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プログラム

■A会場（ライフホール）

開会挨拶（8:25〜8:30）
第72回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 会長 加藤　天美（近畿大学）
第3回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会　　会長 藤中　俊之（大阪医療センター）

血管1（8:30〜9:10）
座長：眞田　寧皓（近畿大学）

コメンテーター：木戸岡　実（京都岡本記念病院）

A-01   クモ膜下出血で発症した血栓化遠位部中大脳動脈瘤の1例
           奈良県西和医療センター脳神経外科
           中野 了、弘中 康雄、川口 正一郎

A-02   MRAで発見された3日後に破裂した右内頚動脈-後交通動脈分岐部動脈瘤の1例
           社会医療法人垣谷会明治橋病院脳神経外科
           宮前 誠亮、竹嶋 俊一、前川 基継

A-03   中大脳動脈の術中損傷により生じた医原性の外傷性脳動脈瘤の1例
           JCHO星ヶ丘医療センター脳神経外科
           丸尾 知里、中島 英樹、本田 雄二、早崎 浩司、森川 和要

A-04   未破裂脳動脈瘤に対する開頭クリッピング術13年後に同部位の動脈瘤破裂によりくも膜下出
血をきたした一例

           1）東大阪市立総合病院脳神経外科、2）大阪府立中河内救命救急センター脳神経外科
           速水 宏達 1）、横山 和弘 1）、木村 新 1）、玉置 亮 1）、渡辺 敦彦 1）、岸 文久 1）、白 隆英 1）、奥田 和功 2）

A-05   脳動脈瘤クリッピング術に対するYasargil有窓ミニクリップの使用経験
           医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科
           藪内 伴成、長束 一紘、山田 公人、湯上 春樹、寺本 佳史

血管内：脳動脈瘤1（9:10〜9:58）
座長：豊田　真吾（関西ろうさい病院）

今村　博敏（神戸市立医療センター中央市民病院）

A-06   急性期破裂脳底動脈解離性動脈瘤に対しステント併用コイル塞栓術を施行した1例
           和歌山県立医科大学脳神経外科
           井澤 大輔、川口 匠、八子 理恵、増尾 修、中尾 直之

A-07   LVISステントを用いた脳動脈瘤コイル塞栓術-初期治療経験-
           1）医真会八尾総合病院　放射線科・脳血管内治療科、2）奈良県立医科大学　放射線科・IVRセンター、
           3）医真会八尾総合病院　脳神経外科
           明珍 薫 1）、高山 勝年 1）、和田 敬 2）、中川 裕之 2）、木次 将史 3）、黒川 紳一郎 3）、吉川 公彦 2）



A-08   Overlapping stent-assisted coilingを施行した破裂椎骨動脈解離性動脈瘤の1例
           1）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2）兵庫県立西宮病院脳神経外科、
           3）大阪大学国際医工情報センター
           浅井 克則 1）、中村 元 1）、西田 武生 1）、Morris Shayne Jason2）、榊 孝之 2）、吉峰 俊樹 3）

A-09   PipelineTM Flex留置後早期にremote ipsilateral intraparenchymal hemorrhageを生じ
たIC-Paraclinoid ANの1症例

           1）大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2）大西脳神経外科病院脳神経外科
           高井 聡 1）、平松 亮 1）、矢木 亮吉 1）、大西 宏之 2）、川端 信司 1）、宮地 茂 1）、黒岩 敏彦 1）

A-10   Flow diverting stent留置後虚血性病変に引き続き出血性病変を認めた症例
           1）京都大学医学部脳神経外科、2）京都大学大学院医学研究科
           菊池 隆幸 1）、石井 暁 1）、大川 将和 1）、武信 洋平 1）、新井 大輔 1）、池田 宏之 1）、安部倉 友 2）、
           呉 浩一 1）、宮本 享 1）

A-11   未破裂脳底動脈瘤における両側椎骨動脈アプローチの安全性と有用性
           国立循環器病研究センター脳神経外科
           福本 博順、佐藤 徹、丸山 大輔、伊藤 嘉朗、濱野 栄佳、織田 祥至、江口 盛一郎、田中 俊一、
           松原 博文、片岡 大治、高橋 淳

血管内：その他（9:58〜10:30）
座長：布川　知史（近畿大学）

藤田　敦史（神戸大学）

A-12   Turner症候群に合併した髄膜腫の一例
           大阪赤十字病院脳神経外科
           小原 次郎、金本 幸秀、堀口 聡士、西村 英祥、山下 耕助

A-13   難治性慢性硬膜下血腫に対して中硬膜動脈塞栓術を施行し治癒し得た2例
           宇治徳洲会病院脳神経外科
           磯崎 春菜、合田 亮平、野々山 裕

A-14   AntithrombinⅢ（ATⅢ）欠乏症を背景にもつ脳静脈洞血栓症に対して経皮的血管形成術を行
った症例

           神鋼記念病院脳神経外科
           堀 晋也、篠田 成英、坂東 鋭明、三神 和幸、下 大輔、黒山 貴弘、蔵本 要二、平井 収、上野 泰

A-15   頸動脈小体腫瘍の術前塞栓術の鼠径部安静解除後に肺塞栓を来した1例
           1）大阪府立急性期総合医療センター脳神経外科、2）大阪警察病院脳神経外科、
           3）大阪府立急性期総合医療センター耳鼻咽喉科
           茶谷 めぐみ 1）、藤本 憲太 1）、乾 登史孝 2）、山本 佳史 3）、西口 充久 1）、谷 直樹 1）、杉本 正 1）、
           堀内 薫 1）、八重垣 貴英 1）、岡本 愛 1）、田中 伯 1）、橋本 宏之 1）、宇野 敦彦 3）
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血管2（10:30〜11:10）
座長：中川　修宏（近畿大学）

コメンテーター：大森　一美（西宮渡辺心臓血管センター）

A-16   くも膜下出血で発症したA1非外傷性解離性動脈瘤の1例
           1）淀川キリスト教病院脳神経外科、2）神戸大学医学部脳神経外科
           森川 雅史 1）、池田 充 1）、田中 宏知 1）、岩橋 洋文 1）、甲村 英二 2）

A-17   当院における頭痛発症の椎骨動脈解離の転帰
           関西電力病院脳神経外科
           木下 喬公、高崎 盛生、本郷 卓、宮原 永治、山田 圭一、藤本 康裕

A-18   頭痛にて発症し保存的加療にて良好に経過した両側椎骨動脈解離の一例
           1）社会医療法人平成記念病院脳神経外科、2）奈良県立医科大学脳神経外科
           青山 雄一 1）、合田 和生 1）、佐々木 亮太 2）、青山 信房 1）、中瀬 裕之 2）

A-19   くも膜下出血発症後、早期に多発性脳梗塞を認めた1例
           河内友絋会　河内総合病院脳神経外科
           高垣 匡寿、戸上 由貴、村澤 明、中尾 和民

A-20   もやもや病の家族歴のあるRNF213遺伝子多型キャリアで短期間に進行した症候性頭蓋内動
脈閉塞症の一例

           1）市立岸和田市民病院脳神経外科、2）京都大学医学部脳神経外科、
           3）京都大学大学院医学研究科環境衛生学分野
           土井 健人 1）、梶原 基弘 1）、橋本 憲司 1）、峰晴 陽平 2）、舟木 健史 2）、高木 康志 2）、宮本 享 2）、
           小林 果 3）、原田 浩二 3）、小泉 昭夫 3）

共催セミナー1（11:10〜12:10）
座長　石井　　暁（京都大学）

テーマ：「脳動脈瘤治療の新たな可能性」
演　者：国立循環器病研究センター　　佐藤　　徹

富永病院　　　　　　　　　　木本　敦史
共催：第3回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会/日本メドトロニック株式会社

ランチョンセミナー1（12:20〜13:20）
座長　中野　直樹（近畿大学）

側頭葉の解剖・機能・手術
演者：自治医科大学 川合　謙介

共催：第72回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会/エーザイ株式会社/ノーベルファーマ株式会社

特別講演（13:20〜14:20）
座長　泉本　修一（近畿大学）

膠芽腫の標準治療は書き換わったのか？
演者：埼玉医科大学国際医療センター 西川　　亮

共催：第72回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会/MSD株式会社
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共催セミナー2（14:20〜15:20）
座長　藤中　俊之（国立病院機構大阪医療センター）

テーマ：「Braided Stentによって動脈瘤治療は変わったか」
演　者：虎の門病院 松丸　祐司

順天堂大学 大石　英則
共催：第3回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会/テルモ株式会社

血管3（15:30〜16:10）
座長：吉田　和道（京都大学）

コメンテーター：瀧　　琢有（関西ろうさい病院）

A-21   ガンマナイフ10か月目に出血した小脳深部AVMの1例
           高清会高井病院脳神経外科
           森本 哲也、南 茂憲、長友 康、榊 壽右

A-22   頭蓋頚椎移行部硬膜動静脈瘻に対する外科的治療の経験
           松下記念病院脳神経外科
           村井 望

A-23   静脈瘤を合併した前頭蓋底硬膜動静脈瘻の1治療例
           京都岡本記念病院脳神経外科
           伊藤 清佳、木戸岡 実、五十棲 孝裕、深尾 繁治、李 英彦

A-24   脳室内出血で発症した傍側脳室体部動静脈奇形の手術例
           大阪府立急性期総合医療センター脳神経外科
           田中 伯、橋本 宏之、藤本 憲太、谷 直樹、西口 充久、杉本 正、堀内 薫、茶谷 めぐみ、八重垣 貴英、

岡本 愛

A-25   脳梁に血腫を伴い半球離断症状を呈した破裂前交通動脈瘤の1例
           市立奈良病院脳神経外科
           森本 尭之、永田 清、徳永 英守、出口 潤、小谷 友希子、二階堂 雄次

血管4（16:10〜16:50）
座長：片岡　大治（国立循環器病研究センター）

コメンテーター：原　　淑恵（兵庫県災害医療センター）

A-26   両側内頚動脈閉塞症に対して後頭動脈-中大脳動脈バイパスを行った一例
           関西労災病院脳神経外科
           竹中 朋文、熊谷 哲也、木田 光則、藤田 祐也、後藤 哲、豊田 真吾、森 鑑二、瀧 琢有

A-27   巨細胞性動脈炎を併発した症候性類もやもや病に対して浅側頭動脈・中大脳動脈吻合術を施行
した一例

           大阪警察病院脳神経外科
           森崎 雄大、米澤 泰司、明田 秀太、井上 美里、新 靖史、鄭 倫成、乾 登史孝、古家一 洋平、岸 昌宏、

角谷 美帆、古田 隆徳、佐々木 弘光
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A-28   若年性進行性中大脳動脈狭窄症に対して脳梗塞急性期のSTA-MCA bypassが有効であった一
例

           国立循環器病研究センター脳神経外科
           小野 功朗、濱野 栄佳、片岡 大治、森 久恵、佐藤 徹、高橋 淳

A-29   脳梗塞を呈するcarotid webに対し内膜剥離術を行った二例
           京都大学医学部脳神経外科
           楊 涛、武信 洋平、吉田 和道、永田 学、高田 芽、高木 康志、宮本 享

A-30   頚動脈内 free-floating thrombus（FFT）に伴う脳梗塞で発症し、抗リン脂質抗体症候群と
診断した一例

           1）堺市立総合医療センター脳神経外科、2）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、3）医療法人医誠
会 法人本部

           福田 竜丸 1）、中島 義和 1）、竹綱 成典 1）、立石 明広 1）、西田 武生 2）、吉峰 俊樹 3）

血管内：血行再建術1（16:50〜17:22）
座長：山上　　宏（国立循環器病研究センター）

石井　　暁（京都大学）

A-31   腎不全合併例に対する脳血栓回収術
           1）国立病院機構　大阪医療センター　脳卒中内科、2）国立病院機構　大阪医療センター　脳神経外科
           山本 司郎 1）、村上 泰隆 1）、佐木山 裕史 1）、玄 富翰 1）、永野 恵子 1）、橋川 一雄 1）、藤中 俊之 2）

A-32   80歳以上の高齢者の急性主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収術
           1）公立豊岡病院　脳神経外科、2）公立豊岡病院　神経内科、3）公立豊岡病院　但馬救命救急センター、

4）神戸大学大学院医学研究科　脳神経外科学分野
           森 達也 1）、今堀 太一郎 1）、田中 一寛 1）、荒井 篤 1）、塩見 亮司 1）、藤原 大悟 1）、松島 一士 2）、
           小林 誠人 3）、藤田 敦史 4）、細田 弘吉 4）、甲村 英二 4）

A-33   ステント型血栓回収デバイスRevive SEの初期使用経験
           富永病院脳神経外科
           木本 敦史、久貝 宮仁、松田 康、長尾 紀昭、下里 倫、山下 晋、古部 昌明、向 祐樹、山田 大、
           富永 良子、富永 紳介

A-34   当院における急性期血栓回収デバイスを用いた経皮的血栓回収術の治療成績
           宇治徳洲会病院脳神経外科
           合田 亮平、磯崎 春菜、野々山 裕

閉会挨拶（17:22〜）
第72回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会　 会長 加藤　天美（近畿大学）
第3回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会　　　会長 藤中　俊之（大阪医療センター）
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■B会場（サイエンスホール）

腫瘍1（8:30〜9:02）
座長：篠山　隆司（神戸大学）

コメンテーター：青木　友和（京都医療センター）

B-01    悪性グリオーマに対するBNCT後の脳脊髄液播種についての病理検討
           1）京都大学原子炉実験所附属粒子線腫瘍学研究センター、2）オハイオ州立大学病理学、
           3）大阪医科大学がんセンター、脳神経外科、4）大阪医科大学脳神経外科、
           5）京都大学原子炉実験所流星線腫瘍学研究センター
           近藤 夏子 1）、Barth Rolf2）、宮武 伸一 3）、川端 信司 4）、鈴木 実 5）、小野 公二 5）、
           Lehman Norman2）

B-02    当科におけるBCNU wafer再留置経験について
           1）（財）田附興風会　北野病院脳神経外科、2）（財）田附興風会　北野病院薬剤部
           三木 義仁 1）、藤川 喜貴 1）、寺田 幸恵 1）、山本 優 1）、吉本 修也 1）、箸方 宏州 1）、後藤 正憲 1）、
           多喜 純也 1）、西田 南海子 1）、岩崎 孝一 1）、近谷 仁志 2）

B-03    延髄に発生したGlioblastomaの1治療例
           1）奈良県総合医療センター脳神経外科、2）奈良県立医科大学救急医学・高度救命救急センター
           中瀬 健太 1）、飯田 淳一 1）、内山 佳知 1）、渡邉 知朗 2）

B-04    中心前回神経膠腫摘出後に運動機能が温存された1例
           1）大阪府立成人病センター脳神経外科、2）宝塚市立病院脳神経外科
           井筒 伸之 1）、尾崎 友彦 1）、中西 克彦 2）、木下 学 1）

腫瘍2（9:02〜9:26）
座長：友金　祐介（兵庫医科大学）

コメンテーター：川端　信司（大阪医科大学）

B-05    最近経験した後頭蓋窩神経鞘腫4症例の報告
           京都医療センター脳神経外科
           福田 俊一、塚原 徹也、青木 友和、川端 康弘、河原崎 知

B-06    膠芽腫の新しい治療の試み
           京都医療センター脳神経外科
           青木 友和

B-07    後頭蓋の骨破壊を伴う顔面神経鞘腫に対し、顔面神経持続モニタリングFREMAP下に腫瘍摘
出術を施行した1例

           1）大阪警察病院脳神経外科、2）大阪警察病院　耳鼻咽喉科
           佐々木 弘光 1）、新 靖史 1）、角谷 美帆 1）、森崎 雄大 1）、古田 隆徳 1）、岡本 愛 1）、古家一 洋平 1）、
           乾 登史孝 1）、鄭 倫成 1）、井上 美里 1）、明田 秀太 1）、松代 直樹 2）、米澤 泰司 1）
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腫瘍3（9:26〜10:06）
座長：沖田　典子（大阪医療センター）

コメンテーター：米澤　泰司（大阪警察病院）

B-08    後頭蓋窩円蓋部硬膜から発生した海綿状血管腫の1例
           大西脳神経外科病院脳神経外科
           佐藤 文哉、大西 英之、垰本 勝司、久我 純弘、兒玉 裕司、山本 慎司、林 真人、大西 宏之、
           高橋 賢吉、村上 敏春、前岡 良輔

B-09    頭痛の症状を来した頭蓋骨海綿状血管腫の手術経験
           大阪府済生会中津病院脳神経外科
           馬場 良子、山本 直樹

B-10    出血発症した海綿状血管腫に対する2手術例
           奈良県立医科大学脳神経外科
           金 泰均、朴 永銖、中瀬 裕之、本山 靖、中川 一郎、西村 文彦、横田 浩、山田 修一、田村 健太郎、
           松田 良介、竹島 靖浩、輪島 大介、高村 慶旭、横山 昇平、尾本 幸治

B-11    静脈同内にも進展を認めたhemangiopericytomaの摘出術
           1）医療法人　讃和会　友愛会病院、2）兵庫医科大学病院　病院病理部
           長束 一紘 1）、薮内 伴成 1）、山田 公人 1）、湯上 春樹 1）、寺本 佳史 1）、塚本 吉胤 2）

B-12    孤発性線維性腫瘍の1症例
           和歌山労災病院脳神経外科
           戸村 九月、佐々木 貴浩、林 宣秀、岡田 秀雄、桑田 俊和

腫瘍4（10:06〜10:46）
座長：後藤　剛夫（大阪市立大学）

コメンテーター：森　　鑑二（関西ろうさい病院）

B-13    巨大髄膜腫の一例
           1）滋賀医科大学脳神経外科、2）京都市立病院脳神経外科、3）近江八幡市立総合医療センター脳神経外科
           大西 健 1）、中澤 拓也 1）、辻 篤司 1）、深見 忠輝 1）、地藤 純哉 2）、新田 直樹 1）、横井 俊浩 1）、
           高木 健治 1）、吉村 弥生 1）、松井 宏樹 1）、河野 浩人 3）、萱谷 仁 1）、野崎 和彦 1）

B-14    Meningioma en plaque の一例
           京都きづ川病院　脳卒中･神経疾患センター脳神経外科
           水田 晶子、山上 達人、箕輪 哲也、武内 重二、牛渡 一盛、中野 博美

B-15    内視鏡下経鼻的摘出を行った鞍結節髄膜腫の一例
           京都第二赤十字病院脳神経外科
           中原 功策、山本 紘之、後藤 雄大、谷川 成佑、武内 勇人、天神 博志、久保 哲

B-16    溶骨性変化を伴った小児の骨内髄膜腫の一例
           1）（財）田附興風会　北野病院脳神経外科、2）彦根市立病院脳神経外科、3）福井赤十字病院脳神経外科
           藤川 喜貴 1）、西田 南海子 1）、永井 靖識 2）、寺田 幸恵 1）、吉本 修也 1）、箸方 宏州 1）、後藤 正憲 1）、

三木 義仁 1）、多喜 純也 1）、戸田 弘紀 3）、岩崎 孝一 1）

B-17    小児papillary meningiomaの1例
           1）和歌山県立医科大学脳神経外科、2）和歌山県立医科大学保健看護学部
           榎本 博記 1）、中山 由紀恵 1）、深井 順也 1）、中尾 直之 1）、上松 右二 2）
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日本脳神経外科学会近畿支部　各種会議

日本脳神経血管内治療学会近畿地方会　役員会*（10:30〜11:00）
日本脳神経外科学会近畿支部　理事会*（11:00〜11:30）
日本脳神経外科学会近畿支部　支部総会（11:30〜12:00）
日本脳神経外科学会近畿支部　学術評議員会（12:00〜12:20）

*日本脳神経血管内治療学会近畿地方会 役員会および日本脳神経外科学会近畿支部 理事会は6階601会議室にて行います。

ランチョンセミナー2（12:20〜13:20）
座長　吉村　紳一（兵庫医科大学）

急性期脳梗塞治療の最前線
演者：神戸市立医療センター中央市民病院 今村　博敏

京都第一赤十字病院　　　　　　　 今井　啓輔

共催：第72回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会/日本ストライカー株式会社

腫瘍5（14:20〜14:52）
座長：木下　　学（大阪府立成人病センター）

コメンテーター：岩井　謙育（大阪市立総合医療センター）

B-18    初回手術から9年後に硬膜転移を示した嗅神経芽細胞腫の一例
           1）大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2）大阪医科大学病理部・病理診断科
           大村 直己 1）、金光 拓也 1）、野々口 直助 1）、辻 求 2）、栗栖 義賢 2）、川端 信司 1）、古瀬 元雅 1）、
           池田 直廉 1）、田村 陽史 1）、黒岩 敏彦 1）

B-19    診断に苦慮した原発巣不明の転移性悪性黒色腫（amelanotic melanoma）の一例
           天理よろづ相談所病院脳神経外科
           光野 優人、北村 智章、松井 雄哉、山名 則和、時女 知生、秋山 義典

B-20    斜台転移により脳神経症状を呈した肝細胞癌の1例
           神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
           秋山 亮、谷 正一、足立 秀光、今村 博敏、徳永 聡、船津 尭之、別府 幹也、鈴木 啓太、足立 拓優、
           奥田 智裕、松井 雄一、吉田 泰規、川端 修平、三神 和幸、堀内 一史、坂井 信幸

B-21    乏突起神経膠腫が原因であった非外傷性急性硬膜下血腫の1例
           大阪赤十字病院脳神経外科
           堀口 聡士、小原 次郎、西村 英祥、金本 幸秀、山下 耕助
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腫瘍6（14:52〜15:24）
座長：金村　米博（大阪医療センター）

コメンテーター：埜中　正博（関西医科大学）

B-22    再発髄芽腫に対するtemozolomide, irinotecan, bevacizumabの使用経験
           1）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2）大阪大学大学院医学系研究科小児科学、
           3）大阪大学国際医工情報センター
           阿知波 孝宗 1）、香川 尚己 1）、橋井 佳子 2）、宮村 能子 2）、永野 大輔 1）、福屋 章悟 1）、福永 貴典 1）、

横田 千里 1）、有田 英之 1）、藤本 康倫 1）、吉峰 俊樹 3）

B-23    松果体部混合性胚細胞腫瘍の成人例
           大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科
           Tamrakar Samantha、宇田 武弘、馬場 良子、中条 公輔、大西 洋平、宇田 裕史、山中 一浩、
           大畑 建治

B-24    ランゲルハンス細胞組織球症の1例
           地方独立行政法人堺市立総合医療センター脳神経外科
           山田 悠一、福田 竜丸、風間 亮、藤坂 友美、竹綱 成典、立石 明広、中島 義和

B-25    急速に進行する対麻痺を呈した脊椎ランゲルハンス組織球症の1例
           兵庫県立こども病院脳神経外科
           橋口 充、河村 淳史、阿久津 宣行、小山 淳二、長嶋 達也

腫瘍7（15:24〜15:48）
座長：荒川　芳輝（京都大学）

コメンテーター：藤田　浩二（和歌山県立医科大学）

B-26    内視鏡的に生検術を施行した深部の悪性リンパ腫の一例
           医誠会病院脳神経外科
           中津 大輔、松本 勝美、芝野 克彦、梅垣 昌士、佐々木 学、田村 和義

B-27    頭蓋内へ局所再発した乳腺原発悪性リンパ腫の一例
           1）大阪医療センター脳神経外科、2）大阪医療センター血液内科
           三浦 慎平 1）、木嶋 教行 1）、沖田 典子 1）、井上 信正 2）、山田 修平 1）、中川 智義 1）、金村 米博 1）、
           中島 伸 1）、藤中 俊之 1）

B-28    慢性関節リウマチに対するメトトレキサート治療中に発生した メトトレキサート関連リンパ
増殖性疾患の1例

           1）奈良県立医科大学脳神経外科、2）医療法人拓誠会辻村病院
           宮座 静香 1）、松田 良介 1）、中村 光利 2）、中川 一郎 1）、本山 靖 1）、朴 永銖 1）、中瀬 裕之 1）
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腫瘍8（15:48〜16:28）
座長：藤本　康倫（大阪大学）

コメンテーター：立澤　和典（京都府立医科大学）

B-29    蝶形骨洞内に再発した頭蓋咽頭腫3例
           神戸大学医学部脳神経外科
           藤田 祐一、谷口 理章、中井 友昭、木村 英仁、水川 克、甲村 英二

B-30    内視鏡下経鼻経蝶形骨洞到達法で手術を行ったラトケ嚢胞再発例の検討
           （財）田附興風会　北野病院脳神経外科
           多喜 純也、箸方 宏州、寺田 幸恵、山本 優、吉本 修也、後藤 正憲、三木 義仁、西田 南海子、
           岩崎 孝一

B-31    鞍背後方に発生した異所性ラトケ嚢胞の小児例
           1）関西医科大学脳神経外科、2）関西医科大学総合医療センター脳神経外科
           亀井 孝昌 1）、埜中 正博 1）、山内 康雄 2）、染野 裕美子 1）、岩田 亮一 1）、武田 純一 1）、羽柴 哲夫 1）、

吉村 晋一 1）、淺井 昭雄 1）

B-32    鞍上部germinoma治療後腫瘍が消失した部位への内視鏡下第3脳室開窓術によって脳室腹腔
シャントが離脱できた一例

           大阪市立総合医療センター小児脳神経外科
           西嶋 脩悟、松阪 康弘、國廣 誉世、坂本 博昭

B-33    閉塞性水頭症を来した松果体嚢胞に対する内視鏡手術
           京都大学医学部脳神経外科
           井谷 理彦、荒川 芳輝、呉 浩一、山中 利之、住吉 壯介、阿河 祐二、大川 将和、丹治 正大、
           峰晴 陽平、舟木 健史、菊池 隆幸、石井 暁、吉田 和道、高木 康志、宮本 享

炎症（16:28〜17:00）
座長：古瀬　元雅（大阪医科大学）

コメンテーター：西原　賢在（西神戸医療センター）

B-34    下垂体原発のIgG4関連疾患の1例
           1）東大阪市立総合病院脳神経外科、2）大阪府立中河内救命救急センター脳神経外科
           白 隆英 1）、横山 和弘 1）、木村 新 1）、玉置 亮 1）、渡辺 敦彦 1）、岸 文久 1）、速水 宏達 1）、奥田 和功 2）

B-35    MPO-ANCA陽性IgG4関連肥厚性硬膜炎の一例
           大津市民病院脳神経外科
           吉岡 奈央、楊川 寿男、横山 洋平、林 英樹、高山 柄哲

B-36    診断に苦慮した脳脊髄多発性結節性病変の一例
           1）北播磨総合医療センター脳神経外科、2）北播磨総合医療センター神経内科
           池内 佑介 1）、鵜山 淳 1）、岡村 有祐 1）、小牧 遼平 2）、高田 真利子 2）、小田 哲也 2）、濱口 浩敏 2）、
           三宅 茂 1）

B-37    巨細胞性動脈炎（側頭動脈炎）に対する動脈生検術について
           1）地方独立行政法人堺市立総合医療センター脳神経外科、2）地方独立行政法人堺市立総合医療センター

腎代謝内科、3）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           風間 亮 1）、福田 竜丸 1）、山田 悠一 1）、藤坂 友美 1）、竹綱 成典 1）、立石 明広 1）、中林 晃彦 2）、
           中島 義和 1）、西田 武生 3）

指導医のためのFDコース（ビデオ放映）（17:30〜18:30）
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■C会場（501〜503会議室）

脊椎1（8:30〜8:54）
座長：中西　欣弥（近畿大学奈良病院）

コメンテーター：久我　純弘（大西脳神経外科病院）

C-01   演題取り下げ
C-02   診断に難渋した心肺停止発症の高齢者上位頸椎損傷 -2症例報告-
           医仁会 武田総合病院 脳神経外科
           田中 秀一、川西 昌浩、杉江 亮、山田 誠、横山 邦生、伊藤 裕

C-03   本邦で発達してきた様々な頸椎椎弓形成術
           1）ツカザキ病院脳神経外科、2）大阪市立大学脳神経外科
           下川 宣幸 1）、佐藤 英俊 1）、中川 智弘 1）、塚崎 裕司 1）、夫 由彦 1）、城阪 佳佑 2）

脊椎2（8:54〜9:18）
座長：陰山　博人（兵庫医科大学）

コメンテーター：乾　　敏彦（冨永病院）

C-04   両下肢麻痺で発症した髄内出血を伴う放射線誘発性胸髄海綿状血管腫の一例
           1）（財）田附興風会　北野病院脳神経外科、2）（財）田附興風会　北野病院放射線科
           寺田 幸恵 1）、多喜 純也 1）、高木 雄久 2）、藤川 喜貴 1）、山本 優 1）、吉本 修也 1）、箸方 宏州 1）、
           後藤 正憲 1）、三木 義仁 1）、西田 南海子 1）、岩崎 孝一 1）

C-05   開頭腫瘍摘出術後に脊髄障害を認めた神経線維腫症㈼型による脊髄腫瘍の1例
           信愛会脊椎脊髄センター
           高山 直樹、福田 美雪、黒田 昌之、眞鍋 博明、佐々木 伸洋、上田 茂雄、寳子丸 稔

C-06   髄内嚢胞性病変に対する、術中FLOW800解析の有用性
           1）滋賀県立成人病センター脳神経外科、2）滋賀県立成人病センター脳神経外科
           澤田 真寛 1）、宮田 武 2）、宗光 俊博 2）、北条 雅人 2）

出血・小児（9:18〜9:42）
座長：吉村　晋一（関西医科大学）

コメンテーター：竹本　　理（大阪府立母子保健センター）

C-07   治療に難渋した急性硬膜外血腫の2例—外減圧術は必要か？—
           京都第一赤十字病院脳神経外科
           岡本 貴成、梅澤 邦彦、黒崎 邦和、竹上 徹郎、木村 聡志

C-08   再発性の眼窩内血腫の1症例
           JCHO神戸中央病院脳神経外科
           永井 利樹、松本 圭吾、松田 和也、橋村 直樹、李 哲

C-09   狭頭症に対しての骨延長法での骨延長器トラブル
           大阪府立母子保健総合医療センター脳神経外科
           寺田 栄作、竹本 理、山田 淳二、千葉 泰良
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機能（9:42〜10:22）
座長：田村健太郎（奈良県立医科大学）

コメンテーター：貴島　晴彦（大阪大学）

C-10   右中心溝に主座をおく皮質形成異常による難治性てんかんに対して、二期的に覚醒下焦点切除
を行った症例

           1）大阪市立大学脳神経外科、2）旭川医科大学脳神経外科
           大西 洋平 1）、宇田 武弘 1）、馬場 良子 1）、渡部 祐輔 1）、宇田 裕史 1）、中条 公輔 1）、
           Samatha Tamrakar1）、川嶋 俊幸 1）、露口 尚弘 2）、大畑 建治 1）

C-11   本態性振戦に対しMRIガイド下集束超音波治療を行った1例
           1）大西脳神経外科病院脳神経外科、2）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
           大西 宏之 1）、久我 純弘 1）、佐藤 文哉 1）、村上 敏春 1）、前岡 良輔 1）、高橋 賢吉 1）、林 真人 1）、
           山本 慎司 1）、兒玉 裕司 1）、垰本 勝司 1）、平林 秀裕 2）、大西 英之 1）

C-12   肺動静脈瘻により脳膿瘍をきたし左上肢不随意運動で発症した1例
           医療法人社団松下会白庭病院脳神経外科
           川田 和弘、知禿 史郎

C-13   ハイブリッド手術室内での電極留置の部位の画像確認の有用性
           近畿大学医学部脳神経外科
           宮内 正晴、中野 直樹、中尾 剛幸、加藤 天美

C-14   特徴的な反復腹筋運動を発作時に呈した前頭葉てんかんの一例
           大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           橋本 洋章、押野 悟、横田 千里、呉村 有紀、田中 將貴、小林 真紀、枝川 光太朗、柳澤 琢史、
           貴島 晴彦

水頭症（10:22〜10:54）
座長：西田南海子（田附興風会　北野病院）

コメンテーター：中島　義和（堺市立総合医療センター）

C-15   くも膜下出血後水頭症に対するLPシャント後に晩発生に癒着性くも膜炎を生じた一例
           関西医科大学脳神経外科
           瀬川 将史、羽柴 哲夫、武田 純一、埜中 正博、亀井 孝昌、岩田 亮一、吉村 晋一、淺井 昭雄

C-16   正常圧水頭症様症状で発症した高齢者透明中隔嚢胞の1例
           1）大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2）交野病院脳神経外科
           金光 拓也 1）、池田 直廉 1）、松下 葉子 2）、川端 信司 1）、田村 陽史 1）、黒岩 敏彦 1）

C-17   脳室腹腔短絡術後に脳室周囲カテーテルに沿って頭部CTで低吸収域を認めた3例
           1）西神戸医療センター脳神経外科、2）西神戸医療センター病理科
           山西 俊介 1）、西原 賢在 1）、木戸口 慶司 1）、太田 耕平 1）、武田 直也 1）、橋本 公夫 2）

C-18   脳室腹腔シャントに合併した髄液仮性嚢胞に対して腹腔鏡補助下にシャント再建を行った1例
           1）兵庫県立加古川医療センター脳神経外科、2）兵庫県立加古川医療センター消化器外科
           庄瀬 裕康 1）、山下 俊輔 1）、森下 暁二 1）、相原 英夫 1）、岸 真示 2）
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血管内：頚動脈ステント（14:20〜14:52）
座長：高山　勝年（医真会八尾総合病院）

早川　幹人（国立循環器病研究センター）

C-19   大腿動脈グラフトの外科的露出・直接穿刺により一期的に治療しえた頚動脈・腕頭動脈狭窄の
1例

           1）神戸大学医学部脳神経外科、2）神戸大学医学部循環器内科、3）神戸大学医学部心臓血管外科
           松尾 和哉 1）、藤田 敦史 1）、田中 潤 1）、甲田 将章 1）、新家 俊郎 2）、野村 佳克 3）、甲村 英二 1）

C-20   上腕動脈アプローチのCASで応用できるmodified Parodi法、total distal protection法
           大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           山本 祥太、西田 武生、浅井 克則、角野 喜則、村上 知義、中村 元

C-21   不安定プラークを伴った頚動脈狭窄症に対するダブルステント法を用いた頚動脈ステント留置
術

           1）奈良県立医科大学附属病院放射線科・IVRセンター、
           2）医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療科、3）医真会八尾総合病院脳神経外科
           和田 敬 1）、高山 勝年 2）、明珍 薫 2）、宮坂 俊輝 1）、中川 裕之 1）、吉川 公彦 1）、木次 将史 3）、
           黒川 紳一郎 3）

C-22   急性大動脈解離Stanford A型による右総頚動脈狭窄に対しステント留置術を行った1例
           1）滋賀医科大学脳神経外科、2）滋賀医科大学心臓血管外科
           萱谷 仁1）、辻 篤司1）、吉村 弥生1）、横井 俊浩1）、中澤 拓也1）、大西 健1）、松井 宏樹1）、高木 健治1）、

新田 直樹 1）、深見 忠輝 1）、鈴木 友彰 2）、浅井 徹 2）、野崎 和彦 1）

血管内：血行再建術2（14:52〜15:24）
座長：中澤　拓也（滋賀医科大学）

南都　昌孝（京都府立医科大学）

C-23   頸部内頚動脈解離と遠位塞栓のtandem lesionに対する急性期血行再建術を行った1例
           神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
           足立 拓優、谷 正一、足立 秀光、今村 博敏、徳永 聡、船津 尭之、別府 幹也、鈴木 啓太、坂井 信幸

C-24   上行咽頭動脈を利用して、脳底動脈先端部閉塞、椎骨動脈起始部閉塞の急性期治療を一期的に
行った一例

           独立行政法人労働者健康安全機構　関西ろうさい病院　脳神経外科
           黒田 秀樹、熊谷 哲也、豊田 真吾、木田 光則、藤田 祐也、竹中 朋文、後藤 哲、森 鑑二、瀧 琢有

C-25   アテローム硬化症に伴う脳底動脈閉塞症に対し超急性期t-PA療法と亜急性期stent留置術が奏
功した1例

           1）大阪警察病院臨床研修センター、2）大阪警察病院脳神経外科
           筒井 悠美 1）、角谷 美帆 2）、明田 秀太 2）、米澤 泰司 2）、新 靖史 2）、井上 美里 2）、鄭 倫成 2）、
           乾 登史孝 2）、古家一 洋平 2）、岸 昌宏 2）、角谷 美帆 2）、森崎 雄大 2）、古田 隆徳 2）、佐々木 弘光 2）

C-26   CAS後に肺塞栓を合併した一例
           1）京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科、2）京都第一赤十字病院 血液内科、
           3）京都第一赤十字病院 循環器内科、4）京都第一赤十字病院 心臓血管外科
           猪奥 徹也 1）、傳 和眞 1）、今井 啓輔 1）、濱中 正嗣 1）、五影 昌弘 1）、山﨑 英一 1）、山本 敦史 1）、
           大城 宗生 2）、中川 裕介 3）、大川 和成 4）、高橋 章之 4）
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血管内：脳動脈瘤2（15:24〜16:12）
座長：藤本　憲太（大阪府立急性期総合医療センター）

中村　　元（大阪大学）

C-27   脳動脈瘤コイル塞栓術前における動脈瘤近傍の穿通枝起始部同定：症例報告
           1）藍の都脳神経外科病院脳神経外科、2）Department of Neurosurgery, Cerebrovascular Center,

Mount Sinai Health System、3）関西労災病院脳神経外科、4）（財）田附興風会　北野病院脳神経外科、
5）大手前病院脳神経外科

           佐々木 庸 1）、矢野 達也 1）、鈴木 聡 1）、小林 啓作 1）、江口 貴博 1）、岩田 亮一 1）、栗林 厚介 1）、
           重松 朋芳 2）、豊田 真吾 3）、岩崎 孝一 4）、生塩 之敬 5）

C-28   多房性大型破裂後大脳動脈瘤に対し瘤内塞栓術及び母血管閉塞術を施行した1例
           国立循環器病研究センター脳神経外科
           田中 俊一、佐藤 徹、福本 博順、江口 盛一郎、濱野 栄佳、織田 祥至、丸山 大輔、伊藤 嘉朗、
           片岡 大治、高橋 淳

C-29   コイル塞栓術を行ったAICA meatal loop破裂動脈瘤の1例
           1）八尾徳洲会総合病院脳神経外科、2）大阪市立大学脳神経外科
           田上 雄大 1）、川上 太一郎 2）、吉村 政樹 1）、一ノ瀬 努 1）、鶴田 慎 1）、鶴野 卓史 1）

C-30   脳底動脈先端部広頚動脈瘤のコイル塞栓術におけるダブルカテーテルテクニックの工夫
           城山病院　脳・脊髄・神経センター
           盛岡 潤、村尾 健一、川上 理、三輪 博志、片山 義英

C-31   破裂大型内頸動脈瘤塞栓術後に視神経障害が出現しコイル摘出術を行った1例
           1）近畿大学医学部附属病院　救命救急科・脳神経外科、2）近畿大学医学部脳神経外科
           布川 知史 1）、中川 修宏 2）、辻 潔 2）、久保田 尚 2）、真田 寧皓 2）、加藤 天美 2）

C-32   もやもや病に併発した脳底動脈瘤に対してSTA-MCAバイパス術後にコイル塞栓術を施行した
一例

           京都大学医学部脳神経外科
           安部倉 友、菊池 隆幸、武信 洋平、大川 将和、池田 宏之、新井 大輔、西 秀久、石井 暁、宮本 享

血管内：動静脈瘻1（16:12〜16:44）
座長：松本　博之（岸和田徳洲会病院）

石黒　友也（大阪市立総合医療センター）

C-33   巨大解離性内頚動脈瘤破裂に伴うDirect CCFの1例
           1）奈良県立医科大学脳神経外科、2）奈良県立医科大学放射線科
           横山 昇平 1）、中川 一郎 1）、尾本 幸治 1）、輪島 大介 1）、西村 文彦 1）、山田 修一 1）、横田 浩 1）、
           本山 靖 1）、朴 永銖 1）、和田 敬 2）、吉川 公彦 2）、中瀬 裕之 1）

C-34   外傷性CCFの1手術例
           1）済生会滋賀県病院脳神経外科、2）済生会滋賀県病院神経内科、3）済生会滋賀県病院放射線科
           緒方 彩華 1）、後藤 幸大 1）、岡 英輝 1）、横矢 重臣 1）、橋本 洋一 1）、武澤 秀理 2）、勝盛 哲也 3）、
           日野 明彦 1）

C-35   d-AVFに対する低濃度NBCAを用いた経動脈的塞栓術TVE中のrescueとしてTAEを追加し
た一例

           1）大西脳神経外科病院脳神経外科、2）城山病院　脳・脊髄・神経センター
           高橋 賢吉 1）、大西 宏之 1）、前岡 良輔 1）、村上 敏春 1）、久我 純弘 1）、村尾 健一 2）、大西 英之 1）



−25−

C-36   硬膜動静脈瘻に対する脳血管内手術の治療成績
           1）京都府立医科大学脳神経外科学教室、2）京都第二赤十字病院脳神経外科、
           3）済生会滋賀県病院脳神経外科、4）済生会滋賀県病院神経内科
           南都 昌孝 1）、高道 美智子 1）、小川 隆弘 1）、橋本 直哉 1）、山本 紘之 2）、天神 博志 2）、後藤 幸大 3）、

日野 明彦 3）、武澤 秀理 4）

血管内：動静脈瘻2（16:44〜17:16）
座長：佐藤　　徹（国立循環器病研究センター）

西田　武生（大阪大学）

C-37   環椎背側硬膜外動静脈瘻に対して経静脈的塞栓術を行った一例
           1）（財）田附興風会　北野病院脳神経外科、2）彦根市立病院脳神経外科
           後藤 正憲 1）、永井 靖識 2）、寺田 幸恵 1）、山本 優 1）、吉本 修也 1）、箸方 宏州 1）、三木 義仁 1）、
           西田 南海子 1）、多喜 純也 1）、岩崎 孝一 1）

C-38   Myelopathyで発症した小脳天幕下硬膜動静脈瘻の一例
           兵庫県災害医療センター神戸赤十字病院脳神経外科
           原田 知明、石井 大嗣、林 成人、原 淑恵、山下 晴央

C-39   経静脈的塞栓術により根治した小脳テント硬膜動静脈瘻の1例
           岸和田徳洲会病院脳神経外科
           西山 弘一、武本 英樹、鐵尾 佳章、松本 博之

C-40   後頭蓋窩亜急性硬膜下血腫に合併したテント部硬膜動静脈瘻の新生児例
           1）大阪市立総合医療センター脳神経外科、2）大阪市立総合医療センター脳血管内治療科、
           3）大阪市立総合医療センター小児脳神経外科
           中西 勇太 1）、石黒 友也 2）、寺田 愛子 2）、西嶋 脩悟 1）、國廣 誉世 3）、松阪 康弘 3）、小宮山 雅樹 2）
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