プログラム
■A 会場（ライフホール）
開会挨拶（8:25〜8:30）
第 74 回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会
第 4 回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会

野﨑 和彦（滋賀医科大学）
会長 吉村 紳一（兵庫医科大学）

会長

AVM、AVF、海綿状血管腫（8:30〜9:05）
座長：足立
コメンテーター：辻

秀光（神戸市立医療センター中央市民病院）
篤司（滋賀医科大学）

A-01

Onyx によりマイクロカテーテル抜去困難となった破裂 AVM の一例

A-02

くも膜下出血で発症した診断困難であった AVM の 1 例

A-03

AVM に対するガンマナイフ治療後に海綿状血管腫を生じた一例

A-04

左蝶形骨小翼部硬膜動静脈瘻に対して複合的治療を行い根治しえた一例

A-05

静脈奇形を伴い第三脳室に充満する海綿状血管腫の 1 例

大阪警察病院脳神経外科
佐々木 亮太、佐々木 弘光、古田 隆徳、角谷 美帆、岸 昌宏、乾 登史孝、鄭 倫成、新 靖史、
井上 美里、明田 秀太、米澤 泰司
大阪警察病院脳神経外科
角谷 美帆、新 靖史、明田 秀太、佐々木 弘光、古田 隆徳、佐々木 亮太、岸 昌宏、乾 登史孝、
鄭 倫成、井上 美里、米澤 泰司
京都岡本記念病院脳神経外科
松井 宏樹、木戸岡 実、深尾 繁治、野々山 裕、伊藤 清佳

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
岡本 愛、堀内 薫、橋本 宏之、藤本 憲太、西口 充久、谷 直樹、杉本 正、茶谷 めぐみ、田中 伯
近畿大学医学部脳神経外科、2）沖縄協同病院脳神経外科
中尾 剛幸 1）、泉本 修一 1）、長束 一紘 1）、田崎 貴之 1）、城間 淳 2）、奥田 武司 1）、加藤 天美 1）

1）

血栓症、塞栓症（9:05〜9:40）

A-06

座長：初田

直樹（京都市立病院）

コメンテーター：上野

泰（神鋼記念病院）

脳内出血で発症し、外減圧術が奏功した脳皮質静脈血栓症の 1 例

市立奈良病院脳神経外科、2）市立奈良病院
森本 尭之 1）、永田 清 2）、徳永 英守 2）、出口 潤 2）、小谷 有希子 2）、二階堂 雄次 2）

1）

A-07

特発性血小板減少性紫斑病治療中に横静脈洞血栓症を生じた一例

関西医科大学脳神経外科
李 一、羽柴 哲夫、宮田 真友子、虎澤 誠英、小森 裕美子、磯崎 春菜、亀井 孝昌、岩田 亮一、
武田 純一、吉村 晋一、埜中 正博、淺井 昭雄
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A-08

心房細動由来の出血性梗塞と思われた甲状腺クリーゼ・脳静脈洞血栓症の 1 例
兵庫県立西宮病院脳神経外科、2）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、
3）
東京都立小児総合医療センター脳神経外科
Morris Shayne Jason1）、浅井 克則 2）、山本 綾 3）、榊 孝之 1）
1）

A-09

腕頭動脈瘤からの脳塞栓症の 1 例

A-10

特発性内頚動脈解離の MRI 拡散強調像

奈良県総合医療センター脳神経外科
内山 佳知、飯田 淳一、中瀬 健太、前川 秀継
奈良県立医科大学脳神経外科
横田 浩、山田 修一、中川 一郎、西村 文彦、本山 靖、朴 永銖、中瀬 裕之

脳動脈瘤 1（9:40〜10:22）
座長：樋口
コメンテーター：増尾

一志（長浜赤十字病院）
修（和歌山県立医科大学）

A-11

IC clinoidal aneurysm の 1 例

A-12

Pipeline 留置後早期に remote ipsilateral intraparenchymal hemorrhage を生じ、その後

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

再発を認めた IC-Paraclinoid AN に対して Pipeline を重ねた 1 症例

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、3）愛知医科大学脳神経外科
福尾 祐介 1）、平松 亮 1）、矢木 亮吉 1）、松原 功明 1）、大西 宏之 2）、川端 信司 1）、宮地 茂 3）、
黒岩 敏彦 1）
1）

A-13

Blood Blister-like 動脈瘤との鑑別が困難だった破裂内頚動脈瘤の 1 治療例

A-14

Segmental arterial mediolysis（SAM）による内蔵動脈瘤破裂を合併したくも膜下出血の 1 例

A-15

Aplastic or twig-like middle cerebral artery の側副血行路に発生した破裂動脈瘤

A-16

HybridOR での bypass+ステント支援下塞栓術で治療した再発巨大部分血栓化 MCA 動脈瘤の

京都岡本記念病院脳神経外科
伊藤 清佳、木戸岡 実、深尾 繁治、野々山 裕、松井 宏樹

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
田中 伯、堀内 薫、橋本 宏之、藤本 憲太、西口 充久、谷 直樹、杉本 正、茶谷 めぐみ、岡本 愛
兵庫県立淡路医療センター脳神経外科
三浦 伸一、阪上 義雄、勝部 毅、中溝 聡

一例

国立循環器病研究センター脳神経外科
橋村 直樹、佐藤 徹、丸山 大輔、濱野 栄佳、伊藤 嘉朗、石黒 太一、築家 秀和、片岡 大治、高橋 淳
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脳動脈瘤 2（10:25〜11:07）
座長：山田
コメンテーター：田中

A-17

圭介（兵庫県立尼崎総合医療センター）
敏樹（公立甲賀病院）

抗血栓療法中に動脈瘤の形態変化を認め外科的治療を施行した虚血発症椎骨動脈解離の一例
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
中原 正博 1）、木村 英仁 2）、池内 佑介 2）、魚住 洋一 1）、千葉 義幸 1）、荒木 健 1）、三宅 茂 1）

1）

A-18

アクセス困難が原因でコイル塞栓術を断念し開頭クリッピング術を施行した破裂椎骨動脈-後
下小脳動脈瘤の 1 例

公立甲賀病院脳神経外科
谷本 匡浩、田中 敏樹、渡邊 一良

A-19

後下小脳動脈近位部に生じた破裂解離性脳動脈瘤に対して直達術を行った 1 例

A-20

外傷を契機に発見された若年者後下小脳動脈瘤の一例

医誠会病院脳神経外科
松橋 崇寛、芝野 克彦、松本 勝美、木谷 知樹、佐々木 学、田村 和義、梅垣 昌士

堺市立総合医療センター脳外科、2）堺市立総合医療センター救急外科
織田 舞 1）、中島 義和 1）、寺田 栄作 1）、竹綱 成典 1）、枝川 光太朗 1）、立石 明広 1）、福田 竜丸 1）、
中田 康城 2）

1）

A-21

A-22

真の後交通動脈瘤の 1 例

大阪警察病院脳神経外科
古田 隆徳、鄭 倫成、米澤 泰司、明田 秀太、新 靖史、井上 美里、乾 登史孝、岸 昌宏、角谷 美帆、
佐々木 亮太、佐々木 弘光

多発脳動脈瘤症例における破裂部位の検討

守口生野記念病院脳神経外科、2）守口生野記念病院救急科、3）守口生野記念病院神経内科
正村 清弥 1）、城戸崎 裕介 1）、中西 勇太 1）、西嶋 脩悟 1）、西原 正訓 2）、片山 由理 3）、西川 節 1）
1）

水頭症、のう胞性疾患（11:10〜11:52）
座長：西村

文彦（奈良県立医科大学）

コメンテーター：西田南海子（北野病院）

A-23

一側性水頭症に対してラジオ波凝固システムを使用し、Septostomy にて良好な経過を得た 1
例

南奈良総合医療センター脳神経外科
浅田 喜代一、石田 泰史、枡井 勝也

A-24

A-25

A-26

頭蓋骨欠損を伴う水頭症に対する CERTAS Valve の有用性

関西医科大学脳神経外科
宮田 真友子、羽柴 哲夫、虎澤 誠英、小森 裕美子、磯崎 春菜、李 一、亀井 孝昌、岩田 亮一、
武田 純一、吉村 晋一、埜中 正博、淺井 昭雄

成人二次性水頭症に対する脳室腹腔シャント術後の slit ventricle に対する治療方針

大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科
小坂 拓也、池田 直廉、田村 陽史、朴 陽太、井畑 知大、川端 信司、黒岩 敏彦

眼窩内腫瘍が疑われた眼窩髄膜瘤の 1 例

神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
松井 雄一、谷 正一、足立 秀光、今村 博敏、徳永 聡、船津 尭之、鈴木 啓太、足立 拓優、川端 修平、
佐々木 夏一、秋山 亮、堀内 一史、坂井 信幸

−13−

A-27

頭蓋内圧亢進を伴った側脳室内クモ膜のう胞の一例

A-28

認知症を呈した高齢者の頭蓋内嚢胞性腫瘤の一例

神鋼記念病院脳神経外科
坂東 鋭明、下 大輔、堀 晋也、三神 和幸、黒山 貴弘、平井 収、上野 泰
大阪労災病院脳神経外科
岩田 貴光、馬場 庸平、石原 正浩、山本 和己

ランチョンセミナー 1（12:00〜12:50）
座長

加藤

天美（近畿大学医学部

脳神経外科教室）

実地診療における抗てんかん薬の使い方
－ペランパネルの症例を含めて－

京都大学大学院医学研究科

臨床神経学

松本

理器

共催：第 74 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

日本脳神経外科学会近畿支部

各種会議

日本脳神経外科学会近畿支部

理事会*（10:30〜11:00）

日本脳神経血管内治療学会近畿地方会

役員会*（11:00〜11:30）

日本脳神経外科学会近畿支部

支部総会（13:00〜13:20）

日本脳神経外科学会近畿支部

学術評議員会（13:20〜13:40）

*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。

特別講演 1（13:50〜14:40）
座長

野﨑

和彦（滋賀医科大学

脳神経外科）

認知症診療で注目すべき画像診断のポイント
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター治験・臨床研究推進センター

伊藤

健吾

共催：第 74 回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会/日本メジフィジックス株式会社

神経鞘腫、トルコ鞍近傍腫瘍（14:40〜15:29）
座長：北条
コメンテーター：谷口

A-29

A-30

雅人（滋賀県立成人病センター）
理章（神戸大学）

硬膜内外に進展した舌下神経鞘腫の一例

湖東記念病院脳神経外科
井上 卓郎、嶋 綾子、平井 久雄、鈴木 文夫、松田 昌之

造影 DANTE T1-SPACE 撮像が診断に有効であった海綿静脈洞部 oculomotor nerve
schwannoma の 1 例

京都大学医学部脳神経外科、2）京都大学医学部放射線科
松川 爽 1）、荒川 芳輝 1）、伏見 育崇 2）、山尾 幸広 1）、小松 克也 1）、丹治 正大 1）、峰晴 陽平 1）、
舟木 健史 1）、武信 洋平 1）、菊池 隆幸 1）、石井 暁 1）、吉田 和道 1）、高木 康志 1）、宮本 享 1）
1）
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A-31

動眼神経麻痺で発症した嚢胞性病変の一例

A-32

Cabergoline 投与中に髄液漏を来した macroprolactinoma に対する治療戦略

和歌山県立医科大学脳神経外科
中居 俊人、中山 由紀恵、深井 順也、西林 宏起、中尾 直之
京都大学 脳神経外科、2）京都大学 耳鼻咽喉科
大塚 亮太朗 1）、丹治 正大 1）、笹ケ迫 知紀 1）、吉田 和道 1）、桑田 文彦 2）、山下 勝 2）、中川 隆之 2）、
宮本 享 1）

1）

A-33

視力・視野障害で発症した下垂体病変の 1 例

A-34

経鼻内視鏡下腫瘍摘出術が有用であった 3 歳小児頭蓋咽頭腫の 1 例

A-35

Carbohydrate antigen 19-9（CA19-9）高値を示した左傍鞍部成熟奇形腫の 1 例

和歌山県立医科大学脳神経外科
土岐 尚嗣、石井 政道、山中 宏孝、宮武 伸行、吉村 良、津浦 光晴

大阪市立大学脳神経外科
田上 雄大、後藤 剛夫、坂本 竜司、佐々木 強、渡部 祐輔、中条 公輔、森迫 拓貴、山中 一浩、
大畑 建治
神戸大学医学部脳神経外科、2）北播磨総合医療センター脳神経外科
橋口 充 1）、谷口 理章 1）、魚住 洋一 2）、石井 大嗣 1）、甲村 英二 1）

1）

その他の腫瘍（15:30〜16:19）
座長：埜中
コメンテーター：奥田

正博（関西医科大学）
武司（近畿大学）

A-36

原発巣術後 14 年が経過し、出血発症で発見された超高齢者のメラノーマ転移性脳腫瘍の 1 例

A-37

頭蓋内へ遠隔転移した乳房外パジェット病の一例

大阪警察病院脳神経外科
佐々木 弘光、古田 隆徳、佐々木 亮太、角谷 美帆、岸 昌宏、乾 登史孝、鄭 倫成、新 靖史、
井上 美里、明田 秀太、米澤 泰司
大阪医療センター脳神経外科、2）大阪医療センター皮膚科
三浦 慎平 1）、木嶋 教行 1）、沖田 典子 1）、藤森 なぎさ 2）、小澤 健太郎 2）、中川 智義 1）、
中川 僚太 1）、館 哲郎 1）、金村 米博 1）、中島 伸 1）、藤中 俊之 1）

1）

A-38

A-39

早期の経胸壁心エコーが功を奏し良好な転帰をたどった左房粘液腫による脳梗塞の一例
西宮渡辺心臓・血管センター
竹内 拓、大森 一美、神吉 しづか、庄盛 由紀夫、槌田 昌平

慢性硬膜下血腫被膜への悪性腫瘍の転移が再発を繰り返す原因と考えられた一例

京都大学医学部脳神経外科、2）京都桂病院脳神経外科
池田 宏之 1）、中嶌 教夫 2）、川端 康弘 2）、三宅 英則 2）、宮本 享 1）

1）

A-40

右傍側脳室に発生した papillary glioneuronal tumor の 1 例。

大阪国際がんセンター、2）大阪医療センター脳神経外科、臨床研究センター
藤田 祐也 1）、尾崎 友彦 1）、金村 米博 2）、木下 学 1）

1）

A-41

A-42

周囲に広範な浮腫を伴う小型充実性小脳血管芽腫の 2 例

八尾徳洲会総合病院脳神経外科
大西 洋平、吉村 政樹、宇田 裕史、一ノ瀬 努、鶴野 卓史

AYA 世代の女性に発症したランゲルハンス細胞組織球症の一例

関西労災病院脳神経外科
黒田 秀樹、竹中 朋文、小林 真紀、後藤 哲、熊谷 哲也、豊田 真吾、森 鑑二、瀧 琢有
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合同特別企画（16:30〜17:30）
座長：野﨑
坂井

和彦（滋賀医科大学）
信幸（神戸市立医療センター中央市民病院）

大型動脈瘤に対する治療
演者：

神鋼記念病院
大阪大学
京都大学

上野
中村
石井

泰
元
暁

閉会挨拶（17:30〜）
第 74 回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会
第 4 回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会
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野﨑 和彦（滋賀医科大学）
会長 吉村 紳一（兵庫医科大学）

会長

■B 会場（サイエンスホール）
神経膠腫 1（8:30〜9:05）
座長：荒川

芳輝（京都大学）

コメンテーター：香川

尚己（大阪大学）

B-01

両側前頭葉に浸潤する高悪性度神経膠腫の 2 症例

B-02

成人の延髄発生神経膠芽腫の 1 例

大阪市立大学脳神経外科
中条 公輔、宇田 武弘、田上 雄大、川嶋 俊幸、渡部 祐輔、坂本 竜司、佐々木 強、大畑 裕紀、
馬場 良子、山中 一浩、大畑 建治
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麻酔科
長濱 篤文 1）、石橋 謙一 1）、池田 英敏 1）、山縣 徹 1）、奥谷 龍 2）、卜部 登紀子 2）、岩井 謙育 1）

1）

B-03

診断に苦慮した悪性神経膠腫の 1 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病理診断科、3）神戸大学医学部脳神経外科
井村 隼 1）、田中 宏知 1）、池田 充 1）、森川 雅史 1）、大谷 恭子 2）、寺村 一裕 2）、甲村 英二 3）
1）

B-04

透明中隔に発生した神経膠腫の一例

和歌山労災病院脳神経外科、2）和歌山県立医科大学脳神経外科
榎本 博記 1）、深井 順也 2）、西林 宏起 2）、上松 右二 2）、中尾 直之 2）

1）

B-05

ベバシズマブを含む neoadjuvant treatment を行った膠芽腫の病理組織学的変化

京都大学医学部脳神経外科、2）京都大学医学部病理診断科
辻本 吉孝 1）、荒川 芳輝 1）、合田 直樹 2）、南口 早智子 2）、山尾 幸広 1）、小松 克也 1）、丹治 正大 1）、
峰晴 陽平 1）、舟木 健史 1）、武信 洋平 1）、菊池 隆幸 1）、石井 暁 1）、吉田 和道 1）、高木 康志 1）、
宮本 享 1）

1）

神経膠腫 2（9:05〜9:40）
座長：篠山
コメンテーター：川端

隆司（神戸大学）
信司（大阪医科大学）

B-06

初期治療中に重篤な薬剤性好中球減少症を合併した diffuse astrocytoma の 1 例

B-07

摘出後 20 年の経過で局所再発した視神経発生の毛様細胞性星細胞腫に対して、手術および化

京都大学医学部脳神経外科
小野田 祐司、荒川 芳輝、山尾 幸広、小松 克也、丹治 正大、峰晴 陽平、舟木 健史、武信 洋平、
菊池 隆幸、石井 暁、吉田 和道、高木 康志、宮本 享

学療法を行い局所制御が得られた一例

大阪市立大学脳神経外科
佐々木 強、宇田 武弘、中条 公輔、田上 雄大、馬場 良子、川嶋 俊幸、坂本 竜司、大畑 建治

B-08

B-09

脳皮質下出血で発症した退形成性乏突起膠腫の 1 治療例

JCHO 神戸中央病院脳神経外科
古野 優一、永井 利樹、李 喆、松本 圭吾

診断に苦慮した Pleomorphic xanthoastrocytoma（PXA）の 1 例

京都大学医学部脳神経外科、2）京都大学医学部病理診断科
在原 正泰 1）、荒川 芳輝 1）、南口 早智子 2）、山尾 幸広 1）、小松 克也 1）、丹治 正大 1）、峰晴 陽平 1）、
舟木 健史 1）、武信 洋平 1）、菊池 隆幸 1）、石井 暁 1）、吉田 和道 1）、高木 康志 1）、宮本 享 1）
1）
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B-10

bevacizumab への反応を見せた Anaplastic Pleomorphic Xanthoastrocytoma の一例

（公財）田附興風会 北野病院脳神経外科、2）（公財）田附興風会 北野病院病理診断科
吉本 修也 1）、後藤 正憲 1）、中島 悠介 1）、藤川 喜貴 1）、上里 弥波 1）、寺田 幸恵 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）、松崎 直美 2）、弓場 吉哲 2）

1）

髄膜腫、髄膜由来腫瘍（9:40〜10:22）
座長：後藤

剛夫（大阪市立大学）

コメンテーター：木下

学（大阪国際がんセンター）

B-11

急激な両側視力障害で発症した局所再発性髄膜腫の 1 例

B-12

小脳テント上下へ進展し、急速に症状悪化を来したテント髄膜腫の 1 手術例

B-13

二期的手術が有効であった髄膜性腫瘍の 2 例

B-14

青色母斑を伴った硬膜原発のメラノサイトーマの一例

B-15

前頭蓋底部 Solitary fibrous tumor の一例

富永病院脳神経外科
森田 寛也、北野 昌彦、久貝 宮仁、山田 大、谷 将星、向 祐樹、名柄 江満、古部 昌明、山下 晋、
長尾 紀昭、松田 康、長谷川 洋、富永 良子、富永 紳介
奈良県西和医療センター脳神経外科
弘中 康雄、横山 昇平、横山 和弘

奈良県総合医療センター脳神経外科
中瀬 健太、飯田 淳一、内山 佳知、前川 秀継

誠光会草津総合病院脳神経外科
大西 健、中洲 敏、松村 憲一、新阜 宏文、大脇 久敬

南和歌山医療センター脳神経外科、2）那智勝浦町立温泉病院
仲河 恒志 1）、中山 由紀恵 1）、川端 将之 1）、中西 陽子 1）、佐藤 史崇 2）、中村 善也 1）、中井 國雄 1）

1）

B-16

悪性転化し、脳幹に進展した孤立性線維性腫瘍の一例
滋賀医科大学脳神経外科
藤川 涼子、深見 忠輝、辻 敬一、野崎 和彦

脊椎脊髄（10:25〜11:07）

B-17

座長：川西

昌浩（武田総合病院）

コメンテーター：深尾

繁治（岡本記念病院）

外傷性上位頚椎損傷に対する固定術:治療成績と手術に際しての注意点

守口生野記念病院脳神経外科、2）守口生野記念病院救急科、3）済生会中津病院脳神経外科、
大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科
西嶋 脩悟 1）、西川 節 1）、城戸崎 裕介 1）、西原 正訓 2）、後藤 浩之 3）、正村 清弥 1）、中西 勇太 1）、
大畑 裕紀 4）、生野 弘道 1）
1）
4）

B-18

B-19

当院における癒着性くも膜炎の治療成績

信愛会脊椎脊髄センター
藤田 智昭、佐々木 伸洋、福田 美雪、黒田 昌之、眞鍋 博明、上田 茂雄、寳子丸 稔

歯状靱帯から発生し神経鞘腫との鑑別が困難であった C1 髄膜腫の 1 例

滋賀県立成人病センター脳神経外科
澤田 真寛、中江 卓郎、宗光 俊博、北条 雅人
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B-20

片麻痺で発症した特発性脊髄硬膜外血腫の 2 例

B-21

脳室腹腔短絡術が奏功したキアリ奇形 1 型に伴う脊髄空洞症の一例

（公財）田附興風会 北野病院脳神経外科
藤川 喜貴、三木 義仁、上里 弥波、寺田 幸恵、吉本 修也、箸方 宏州、後藤 正憲、西田 南海子、
多喜 純也、岩崎 孝一
奈良県立医科大学脳神経外科、2）奈良県立医科大学救急医学
高 由美 1）、竹島 靖浩 1）、松田 良介 1）、田村 健太郎 1）、山田 修一 1）、横田 浩 1）、西村 文彦 1）、
中川 一郎 2）、本山 靖 1）、朴 永銖 1）、中瀬 裕之 1）

1）

B-22

超高齢者の軸椎歯突起骨折に対し手術加療を行った一例

社会医療法人ささき会 藍の都脳神経外科病院、
公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科
鈴木 聡 1）、佐々木 庸 1）、永島 宗紀 1）、矢野 達也 1）、小林 啓作 1）、江口 貴博 1）、岩田 亮一 1）、
栗林 厚介 1）、岩崎 孝一 2）

1）
2）

その他（11:10〜11:52）
座長：押野

悟（大阪大学）

コメンテーター：中野

直樹（近畿大学）

B-23

慢性硬膜下血腫を合併した特発性低髄液圧症の 2 例

B-24

三叉神経痛に対する微小血管減圧術で suprameatal tubercle の骨削除を要した一例

B-25

難治性てんかんに対する VNS 留置後精神症状を生じた一例

市立東大阪医療センター脳神経外科
岸 文久、藤本 京利、木村 新、茶谷 めぐみ、速水 宏達

（公財）田附興風会 北野病院脳神経外科
上里 弥波、箸方 宏州、藤川 喜貴、寺田 幸恵、吉本 修也、後藤 正憲、三木 義仁、西田 南海子、
多喜 純也、岩崎 孝一

京都大学医学部脳神経外科、2）京都大学医学部神経内科、
京都大学大学院医学研究科 てんかん・運動異常生理学講座
中島 悠介 1）、菊池 隆幸 1）、小林 勝哉 2）、山尾 幸広 1）、笹ケ迫 知紀 1）、吉田 和道 1）、池田 昭夫 3）、
宮本 享 1）
1）
3）

B-26

二次性頚部ジストニアに対し視床下核脳深部刺激療法を試みた一例

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神経内科学
田中 將貴 1）、押野 悟 1）、細見 晃一 1）、梅原 徹 1）、柳澤 琢史 1）、山本 祥太 1）、三原 雅史 2）、
梶山 裕太 2）、望月 秀樹 2）、貴島 晴彦 1）

1）

B-27

B-28

最近 12 年の高齢発症てんかんに対する薬物治療の変化

新須磨病院脳神経外科
中村 直人、原田 知明、鵜山 淳、荒井 篤、高石 吉将、近藤 威

Carotid blowout syndrome の予防目的に内頸動脈遮断を施行した一例

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
梅原 徹、西田 武生、浅井 克則、角野 喜則、中村 元、貴島 晴彦
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ランチョンセミナー 2（12:00〜12:50）
座長

藤中

俊之（大阪医療センター

脳神経外科）

Significant benefits of Hydrogel coil Family 〜治療効果と New Device〜
姫路医療センター
神戸市立医療センター中央市民病院

脳神経外科
脳神経外科

小柳
今村

正臣
博敏

共催：第 4 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

血管内近畿地方会

会員報告会（13:40〜13:50）

血管内：脳動脈瘤 3（13:50〜14:32）
座長：佐藤
布川

徹（国立循環器病研究センター）
知史（近畿大学）

B-29

常染色体優性多発性嚢胞腎に合併したくも膜下出血に対する血管内治療の 2 症例

B-30

脳動脈瘤コイル塞栓術における Hydrocoil による塞栓率の改善効果

B-31

Lvis stent を用いた脳動脈瘤コイル塞栓術-術後抗血小板療法中止における安全性の検討-

岸和田徳洲会病院脳神経外科
鐵尾 佳章、松本 博之、西山 弘一、武本 英樹
姫路医療センター脳神経外科
小柳 正臣、五百蔵 義彦、織田 雅、鳴海 治

奈良県立医科大学附属病院放射線科・IVR センター、
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）、木次 将史 3）、黒川 紳一郎 3）、吉川 公彦 1）

1）
2）

B-32

中大脳動脈閉塞に伴う異常血管網内の破裂微小動脈瘤の一例

B-33

破裂 PICA involved VA dissection で VA および PICA の順行性血流を温存しえた 1 例

B-34

（公財）田附興風会 北野病院脳神経外科
寺田 幸恵、上里 弥波、後藤 正憲、藤川 喜貴、吉本 修也、箸方 宏州、三木 義仁、西田 南海子、
多喜 純也、岩崎 孝一

滋賀医科大学脳神経外科
萱谷 仁、藤川 涼子、辻 敬一、吉村 弥生、高木 健治、横井 俊浩、深見 忠輝、辻 篤司、中澤 拓也、
野崎 和彦

コイル塞栓術中に、コイルが母血管に逸脱したため、ステント留置で対応した一例

西宮協立脳神経外科病院
鱒渕 誉宏、立林 洸太朗、山田 佳孝、英 賢一郎、浮田 透、三宅 裕治、大村 武久

特別講演 2（14:35〜15:25）
座長

ステント時代の脳動脈瘤治療

吉村

紳一（兵庫医科大学

−clipping surgeon は絶滅危惧種か−

朝日大学歯学部附属村上記念病院

脳神経外科）
郭

泰彦

共催：第 4 回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会/日本ストライカー株式会社
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特別企画“神戸宣言

−その後−”（15:30〜16:30）
座長：吉村
今村

紳一（兵庫医科大学）
博敏（神戸市立医療センター中央市民病院）

演者：
国立循環器病研究センター
兵庫医科大学
京都第一赤十字病院
奈良県立医科大学
滋賀医科大学
和歌山県立医科大学

山上
白川
今井
中川
中澤
八子

FD 講習会（17:35〜18:35） *当日参加受付
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宏
学
啓輔
一郎
拓也
理恵

■C 会場（501〜503 会議室）
血管内：脳動脈瘤 1（8:30〜8:58）
座長：松本
平松

C-01

博之（岸和田徳洲会病院）
亮（大阪医科大学）

出血性解離性椎骨動脈瘤に対して重複ステントとコイル塞栓を併用して血管内治療を施行した
1例

公立豊岡病院脳神経外科、2）神戸大学医学部脳神経外科
庄瀬 裕康 1）、今堀 太一郎 1）、岡村 有祐 1）、坂田 純一 1）、塩見 亮司 1）、藤原 大悟 1）、藤田 敦史 2）、
細田 弘吉 2）、甲村 英二 2）

1）

C-02

Semi-Jailing method を用いた前交通動脈瘤塞栓の 1 例

医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科、2）兵庫医科大学脳神経外科
山下 太郎 1）、徳田 康 1）、三木 貴徳 1）、小林 紀方 1）、黒田 淳子 1）、佐藤 公俊 1）、吉田 享司 1）、
白川 学 2）、清水 史記 1）

1）

C-03

出血発症の椎骨動脈解離に対し後下小脳動脈を温存するためにステントを用いて治療した一症
例

社会医療法人ささき会 藍の都脳神経外科病院、
Department of Neurosurgery, Cerebrovascular Center, Mount Sinai Health System、
3）
関西労災病院脳神経外科、4）（公財）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）、永島 宗紀 1）、小林 啓作 1）、鈴木 聡 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）
1）
2）

C-04

stent assisted coil embilization を行った出血性椎骨動脈解離の 2 症例

社会医療法人栄昌会吉田病院脳神経外科、2）医療法人尚和会宝塚第一病院脳神経外科
吉田 真一郎 1）、山浦 生也 1）、垣田 寛人 2）、花山 寛朗 1）、櫻井 靖夫 1）、松本 洋明 1）、南 浩昭 1）、
増田 敦 1）、宮地 勝弥 1）、吉田 泰久 1）

1）

血管内：脳動脈瘤 2（9:00〜9:21）
座長：藤中
大西

C-05

C-06

C-07

俊之（大阪医療センター）
宏之（大西脳神経外科病院）

Overlapping stent のみで治療した破裂内頚動脈血豆状動脈瘤の一例

大西脳神経外科病院脳神経外科
高橋 賢吉、大西 宏之、古家一 洋平、三好 教生、佐藤 文哉、久我 純弘、大西 英之

Pipeline Flex 留置後にくも膜下出血を来した傍鞍部内頚動脈瘤の一例

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

当院にて行った Pipeline Flex 留置 31 症例の中・長期成績

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、
愛知医科大学脳血管内治療センター
平松 亮 1）、矢木 亮吉 1）、松原 功明 1）、大西 宏之 2）、川端 信司 1）、宮地 茂 3）、黒岩 敏彦 1）

1）
3）
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血管内：急性閉塞性脳卒中（9:25〜10:00）
座長：今井
内田

啓輔（京都第一赤十字病院）
和孝（兵庫医科大学）

C-08

症候性内頚動脈狭窄症／閉塞症に対する急性期頚動脈ステント留置術（CAS）自験例の検討

C-09

超高齢者の中大脳動脈閉塞症に対し rt-PA 静注後に血管内治療を施行した 1 例

関西労災病院脳神経外科
熊谷 哲也、豊田 真吾、黒田 秀樹、竹中 朋文、小林 真紀、後藤 哲、森 鑑二、瀧 琢有

国立循環器病研究センター 脳神経内科、2）国立循環器病研究センター 脳卒中集中治療科、
国立循環器病研究センター 脳血管内科、4）国立循環器病研究センター 脳神経外科
吉本 武史 1,3）、園田 和隆 2）、山上 宏 2）、岡﨑 周平 1）、和田 晋一 3）、佐藤 徹 4）、高橋 淳 4）、
猪原 匡史 1）、豊田 一則 3）

1）
3）

C-10

側副血行路を介したアプローチで母血管閉塞を行った症候性椎骨動脈起始部狭窄症の 1 例

C-11

総頸動脈の巨大浮遊血栓に血栓吸引とステント留置を行った 1 例

和歌山県立医科大学 脳神経外科
伊藤 雅矩、井澤 大輔、川口 匠、八子 理恵、増尾 修、中尾 直之

近畿大学医学部附属病院救命救急センター、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）、加藤 天美 2）

1）

C-12

左上葉切除後の肺静脈断端部血栓により生じた脳塞栓症の一例

神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、2）神戸市立医療センター中央市民病院神経内科
川端 修平 1）、徳永 聡 1）、今村 博敏 1）、足立 秀光 1）、谷 正一 1）、尾原 信行 2）、河野 智之 2）、
船津 尭之 1）、鈴木 啓太 1）、足立 拓優 1）、佐々木 夏一 1）、松井 雄一 1）、秋山 亮 1）、堀内 一史 1）、
坂井 信幸 1）

1）

血管内：頚動脈狭窄症（10:00〜10:35）
座長：山上
藤本

C-13

宏（国立循環器病研究センター）
憲太（大阪府立急性期総合医療センター）

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

医真会八尾総合病院 放射線科・脳血管内治療科、2）奈良医大 放射線科・IVR センター、
3）
医真会八尾総合病院 脳外科
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）
1）

C-14

頸部内頚動脈仮性閉塞に対する頸動脈ステント留置術の手技の工夫

京都府立医科大学脳神経外科学教室、
京都府立医科大学大学院医学研究科脳神経機能再生外科学講座、3）京都第二赤十字病院脳神経外科
岡本 貴成 1）、南都 昌孝 2）、後藤 雄大 2）、山本 紘之 2）、谷川 成佑 2）、高道 美智子 2）、小川 隆弘 2）、
大和田 敬 2）、中原 功策 3）、橋本 直哉 2）
1）
2）

C-15

左側頚動脈ステント留置術後に一過性脳血管攣縮を呈した 1 例

兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科
杉原 正浩、山本 祐輔、溝部 敬、本岡 康彦、中村 貢
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C-16

症候性頸動脈狭窄症に対する頸動脈ステント留置術後のエコー検査で対側頚動脈の可動性プラ
ークを認め治療した 1 例

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

C-17

遺残舌下神経動脈を伴う内頸動脈へのステント留置におけるプロテクションの工夫

天理よろづ相談所病院脳卒中センター、2）天理よろづ相談所病院脳神経外科
田中 寛大 1）、山名 則和 2）、田口 智朗 1）、杉田 義人 2）、光野 優人 2）、松井 雄哉 2）、時女 知生 2）、
秋山 義典 2）

1）

血管内：その他 1（10:35〜11:03）
座長：藤田
南都

C-18

敦史（神戸大学）
昌孝（京都府立医科大学）

Penumbra 4MAX で治療した上矢状静脈洞血栓症による重度右片麻痺の一例

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 救急科、
3）
京都第一赤十字病院 脳神経外科
猪奥 徹也 1）、今井 啓輔 1）、濱中 正嗣 1）、五影 昌弘 1）、山﨑 英一 1）、傳 和眞 1）、山本 敦史 1）、
竹上 徹郎 2）、梅澤 邦彦 3）
1）

C-19

静脈洞狭窄が原因と考えられた特発性頭蓋内圧亢進症の治療経験

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
尾本 幸治 1）、中川 一郎 1）、横山 昇平 1）、輪島 大介 1）、竹島 靖浩 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）

1）

C-20

環軸椎不安定に対する後方固定デバイスの刺激によると考えられる Bow-Hunter 症候群に対す
る脳血管内治療の経験

大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
八重垣 貴英、藤本 憲太、田中 伯、岡本 愛、茶谷 めぐみ、堀内 薫、杉本 正、谷 直樹、西口 充久、
橋本 宏之

C-21

妊娠初期に発症した可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）に対して血管内治療を行った一例

神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科、2）神戸市立医療センター中央市民病院 産婦人科、
3）
神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科
藤原 悟 1）、尾原 信行 1）、河野 智之 1）、乾 涼磨 1）、柳川 真澄 2）、川本 未知 1）、今村 博敏 3）、
坂井 信幸 3）、幸原 伸夫 1）
1）

血管内：AVM、AVF（11:05〜11:47）
座長：中澤
石黒

C-22

和智（加納総合病院）
友也（大阪市立総合医療センター）

頚部直接穿刺・トリプルカテーテルを用いた経動静脈的塞栓術により治療した血管型 EhlersDanlos 症候群による内頚動脈海綿静脈洞瘻の一例

国立循環器病研究センター脳神経外科
松原 博文、佐藤 徹、伊藤 嘉朗、丸山 大輔、濱野 栄佳、田中 俊一、石黒 太一、築家 秀和、
橋村 直樹、小野 功朗、片岡 大治、高橋 淳

C-23

Scepter バルーンからの NBCA 塞栓術で治療した脊髄硬膜外動静脈瘻の 1 例

神戸大学医学部脳神経外科
松尾 和哉、藤田 敦史、山口 陽二、田中 潤、石井 大嗣、甲田 将章、甲村 英二
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C-24

AVM 術前塞栓術〜high flow feeder の塞栓〜

C-25

外傷性中硬膜動静脈瘻の 2 例

C-26

塞栓術をおこなった椎骨動静脈瘻の 1 例

社会医療法人寿会富永病院脳神経外科
木本 敦史、久貝 宮仁、松田 康、長尾 紀昭、山下 晋、古部 昌明、向 祐樹、山田 大、谷 将星、
森田 寛也、乾 敏彦、山里 景祥、長谷川 洋、北野 昌彦、富永 良子、富永 紳介
大阪医療センター脳神経外科
館 哲郎、木嶋 教行、中川 智義、三浦 慎平、中川 僚太、沖田 典子、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之
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
寺田 愛子 1）、石黒 友也 2）、小宮山 雅樹 2）

1）

C-27

経動脈的塞栓にて治癒した外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻の 1 例

医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科、2）兵庫医科大学脳神経外科
山下 太郎 1）、徳田 康 1）、三木 貴徳 1）、小林 紀方 1）、黒田 淳子 1）、佐藤 公俊 1）、吉田 享司 1）、
清水 史記 1）、白川 学 2）

1）

血管内：その他 2（13:50〜14:11）
座長：須山
中川

武裕（関西医科大学総合医療センター）

C-28

一郎（奈良県立医科大学）

脳動脈瘤コイル塞栓術 3 ヶ月後に脳実質内に多発造影病変を認め、異物性肉芽腫が疑われた 1
例

大阪医療センター脳神経外科
中川 僚太、中川 智義、木嶋 教行、館 哲郎、三浦 慎平、沖田 典子、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

C-29

胆管用 covered stent を用いて治療した左総頸動脈仮性動脈瘤の一例

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 消化器内科、
京都第一赤十字病院 循環器内科、4）京都第一赤十字病院 脳神経外科、
5）
京都第一赤十字病院 救急科
山崎 英一 1）、今井 啓輔 1）、濱中 正嗣 1）、五影 昌弘 1）、傳 和眞 1）、山本 敦史 1）、猪奥 徹也 1）、
木村 浩之 2）、木村 雅喜 3）、荻田 庄吾 4）、竹上 徹郎 5）
1）
3）

C-30

難治性慢性硬膜下血腫に対する塞栓術術後に血腫腔内の造影剤漏出、血腫内膜側の NBCA
cast を認めた 1 例

城山病院 脳・脊髄・神経センター
高井 聡、三輪 博志、盛岡 潤、村尾 健一

外傷（14:15〜14:50）
座長：立澤
コメンテーター：藤田

C-31

和典（京都府立医科大学）
浩二（和歌山県立医科大学）

開頭術後に発生した医原性浅側頭動脈仮性動脈瘤の 1 例

社会医療法人中央会尼崎中央病院、2）兵庫医科大学脳神経外科
徳田 良 1）、松本 強 1）、吉村 紳一 2）

1）

C-32

VP シャント患者における急性硬膜下血腫の 2 例

近江八幡市立総合医療センター脳神経外科、2）京都市立病院脳神経外科、3）滋賀医科大学脳神経外科
河野 浩人 1）、齋藤 実 1）、初田 直樹 2）、辻 篤司 3）、中島 正之 1）

1）
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C-33

前大脳動脈遠位部における外傷性仮性動脈瘤の 1 例

堺市立総合医療センター 脳神経外科、2）堺市立総合医療センター 救急外科
金本 岳 1）、枝川 光太朗 1）、寺田 栄作 1）、竹綱 成典 1）、立石 明広 1）、金子 正憲 2）、中田 康城 2）、
中島 義和 1）

1）

C-34

外傷性脳梁血腫の 1 例

C-35

鍼治療後にくも膜下出血・脳梗塞を発症した一例

製鉄記念広畑病院 脳神経外科
森 達也、山本 大輔、宮本 宏人、巽 祥太郎
市立豊中病院脳神経外科
江村 拓人、西尾 雅実、矢野 喜寛、高野 浩司

感染（14:50〜15:25）

C-36

座長：下川

宣幸（ツカザキ病院）

コメンテーター：米澤

泰司（大阪警察病院）

経第四脳室進入法で手術加療した脳幹部膿瘍の 1 例

医療法人ラポール会 田辺脳神経外科病院、2）医療法人ラポール会
大村 知久 1）、辻 優一郎 2）、小森 裕美子 2）、田辺 英紀 2）

1）

C-37

田辺脳神経外科病院

頭痛を契機に発見された頭蓋内結核腫の一例

富永病院脳神経外科、2）富永病院
山田 大 1）、長谷川 洋 2）、森田 寛也 2）、谷 将星 2）、向 祐樹 2）、古部 昌明 2）、山下 晋 2）、
木本 敦史 1）、長尾 紀昭 1）、松田 康 1）、久貝 宮仁 1）、富永 紳介 1）

1）

C-38

下垂体前葉機能低下症をきたした下垂体結核腫の一例

C-39

感染性心内膜炎による脳卒中の一例

堺市立総合医療センター脳神経外科
寺田 栄作、竹綱 成典、枝川 光太朗、立石 明広、中島 義和
市立東大阪医療センター脳神経外科、2）市立東大阪医療センター循環器内科、
3）
大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
茶谷 めぐみ 1）、速水 宏達 1）、岸 文久 1）、玉置 亮 1）、木村 新 1）、藤本 京利 1）、浅井 光俊 2）、
橋本 宏之 3）
1）

C-40

脳梗塞様の症状で発症した probable rheumatoid meningitis の一例

奈良県立医科大学脳神経外科
中島 司、横田 浩、尾本 幸治、横山 昇平、高村 慶旭、輪島 大介、竹島 靖浩、松田 良介、
田村 健太郎、山田 修一、西村 文彦、中川 一郎、本山 靖、朴 永銖、中瀬 裕之

小児（15:25〜16:00）
座長：高木
コメンテーター：原田

C-41

C-42

健治（滋賀医科大学）
敦子（高槻病院）

腸球菌感染による脳室炎をきたした脊髄髄膜瘤の一例

大阪母子医療センター脳神経外科
福田 竜丸、竹本 理、山田 淳二、千葉 泰良

小脳過形成によるキアリ奇形と水頭症を伴う巨脳症の 1 例

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
梅原 徹、香川 尚己、横田 千里、阿知波 孝宗、福永 貴典、永野 大輔、有田 英之、藤本 康倫、
貴島 晴彦
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C-43

シャントバルブの破損を認めた小児水頭症 4 例

C-44

緊急脳室ドレナージ術を要した小児水頭症-救命し得なかった 2 例と救命し得た 1 例の違いは何

兵庫県立こども病院脳神経外科
岩橋 洋文、小山 淳二、安積 麻衣、阿久津 宣行、河村 淳史

か？-

京都第一赤十字病院脳神経外科
森迫 瑶貴、梅澤 邦彦、木村 聡志、竹上 徹郎、黒崎 邦和、荻田 庄吾

C-45

シャント感染を契機に孤立性第四脳室が悪化した水頭症に対し内視鏡下中脳水道形成術が奏効
した一例

関西医科大学脳神経外科
磯崎 春菜、埜中 正博、山村 奈津美、李 一、淺井 昭雄

その他の血管障害（16:00〜16:28）
座長：豊田
コメンテーター：吉田

C-46

真吾（関西労災病院）
和道（京都大学）

レンズ核線条体動脈異常側副路から出血を反復し 複合的外科治療を行ったもやもや病の 1 例
京都大学医学部脳神経外科、2）札幌医科大学医学部脳神経外科
笹ヶ迫 知紀 1）、舟木 健史 1）、丹治 正大 1）、荒川 芳輝 1）、鈴木 比女 2）、宮本 享 1）

1）

C-47

非外傷性眼窩内骨膜下血腫に対し緊急で開頭血腫除去を行った一例

京都大学医学部脳神経外科、2）京都大学医学部眼科
井谷 理彦 1）、丹治 正大 1）、藤本 雅大 2）、山尾 幸広 1）、舟木 健史 1）、菊池 隆幸 1）、荒川 芳輝 1）、
石井 暁 1）、吉田 和道 1）、高木 康志 1）、宮本 享 1）

1）

C-48

被包化し治癒が遷延した高血圧性被殻出血の一例

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）、青山 信房 1）、中瀬 裕之 2）

1）

C-49

一過性巣症状を発症した皮質性くも膜下出血の 2 例

京都府立医科大学大学院医学研究科 脳神経機能再生外科学
佐伯 千寿、山本 紘之、大和田 敬、立澤 和典、笹島 浩泰、橋本 直哉
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