）

A-03

内頚動脈終末部巨大動脈瘤に対し同側前大脳動脈起始部閉塞を併用したフローダイバータース
テント留置術を行なった１例
大阪医療センター脳神経外科
村上 慶次朗、藤中 俊之、尾崎 友彦、木谷 知樹、金村 米博、中島 伸、山﨑 弘輝、澤田 遥奈、
瀧 毅伊、西澤 尚起

A-04

未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療後に造影剤脳症を呈した 5 例の検討
大阪医療センター脳神経外科
瀧 毅伊、尾崎 友彦、西澤 尚起、村上 慶次朗、澤田 遥奈、山﨑 弘輝、木谷 知樹、金村 米博、
中島 伸、藤中 俊之

A-05

未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後にスパズムが生じた 1 例
大阪警察病院脳神経外科
福森 惇司、福留 賢二、三井 貴晶、中島 司、速水 宏達、松岡 龍太、鄭 倫成、新 靖史、明田 秀太、
本山 靖

血管障害・脳動脈瘤 2（9:05〜9:33）
座長：中村
コメンテーター：片岡

A-06

元（大阪大学）
大治（国立循環器病研究センター）

診断に難渋した右内頸動脈血豆状動脈瘤破裂によるくも膜下出血の一例
関西医科大学脳神経外科
李 一、武田 純一、亀井 孝昌、上野 勝也、内藤 信晶、山村 奈津美、羽柴 哲夫、吉村 晋一、
埜中 正博、淺井 昭雄

A-07

脳内血腫と急性硬膜下血腫で発症したくも膜出血を伴わない破裂前大脳動脈瘤の 1 例
兵庫県立淡路医療センター脳神経外科
斧渕 夏那、岡田 真幸、阪上 義雄

A-08

破裂血豆状内頸動脈瘤が疑われる症例に対する直達手術
大阪府済生会中津病院脳神経外科
西嶋 脩悟、後藤 浩之、児嶌 悠一郎、大畑 健治
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A-09

熱傷を合併したくも膜下出血患者の治療経験
大阪南医療センター脳神経外科
横田 浩、丸谷 明子、山田 與徳

教育セミナー「顔面神経の温存 〜それぞれの立場から〜」（9:50〜10:50）
座長：後藤

剛夫（大阪市立大学）

ES1-1 初療科となる脳神経外科医にこそ心得ていてほしい顔面神経麻痺への対応
〜外側頭蓋底・側頭骨内病変による顔面麻痺を添えて〜
大阪警察病院耳鼻咽喉科／顔面神経・難聴センター
松代 直樹

ES1-2 外側後頭下開頭による聴神経腫瘍摘出の基本手技
京都大学脳神経外科
吉田 和道
共催：Integra Japan 株式会社

血管障害・脳動脈瘤 3（10:50〜11:18）
座長：大西
コメンテーター：南都

A-10

宏之（大西脳神経外科病院）
昌孝（京都府立医科大学）

γ ナイフ照射後に発生した AICA-PICA 分岐部脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血
医療法人弘善会矢木脳神経外科病院、2）大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
木村 誠吾 1）、矢木 亮吉 2）、岸 文久 1）、小川 大二 1）、山田 圭一 1）、谷口 博克 1）、鰐渕 昌彦 2）
1）

A-11

破裂遠位後下小脳動脈解離性動脈瘤切除後に動脈瘤が再発した 1 例
市立東大阪医療センター脳神経外科
桝谷 鷹弘、白石 祐基、茶谷 めぐみ、木村 新、藤本 京利

A-12

当院での破裂嚢状脳動脈瘤に対するコイル塞栓
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院リハビリテーション科
長濱 篤文 1）、川上 太一郎 1）、髙川 正成 1）、小林 和貴 1）、服部 真人 1）、岡本 光佑 1）、下本地 航 1）、
坂本 竜司 1）、廣瀬 智史 1）、塚崎 裕司 2）、夫 由彦 1）
1）
2）

A-13

くも膜下出血と腹腔内出血をほぼ同時期に発症し segmental arterial mediolysis（SAM）
と考えられた一例
淀川キリスト教病院脳神経外科、2）淀川キリスト教病院消化器外科、
3）
淀川キリスト教病院放射線診断科、4）神戸大学医学部脳神経外科
立澤 奈央 1）、森 達也 1）、池田 充 1）、森川 雅史 1）、保原 祐樹 2）、市來 真 3）、藤田 敦史 4）、篠山 隆司 4）
1）

血管障害・その他 1（11:18〜11:53）
座長：白川
コメンテーター：真田

A-14

学（兵庫医科大学）
寧皓（近畿大学）

小脳出血に対する内視鏡下血腫除去術の有用性
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科
下本地 航、長濱 篤文、川上 太一郎、小林 和貴、服部 真人、岡本 光佑、坂本 竜司、廣瀬 智史、
夫 由彦

A-15

血腫除去術に工夫を要した出血発症もやもや病の一例
香芝生喜病院
高村 慶旭、奥地 一夫
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A-16

出血で発症した脳幹部静脈性血管奇形の一例
京都大学医学部脳神経外科、2）京都大学医学部脳神経内科
三谷 幸輝 1）、安部倉 友 1）、眞木 崇州 2）、吉田 和道 1）、宮本 享 1）
1）

A-17

Twig-like MCA から出血した一例
河内総合病院
田村 直道、石原 正浩、村澤 明、中尾 和民

A-18

網状血管を伴う特発性中大脳動脈閉塞（Rete middle cerebral artery）の 2 例
奈良県総合医療センター脳神経外科、2）奈良県立医科大学脳神経外科
岡本 知也 1）、至田 洋一 1）、村上 敏春 1）、前川 秀継 1）、藤本 憲太 1）、橋本 宏之 1）、木次 将史 2）、
中川 一郎 2）
1）

血管障害・その他 2（11:53〜12:28）
座長：布川
コメンテーター：辻

A-19

知史（近畿大学）
篤司（滋賀医科大学）

Twisted internal carotid artery を呈する症候性高度内頚動脈狭窄に対し頸動脈内膜剥離術
を行った一例
市立東大阪医療センター脳神経外科
白石 祐基、藤本 京利、桝谷 鷹弘、茶谷 めぐみ、木村 新

A-20

頚動脈ステント留置術後ステント感染による頸部内頚動脈仮性動脈瘤に対する人工血管を用い
て血行再建を行った 1 例
大阪医療センター脳神経外科
西澤 尚起、尾崎 友彦、木谷 知樹、中島 伸、金村 米博、山﨑 弘輝、澤田 遥奈、瀧 毅伊、
村上 慶次朗、藤中 俊之

A-21

診断に苦慮した脳底動脈病変の一例
市立奈良病院脳神経外科
山田 研吾、徳永 英守、出口 潤、小谷 有希子、二本松 綾乃、二階堂 雄次

A-22

中大脳動脈閉塞による脳腫脹に対しチタンメッシュプレートを用いて減圧術を施行した一例
京都第二赤十字病院脳神経外科、2）京都第二赤十字病院脳神経内科
土井 智行 1）、小川 隆弘 1）、小谷 紗稀 1）、前川 豊伸 1）、永井 利樹 1）、徳田 直輝 2）、永金 義成 2）、
村上 陳訓 1）
1）

A-23

MTHFR 遺伝子多型による高ホモシステインに伴う脳静脈洞血栓症の一例
京都岡本記念病院脳神経外科
宮田 悠、二宮 楓太、藤田 智昭、野々山 裕、中澤 拓也、深尾 繁治

ランチョンセミナー 1（12:30〜13:30）
座長：橋本

宏之（奈良県総合医療センター）

LS1-1 悪性神経膠腫治療における新たな潮流

手術とてんかん管理の実際について

奈良県立医科大学脳神経外科
松田 良介

LS1-2 脳腫瘍関連てんかんの治療におけるパラダイムシフトの可能性

〜覚醒下手術からの知見をふ

まえて〜
名古屋大学脳神経外科
本村 和也
共催：エーザイ株式会社
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特別講演 1（13:35〜14:35）
座長：米澤

SL1

泰司（阪奈中央病院）

脳外科手術における外視鏡（HawkSight）の有用性と注意点
旭川赤十字病院脳神経外科
瀧澤 克己
共催：三鷹光器株式会社

シンポジウム「脳神経外科医療の均霑化問題−近畿地方版」（14:40〜15:40）
座長：宮本
中瀬

享（京都大学）
裕之（奈良県立医科大学）

Keynote lecture 導入と京都府
京都大学
宮本 享

S-1

大阪府
大阪大学
貴島 晴彦

S-2

兵庫県
神戸大学
篠山 隆司

S-3

滋賀県
滋賀医科大学
野崎 和彦

S-4

和歌山県
和歌山県立医科大学
中尾 直之

S-5

奈良県
奈良県立医科大学
中瀬裕之

脊髄外科基本教育セミナー「腰部脊柱管狭窄症治療の基本」（15:40〜16:40）
座長：佐々木

学（阪和記念病院脳神経外科・脊椎脊髄外科/大阪大学）

概要説明
富永病院
乾 敏彦

ES2-1 診断のポイント
奈良県立医科大学
竹島 靖浩

ES2-2 術式の種類と選択
市立吹田市民病院
梅垣 昌士

ES2-3 手術手技におけるコツ
信愛会脊椎脊髄センター
上田 茂雄
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血管障害・血管内 1（16:43〜17:25）
座長：佐藤
コメンテーター：須山

A-24

徹（国立循環器病研究センター）
武裕（関西医科大学総合医療センター）

左房粘液腫による中大脳動脈閉塞症に対して血栓回収を施行した一例
兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経外科
吉本 修也、林 智子、森本 貴昭、高橋 由紀、永田 学、北川 雅史、多喜 純也、山田 圭介

A-25

急性肺血栓塞栓症を合併した奇異性脳塞栓症に対し血栓回収療法を施行した 1 例
ツカザキ病院 脳神経外科、2）ツカザキ病院 リハビリテーション科
高川 正成 1）、川上 太一郎 1）、小林 和貴 1）、服部 真人 1）、岡本 光佑 1）、下本地 航 1）、坂本 竜司 1）、
長濱 篤文 1）、廣瀬 智史 1）、塚崎 裕司 2）、夫 由彦 1）
1）

A-26

血栓病理からも同定し得た両側頸部内頸動脈解離の一例
大西脳神経外科病院脳神経外科、2）大西脳神経外科病院神経内科
矢野 佑磨 1）、小坂田 陽介 2）、高橋 賢吉 1）、大西 宏之 1）、久我 純弘 1）、大西 英之 1）
1）

A-27

ヨード造影剤アレルギー患者に対してガドリニウム造影剤を用いて機械的血栓回収療法を施行
した一例
地方独立行政法人りんくう総合医療センター脳神経外科
宇野 貴宏、中田 秀一、佐々木 華子、石田 城丸、下岡 直、出原 誠、萩原 靖

A-28

大動脈人工血管置換術後の急性主幹動脈閉塞に対して頚部頚動脈直接穿刺による血栓回収術を
施行した 1 症例
国立循環器病研究センター脳神経外科
手賀 丈太、角 真佐武、佐藤 徹、西脇 崇裕貴、永野 祐志、櫛 裕史、下永 皓司、池堂 太一、
濱野 栄佳、太田 剛史、飯原 弘二、片岡 大治

A-29

経皮的脳血栓回収術後、親水性コーティング剤により遅発性に発症した多発脳白質病変の一例
和歌山県立医科大学脳神経外科
土岐 尚嗣、辻 栄作、石井 政道、八子 理恵、中尾 直之

血管障害・血管内 2（17:25〜18:00）
座長：平松
コメンテーター：藤本

A-30

亮（大阪医科薬科大学）
憲太（奈良県総合医療センター）

Tandem occlusions に対する治療戦略：6 症例の後方視的検討
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院リハビリテーション科
坂本 竜司 1）、川上 太一郎 1）、長濱 篤文 1）、下本地 航 1）、岡本 光佑 1）、服部 真人 1）、小林 和貴 1）、
廣瀬 智史 1）、塚崎 裕司 2）、夫 由彦 1）
1）
2）

A-31

Carotid-Related Stroke-in-Evolution を呈した症候性内頚動脈狭窄症に対する緊急ステント
留置術の 5 症例
大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2）畷生会脳神経外科病院脳神経外科
吉村 亘平 1）、平松 亮 1）、矢木 亮吉 1）、辻 優一郎 1）、亀田 雅博 1）、野々口 直助 1）、古瀬 元雅 1）、
川端 信司 1）、高見 俊宏 1）、黒岩 敏彦 2）、鰐渕 昌彦 1）
1）

A-32

突然の意識障害で発症した vertebro-vertebral arteriovenous fistula の 1 例
医真会八尾総合病院脳神経外科、2）高井病院 脳神経・IVR センター 脳血管内治療科・IVR 科、
奈良県立医科大学 放射線・核医学科
内山 佳知 1）、高 由美 1）、高山 勝利 2）、明珍 薫 3）、黒川 紳一郎 1）、岸田 勇人 3）
1）
3）
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A-33

術中に entry point が明瞭化した特発性右内頸動脈解離の 1 例
京都府立医科大学脳神経外科学教室
竹内 康浩、丸山 大輔、中正 貴之、荻田 庄吾、南都 昌孝、橋本 直哉

A-34

受傷 10 年後に、脳梗塞で発症した外傷後椎骨動脈仮性動脈瘤の一例
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
川出 智大、春原 匡、朝倉 健登、堀井 亮、寺西 邦匡、梶浦 晋司、重安 将志、呉 浩一、春山 裕典、
高野 裕樹、福井 伸行、福光 龍、後藤 正憲、小柳 正臣、今村 博敏、坂井 信幸

閉会挨拶（18:07〜）
会長

米澤

泰司（阪奈中央病院）
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■配信 B 会場
脊髄：変性疾患・等（8:30〜9:05）
座長：山田
コメンテーター：乾

B-01

與徳（大阪南医療センター）
敏彦（富永病院）

片開き式椎弓形成術における術中超音波検査の有用性
大阪脳神経外科病院
芳村 憲泰、鶴薗 浩一郎、川本 有輝、浅井 克則、立石 明広、谷口 理章、山本 和己、若山 暁

B-02

歯突起後方偽腫瘍に合併した硬膜内嚢胞の一例
医誠会病院脳神経外科、2）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
森口 玄渡 1）、福永 貴典 1）、井間 博之 1）、二宮 貢士 1）、松本 勝美 1）、貴島 晴彦 2）、佐々木 学 1）
1）

B-03

腰椎椎間孔内に進展した黄色靭帯嚢腫のまれな一例
社会医療法人寿会富永病院脳神経外科
野本 和宏、乾 敏彦、矢田 真宏、池間 愛知、北島 大悟、長尾 紀昭、松田 康、富永 良子、北野 昌彦、
富永 紳介

B-04

原因不明で発症した高齢女性の AARF に対して頸椎後方固定術を行った 1 例
京都府立医科大学脳神経外科学教室
久岡 聡史、梅林 大督、橋本 直哉

B-05

四肢麻痺を呈した外傷性頸椎ヘルニアによる脊髄損傷の 1 例
八尾徳洲会総合病院脳神経外科
石野 昇、石本 幸太郎、宇田 裕史、中西 勇太、吉村 政樹

脊髄：血管障害（9:05〜9:40）

B-06

座長：梅林

大督（京都府立医科大学）

コメンテーター：西川

節（守口生野記念病院）

上位頸椎高位の髄内出血に対する脊髄後方切開の解剖学的指標
大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2）医療法人ラポール会 田辺脳神経外科病院、
3）
医仁会 武田総合病院 脳神経外科、4）大阪市立大学脳神経外科
辻野 晃平 1）、金光 拓也 2）、辻 優一郎 1）、矢木 亮吉 1）、平松 亮 1）、亀田 雅博 1）、池田 直廉 3）、
野々口 直助 1）、古瀬 元雅 1）、川端 信司 1）、内藤 堅太郎 4）、高見 俊宏 1）、鰐渕 昌彦 1）
1）

B-07

姑息的塞栓術で治療した髄内動静脈奇形の一症例
滋賀医科大学脳神経外科
河野 浩人、高木 健治、辻 篤司、深見 忠輝、新田 直樹、山田 茂樹、横井 俊浩、吉村 弥生、辻 敬一、
藤本 優貴、石田 正平、野崎 和彦

B-08

当施設における特発性脊髄硬膜外血腫 8 例の治療成績
社会医療法人寿会富永病院脳神経外科
矢田 真宏、乾 敏彦、野本 和宏、池間 愛知、北島 大悟、長尾 紀昭、松田 康、富永 良子、北野 昌彦、
富永 紳介

B-09

椎後方固定術後 1 年以上経過後に小脳梗塞を発症し椎骨動脈母血管閉塞術を施行した 1 例
守口生野記念病院脳神経外科、2）守口生野記念病院脳卒中内科
大道 如毅 1）、松崎 丞 2）、山本 直樹 1）、山縣 徹 1）、水戸 勇貴 1）、生野 弘道 1）、西川 節 1）
1）

B-10

Bow hunter stroke に対して母血管塞栓術にて治療した 1 例
市立東大阪医療センター脳神経外科
木村 新、藤本 京利、茶谷 めぐみ、白石 祐基、桝谷 鷹弘
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脊髄：腫瘍（10:50〜11:18）
座長：内藤堅太郎（大阪市立大学）
コメンテーター：陰山

B-11

博人（兵庫医科大学）

脊髄髄内原発の Occult germinoma：症例報告
大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
寳子丸 拓示、髙木 普賢、辻 優一郎、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、
川端 信司、高見 俊宏、鰐渕 昌彦

B-12

食道原発神経内分泌腫瘍の脊髄硬膜転移の 1 手術例
大阪警察病院脳神経外科
松岡 龍太、新 靖史、鄭 倫成、中島 司、佐々木 弘光、速水 宏達、福留 賢二、明田 秀太、本山 靖

B-13

小脳・脳幹播種を伴った脊髄星細胞腫瘍の 1 例
大阪市立大学医学部附属病院脳神経外科、2）大阪市立大学脳神経外科
神﨑 智行 1）、内藤 堅太郎 2）、後藤 剛夫 2）
1）

B-14

境界型 Brenner 腫瘍の胸椎転移の一例
京都岡本記念病院脳神経外科
藤田 智昭、深尾 繁治、二宮 楓太、宮田 悠、野々山 裕、中澤 拓也

脊髄：その他（11:18〜11:46）
座長：福田
コメンテーター：高山

B-15

美雪（交野病院信愛会脊椎脊髄センター）
柄哲（大津市民病院）

外傷後の癒着性くも膜炎から進行した脊髄空洞症の 1 例
奈良県立医科大学脳神経外科
岡本 愛、竹島 靖浩、藤田 大義、横山 昇平、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

B-16

アトピー性皮膚炎と化膿性脊椎炎の関連についての検討
医誠会病院脳神経外科
福永 貴典、森口 玄渡、井間 博之、二宮 貢士、松本 勝美、佐々木 学

B-17

尋常性乾癬が原因と考えられた傍脊柱筋、腰椎硬膜外膿瘍の一例
医誠会病院脳神経外科、2）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
二宮 貢士 1）、佐々木 学 1）、福永 貴典 1）、森口 玄渡 1）、井間 博之 1）、松本 勝美 1）、貴島 晴彦 2）
1）

B-18

骨粗鬆症性圧迫骨折に対する Vertebral body stenting (VBS)の初期使用経験
社会福祉法人大阪暁明館病院脳神経外科
藤原 翔、森脇 崇、、大西 諭一郎、、岩月 幸一

小児（11:46〜12:14）
座長：埜中
コメンテーター：原田

B-19

正博（関西医科大学）
敦子（高槻病院）

皮膚表面からの索状物と連続が疑われた割髄症中隔に外科的治療を施行した 1 例
兵庫県立こども病院脳神経外科
松木 泰典、沖野 礼一、長坂 昌平、阿久津 宣行、小山 淳二、河村 淳史

B-20

両中頭蓋窩嚢胞を合併し嚢胞間に交通を認めた鞍上部くも膜嚢胞の一例
関西医科大学脳神経外科
内藤 信晶、埜中 正博、上野 勝也、山村 奈津美、李 一、小森 裕美子、亀井 孝昌、武田 純一、
羽柴 哲夫、吉村 晋一、淺井 昭雄
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B-21

小児遠位部中大脳動脈瘤の 1 例
奈良県立医科大学脳神経外科
中瀬 健太、山田 修一、横山 昇平、木次 将史、朴 憲秀、竹島 靖浩、松田 良介、田村 健太郎、
西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

B-22

小児 Parasplenial AVM の 1 例
大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
藤田 大義、飯田 淳一、福永 幹、下間 惇子、八重垣 貴英、宮前 誠亮、中野 了、枝川 光太朗、
堀内 薫、玉置 亮

ランチョンセミナー 2（12:30〜13:30）
座長：原

政人（愛知医科大学脊髄脊椎センター）

LS2-1 脊椎脊髄手術の止血手技 -開頭術との相違点奈良県立医科大学
竹島靖浩

LS2-2 脊椎腫瘍摘出時の止血操作-Tips & Pitfallツカザキ病院
下川宣幸
共催：バクスター株式会社

特別講演 2（13:35〜14:35）
座長：中瀬

SL2

脊髄空洞症治療のポイント

裕之（奈良県立医科大学）

〜合併例を反省して〜

いまえクリニック、2）済生会和歌山病院
今栄 信治 1）、三木 潤一郎 2）
1）

共催：第一三共株式会社

脳腫瘍 4（16:43〜17:25）

B-23

座長：田中

一寛（神戸大学）

コメンテーター：奥田

武司（近畿大学）

脳出血にて発症した転移性悪性黒色腫の 1 例
南奈良総合医療センター脳神経外科
浅田 喜代一、枡井 勝也、石田 泰史

B-24

遠隔転移を伴う悪性黒色腫の脳転移の一例
北播磨総合医療センター脳神経外科、2）神戸大学医学部脳神経外科、
3）
北播磨総合医療センター病理診断科、4）北播磨総合医療センター血液腫瘍内科
林 秀弥 1）、三宅 茂 1）、梅田 昴 2）、岡村 優介 1）、坂田 純一 1）、山本 大輔 1）、山本 侑毅 3）、高倉 嗣丈 4）、
後藤 秀彰 4）、杉本 健 4）
1）

B-25

嚢胞を形成した epithelioid hemangioendothelioma 脳転移に対して内視鏡的腫瘍摘出術を
実施した
京都大学脳神経外科
一瀬 綾花、大石 正博、吉田 昌史、荒川 芳輝、宮本 享

B-26

片側性 panopthalmoplegia で発症した頭蓋底悪性リンパ腫の一治療例
大阪警察病院 脳神経外科
木田 将義、新 靖史、松岡 龍太、三井 貴晶、中島 司、速水 宏達、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、
本山 靖
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B-27

後頭蓋窩 epidermoid cyst より悪性転化した扁平上皮癌の 1 例
奈良県立医科大学脳神経外科
古田 隆徳、山田 修一、中瀬 健太、岡本 愛、前岡 良輔、金 泰均、横山 昇平、朴 憲秀、木次 将史、
竹島 靖浩、田村 健太郎、松田 良介、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

B-28

悪性転化が疑われた孤立性線維性腫瘍の一例
(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
北村 和士、西田 南海子、杉山 純平、吉﨑 航、元家 亮太、松川 爽、武部 軌良、箸方 宏州、
石橋 良太、林 英樹、戸田 弘紀

脳腫瘍 5（17:25〜18:07）
座長：高橋
コメンテーター：深見

B-29

義信（京都府立医科大学）
忠輝（滋賀医科大学）

長期尿崩症経過中に発見された occult neurohypophygeal germinoma の 1 例
大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2）大西脳神経外科病院脳神経外科
山田 浩徳 1）、蒲原 明宏 1）、片山 義英 2）、辻 優一郎 1）、矢木 亮吉 1）、平松 亮 1）、亀田 雅博 1）、
野々口 直助 1）、古瀬 元雅 1）、川端 信司 1）、高見 俊宏 1）、鰐渕 昌彦 1）
1）

B-30

特徴的な MRI 所見で診断した無症候性 multinodular and vacuolating neuronal tumor
（MVNT）の 3 症例
関西電力病院脳神経外科、2）関西電力病院放射線科
本郷 卓 1）、中島 英樹 1）、岸﨑 穂高 1）、高崎 盛生 1）、岡田 務 2）、藤本 康裕 1）
1）

B-31

診断に苦慮した左側頭葉内側腫瘍の一例
神戸市立西神戸医療センター脳神経外科、2）神戸市立西神戸医療センター病理診断科
榎波 はる霞 1）、西原 賢在 1）、蘆田 典明 1）、石原 美佐 2）、細田 弘吉 1）
1）

B-32

頭蓋内に多発性腫瘤を形成した Rosai-Dorfman 病の 1 例
神戸大学医学部脳神経外科、2）神戸大学医学部病理診断科
梅田 昴 1）、田中 一寛 1）、小松 正人 2）、藤本 陽介 1）、長嶋 宏明 1）、藤田 祐一 1）、伊藤 智雄 2）、
篠山 隆司 1）
1）

B-33

けいれん発症し脳実質内浸潤を認めた大脳鎌/円蓋部 IgG4-関連肥厚性硬膜炎の 1 例
近畿大学奈良病院脳神経外科・脊髄外科、2）近畿大学奈良病院膠原病内科、
3）
近畿大学奈良病院病理診断科
藤本 晃一郎 1）、渡邉 啓 1）、中川 修宏 1）、杉山 昌史 2）、廣岡 靖章 2）、奥田 早紀 2）、若狭 朋子 3）、
泉本 修一 1）
1）

B-34

急性硬膜下血腫で発症した円蓋部髄膜腫の一例
兵庫県立加古川医療センター脳神経外科、2）兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科
中原 正博 1）、荒井 篤 1）、、森下 暁二 1）、相原 英夫 2）
1）

FD 講習会（18:10〜19:10）
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■配信 C 会場
血管障害・AVM/AVF（8:30〜9:05）
座長：明田
コメンテーター：藤田

C-01

秀太（大阪警察病院）
敦史（神戸大学）

末梢性顔面神経麻痺を伴った外傷性中硬膜動静脈瘻に対し、経動脈的塞栓術を行った一例
康生会 武田病院脳神経外科
高田 茂樹、三谷 幸輝、市川 智教、定政 信猛、滝 和郎

C-02

横 S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する Onyx を用いた経静脈的塞栓術
奈良県総合医療センター脳神経外科、2）奈良県総合医療センター救命救急センター
前川 秀継 1）、岡本 知也 1）、村上 敏春 1）、至田 洋一 2）、藤本 憲太 1）、橋本 宏之 1）
1）

C-03

直静脈洞近傍にシャントを持つ DAVF に対して Onyx による TAE により治癒出来た 1 例
大阪医療センター脳神経外科
山﨑 弘輝、尾崎 友彦、西澤 尚起、村上 慶次朗、瀧 毅伊、澤田 遥奈、木谷 知樹、金村 米博、
中島 伸、藤中 俊之

C-04

頭蓋内静脈に Varix を伴った海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の 1 例
奈良県西和医療センター脳神経外科、2）東京医科大学脳神経外科
尾本 幸治 1）、弘中 康雄 1）、森崎 雄大 2）
1）

C-05

IC cavernous aneurysm の rupture による CCF に対して直接穿刺にてコイル塞栓術を行っ
た一例
大阪急性期・総合医療センター脳神経外科、2）奈良県立医科大学脳神経外科、
3）
市立豊中病院脳神経外科、4）大阪南医療センター脳神経外科
宮前 誠亮 1）、玉置 亮 1）、下間 惇子 1）、田中 伯 2）、八重垣 貴英 1）、森 康輔 3）、堀内 薫 1）、
横田 浩 4）、飯田 淳一 1）
1）

脳腫瘍 1（9:05〜9:47）
座長：川端
コメンテーター：荒川

C-06

信司（大阪医科薬科大学）
芳輝（京都大学）

視床・大脳基底核グリオーマの治療成績
大阪市立大学脳神経外科、2）大阪市立大学大学院医学研究科、3）社会医療法人弘道会なにわ生野病院
中条 公輔 1）、田上 雄大 1）、川嶋 俊幸 1）、高 沙野 2）、宇田 武弘 1）、一ノ瀬 努 1）、大畑 建治 3）、
後藤 剛夫 1）
1）

C-07

後方言語野の神経膠腫における覚醒下手術
大阪市立大学脳神経外科、2）社会医療法人弘道会なにわ生野病院
田上 雄大 1）、中条 公輔 1）、川嶋 俊幸 1）、宇田 武弘 1）、高 沙野 1）、一ノ瀬 努 1）、大畑 建治 2）、
後藤 剛夫 1）
1）

C-08

聴覚障害のため覚醒下腫瘍摘出術のタスクに手話を用いたグリオーマの一例
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
山本 暁大、木嶋 教行、中川 智義、黒田 秀樹、館 哲郎、平山 龍一、沖田 典子、香川 尚己、貴島 晴彦

C-09

下垂体腫瘍との鑑別を要し、経鼻内視鏡下生検術が有用であった optic glioma の一例
製鉄記念広畑病院脳神経外科、2）神戸大学医学部脳神経外科、
3）
兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科
芝野 綾香 1）、山西 俊介 1）、中溝 聡 1）、梶本 裕人 2）、中井 友昭 2）、相原 英夫 3）、巽 祥太郎 1）
1）
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C-10

術前診断を誤った膠芽腫の一例
市立奈良病院脳神経外科
二本松 綾乃、山田 研吾、小谷 有希子、出口 潤、徳永 英守、二階堂 雄次

C-11

当科における腫瘍電場療法の治療成績
京都府立医科大学脳神経外科学教室、2）京都府立医科大学大学院脳神経機能再生外科
久岡 聡史 1）、武内 勇人 1）、高橋 義信 1）、谷川 成佑 1）、岡本 貴成 2）、山中 巧 1）、橋本 直哉 1）
1）

脳腫瘍 2（10:50〜11:18）
座長：中条
コメンテーター：沖田

C-12

公輔（大阪市立大学）
典子（大阪大学）

緩徐な増大傾向を示した Angiocentric Glioma の 1 例
大西脳神経外科病院脳神経外科、2）奈良県立医科大学脳神経外科
矢野 佑磨 1）、松田 良介 2）、木次 将史 2）、山田 修一 2）、西村 文彦 2）、中川 一郎 2）、朴 永銖 2）、
中瀬 裕之 2）
1）

C-13

長期間の慢性頭痛後に意識障害を呈した小脳毛様細胞性星細胞腫の 1 例
大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
福永 幹、藤田 大義、下間 惇子、八重垣 貴英、宮前 誠亮、中野 了、枝川 光太朗、堀内 薫、玉置 亮、
飯田 淳一

C-14

小児脳神経膠芽腫に対する 5-ALA と Gliadel の使用経験
(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科、2）(公財)田附興風会 北野病院小児科
元家 亮太 1）、北村 和士 1）、西田 南海子 1）、杉山 純平 1）、吉﨑 航 1）、松川 爽 1）、武部 軌良 1）、
石橋 良太 1）、林 英樹 1）、塩田 光隆 2）、戸田 弘紀 1）
1）

C-15

両側視床に発生したびまん性正中グリオーマの 1 例
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
村上 皓紀、香川 尚己、平山 龍一、中川 智義、黒田 秀樹、館 哲郎、木嶋 教行、沖田 典子、貴島 晴彦

脳腫瘍 3（11:18〜12:00）
座長：森迫
コメンテーター：飯田

C-16

拓貴（大阪市立大学）
淳一（大阪急性期・総合医療センター）

COVID19 ワクチン接種後に下垂体卒中を生じた巨大下垂体腺腫の一例
奈良県立医科大学脳神経外科
田中 伯、西村 文彦、中瀬 健太、横山 昇平、金 泰均、木次 将史、竹島 靖浩、松田 良介、
田村 健太郎、山田 修一、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

C-17

舌下神経鞘腫術後再発病変に対し、内視鏡下経蝶形骨洞手術施行にて一定の症状改善を達成し
得た一例
(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
羽生 敬、林 英樹、箸方 宏州、吉﨑 航、杉山 純平、北村 和士、元家 亮太、松川 爽、武部 軌良、
石橋 良太、西田 南海子、戸田 弘紀

C-18

蝶形骨骨内髄膜腫に対して内視鏡下経鼻的手術併用開頭腫瘍摘出術を施行した一例
(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
吉﨑 航、林 英樹、箸方 宏州、杉山 純平、北村 和士、元家 亮太、松川 爽、武部 軌良、石橋 良太、
西田 南海子、戸田 弘紀

C-19

放射線治療後の骨壊死に対し、腸骨稜による頭蓋底再建により chiasmapexy を行った一例
京都大学医学部脳神経外科
大島 仁実、丹治 正大、佐野 徳隆、大石 正博、峰晴 陽平、荒川 芳輝、吉田 和道、宮本 享
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C-20

高齢者の斜台部脊索腫に対して内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術で治療を行った一例
大阪市立総合医療センター脳神経外科、2）多根総合病院耳鼻咽喉科、
3）
大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科、4）大阪市立大学脳神経外科
三好 瑛介 1）、石橋 謙一 1）、天津 久郎 2）、山下 麻紀 3）、平田 晴樹 1）、大島 龍之介 1）、山中 一浩 1）、
後藤 剛夫 4）
1）

C-21

腫瘍性骨軟化症を呈した、前頭蓋底 phosphaturic mesenchymal tumor の一例
和歌山県立医科大学脳神経外科
清水 俊樹、佐々木 貴浩、深井 順也、西林 宏起、中尾 直之

ランチョンセミナー 3（12:30〜13:30）
座長：宮本

享（京都大学）

LS3-1 頭蓋底腫瘍に対する経鼻内視鏡手術
獨協医科大学
阿久津 博義

LS3-2 脳神経外科手術における各種止血法
大阪医科薬科大学
鰐淵 昌彦
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社エチコン事業部

感染・外傷（16:43〜17:11）
座長：木村
コメンテーター：新

C-22

英仁（神戸大学）
靖史（大阪警察病院）

神経内視鏡下洗浄術が有効であった脳膿瘍の一例
市立豊中病院脳神経外科、2）社会医療法人若弘会若草第一病院脳卒中センター
中村 仁美 1）、森 康輔 1）、清水 東与 2）、阿知波 孝宗 1）、後藤 哲 1）、西尾 雅実 1）
1）

C-23

細菌性髄膜炎を契機に診断した特発性髄液鼻漏に対して経鼻内視鏡手術が有用であった 1 例
大阪脳神経外科病院
川本 有輝、谷口 理章、浅井 克則、立石 明広、芳村 憲泰、鶴薗 浩一郎、山本 和己、若山 暁

C-24

難治性慢性硬膜下血腫に対し 2 回の中硬膜動脈塞栓術を含めた複数回の手術を必要とした一例
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院脳神経外科、
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院リハビリテーション科
小林 和貴 1）、下本地 航 1）、川上 太一郎 1）、長濱 篤文 1）、服部 真人 1）、岡本 光佑 1）、坂本 竜司 1）、
廣瀬 智史 1）、塚崎 裕司 2）、夫 由彦 1）
1）
2）

C-25

ネイルガン＜自動釘打ち機＞による穿通性脳損傷の 1 例
関西医科大学脳神経外科
上野 勝也、羽柴 哲夫、内藤 信晶、山村 奈津美、小森 裕美子、李 一、亀井 孝昌、武田 純一、
埜中 正博、淺井 昭雄

機能（17:11〜17:39）
座長：永田

清（国立病院機構奈良医療センター）

コメンテーター：西田南海子（（公財)田附興風会 北野病院）

C-26

痙縮に対するバクロフェン髄注療法
大阪母子医療センター脳神経外科
西本 渓佑、千葉 泰良、山田 淳二、竹本 理
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C-27

両側椎骨動脈の関与する片側顔面けいれんに対する MVD の 1 例
大西脳神経外科病院脳神経外科、2）奈良県立医科大学脳神経外科、
3）
大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科
細川 真 1）、大西 宏之 1）、前岡 良輔 2）、高橋 賢吉 1）、山本 慎司 1）、西岡 利和 1）、河田 幸波 1）、
久我 純弘 1）、大西 英之 1）、鰐渕 昌彦 3）
1）

C-28

視床出血後に出現したホルムズ振戦に対して Multitarget DBS が有用であった一例
独立行政法人国立病院機構奈良医療センター脳神経外科、2）奈良県立医科大学脳神経外科、
3）
独立行政法人国立病院機構奈良医療センター脳神経内科
下川原 立雄 1）、永田 清 1）、佐々木 亮太 2）、田村 健太郎 2）、村瀬 永子 3）、平林 秀裕 1）
1）

C-29

Trigeminocerebellar artery が責任血管であった三叉神経痛の 2 例
(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
杉山 純平、林 英樹、西田 南海子、羽生 敬、北村 和士、吉﨑 航、元家 亮太、松川 爽、武部 軌良、
箸方 宏州、石橋 良太、戸田 弘紀

その他（17:39〜18:07）
座長：堀内
コメンテーター：深井

C-30

薫（大阪急性期・総合医療センター）
順也（和歌山県立医科大学）

特発性正常圧水頭症に対する LP シャント術後急性期に緊張性気脳症を認めた一例
関西ろうさい病院脳神経外科
萩岡 起也、村上 知義、豊田 真吾、星隈 悠平、末松 拓也、清水 豪士、小林 真紀、瀧 琢有

C-31

HIV 感染症に合併した頭蓋内ゴム種の 1 例
済生会中和病院脳神経外科
仁木 陽一、藤田 豊久

C-32

脳神経外科手術における Mixed Reality の使用経験
大阪警察病院脳神経外科
中島 司、本山 靖、佐々木 弘光、速水 宏達、松岡 龍太、福留 賢二、鄭 倫成、新 靖史、明田 秀太

C-33

intraosseous epidermoid cyst の 1 例
清恵会病院脳神経外科
河合 寿諮、木村 僚太、奥村 嘉也、下村 隆英
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