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開会挨拶
参加受付 参加受付参加受付

座長：辻　　篤司
コメンテーター：中村　　元

外傷：血管内治療（C-01～04）
座長：坂井　千秋

コメンテーター：西村　真樹

血管：特殊な脳動脈瘤（B-01～04）

座長：西村　文彦
コメンテーター：北条　雅人

脳腫瘍：下垂体（C-17～20）

座長：荒川　芳輝
コメンテーター：木下　　学

脳腫瘍：神経膠腫（A-01～04）

座長：川端　信司
コメンテーター：深見　忠輝

脳腫瘍：病理（C-13～16）

座長：中澤　拓也
コメンテーター：松原　功明

脳動脈瘤：血管内治療
（A-13～17）

座長：布川　知史
コメンテーター：高山　勝年

脳動脈瘤：会心の症例と痛恨の症例
（A08～12）

座長：埜中　正博
コメンテーター：朴　　永銖

小児（C-30～33）

座長：吉村　晋一
コメンテーター：齊木　雅章

血管：病態と解剖（B-05～09）

座長：南都　昌孝
コメンテーター：大川　将和

血管形成術１（B-10～13）

座長：須山　武裕
コメンテーター：八子　理恵

血管形成術２（B-14～17）

FD講習会

座長：押野　　悟
コメンテーター：西田南海子

機能（C-25～29）

座長：岡田　秀雄
コメンテーター：尾原　信行

急性期再開通一般（A-18～21）

座長：古瀬　元雅
コメンテーター：立澤　和典

感染性疾患（C-10～12）

座長：篠山　隆司
コメンテーター：石橋　謙一

脳腫瘍：神経鞘腫（A-05～07）

閉会挨拶

座長：小畑　仁司
コメンテーター：藤田　浩二　

外傷一般（C-21～24）

50
40

10

20

日本脳神経外科学会
近畿支部理事会
（10:10～10:40）

（11:50～12:20）

支部総会
（11:30～12:00）

JSNET近畿地方会
役員会

演者：山上　　宏
座長：石井　　暁

共催：Stryker Japan KK

ランチョンセミナー1
「再開通療法UPDATE 
－DAWN trial後の課題－」

演者：栗田　浩樹
座長：田辺　英紀

共催：CSLベーリング株式会社

ランチョンセミナー2
「AVMとdAVFの直達術：

現状と将来展望」 演者：平松　　亮
　　　佐藤　　徹
座長：松本　博之

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

ランチョンセミナー3
「国産ブランドの逆襲

～キヤノンの実力を探る！～」

座長：今村　博敏
　　　今井　啓輔

　　

シンポジウム（SY1～5）
「急性期再開通 －この一例から学ぶ －」

座長：豊田　真吾
　　　細田　弘吉
　　　上野　　泰

ビデオシンポジウム（VS-1～5）
「こだわりの手術法・アプローチ」

座長：坂口　　学
演者 ： 今堀太一郎
　　　園田　和隆
　　　今村　博敏

共催：日本メドトロニック株式会社

　　

教育セミナー1
「再開通療法ブラッシュアップ

－明日から役立つテクニカルチップス－」

座長：中川　一郎
演者 ： 藤中　俊之
　　　吉田　和道
共催：テルモ株式会社

　　

教育セミナー2
「脳動脈瘤治療ブラッシュアップ

－こんなときどうする? トラブルシューティング－」

合同企画
「急性期再開通療法の現状と課題

－急性期脳卒中医療体制の未来像を探る－」

学術評議員会
（12:00～12:20）

血管内近畿地方会 会員報告会

演者：山本　貴道
座長：岩崎　孝一

共催：第一三共株式会社

座長：坂井　信幸
　　　吉村　紳一
　　　石井　　暁

特別講演
「抗てんかん薬選択のトレンドと

てんかん外科の歴史・現状そして近未」

30

30

46
50

22
30

座長：本山　　靖
コメンテーター：片岡　大治

血管：直達手術（B-18～22）

座長：後藤　剛夫
コメンテーター：谷口　理章

脳腫瘍：髄膜腫（B-23～26）

座長：藤本　康倫
コメンテーター：眞田　寧皓

脳腫瘍：転移性脳腫瘍（B-27～30）

40

座長：藤田　敦史
コメンテーター：石黒　友也

シャント疾患：血管内治療
（C-05～09）

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

18:00

17:00

18:50

A会場
（ライフホール）

B会場
（サイエンスホール）

C会場
（501-503会議室）

理事会・役員会会場
（801-802会議室）

企業展示
（5階ロビー）
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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76回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 会長 岩崎　孝一（北野病院）
第5回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会　　会長 石井　　暁（京都大学）

脳腫瘍：神経膠腫（8:30〜9:02）
座長：松田　良介（奈良県立医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：木下　　学（大阪大学 脳神経外科）

A-01   島回神経膠腫におけるIFOFの術中同定の試み
           1）大阪国際がん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）河内友絋会　河内総合病院脳神経外科
           松橋 崇寛 1）、木下 学 1）、藤田 祐也 2）、浅井 克則 1）、尾崎 友彦 3）、貴島 晴彦 2）

A-02   くも膜下出血で発症した膠芽腫の1例
           奈良県立医科大学脳神経外科
           下間 惇子、松田 良介、中村 光利、高村 慶旭、山田 修一、西村 文彦、中川 一郎、本山 靖、朴 永銖、

中瀬 裕之

A-03   視床嚢胞性毛陽細胞性神経膠腫の1例
           1）関西医科大学総合医療センター脳神経外科、2）関西医科大学脳神経外科
           岩瀬 正顕 1）、須山 武裕 1）、島田 志行 1）、李 一 1）、淺井 昭雄 2）

A-04   悪性様の神経放射線画像所見を呈したPilocytic Astrocytomaの一例
           1）大西脳神経外科病院脳神経外科、2）兵庫県立がんセンター病理診断科
           松岡 龍太 1）、兒玉 裕司 1）、前岡 良輔 1）、高橋 賢吉 1）、大西 宏之 1）、山本 慎司 1）、西岡 利和 1）、久

我 純弘 1）、垰本 勝司 1）、廣瀬 隆則 2）、大西 英之 1）

脳腫瘍：神経鞘腫（9:02〜9:26）
座長：笹島　浩泰（京都府立医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：森迫　拓貴（大阪市立大学　脳神経外科）

A-05   術後に嚥下障害が問題となった小脳橋角部腫瘍の一例
           和歌山県立医科大学脳神経外科
           石井 健次、矢本 利一、北山 真理、深井 順也、西林 宏起、藤田 浩二、中尾 直之

A-06   頚髄嚢胞形成性神経鞘腫の2例
           信愛会脊椎脊髄センター
           小原 次郎、藤田 智昭、福田 美雪、佐々木 伸洋、上田 茂雄、眞鍋 博明、寳子丸 稔

A-07   聴神経腫瘍に対するガンマナイフ治療後に水頭症増悪を認め、腫瘍摘出術により軽快した一例
           神戸大学医学部脳神経外科
           中原 正博、今堀 太一郎、中井 友昭、魚住 洋一、篠山 隆司、谷口 理章、甲村 英二



脳動脈瘤：会心の症例と痛恨の症例（9:26〜10:06）
座長：布川　知史（近畿大学　脳神経外科）

コメンテーター：高山　勝年（医真会八尾総合病院　脳血管内治療科）

A-08   前大脳動脈A2近位部に発生した未破裂脳動脈瘤の一例
           岸和田徳洲会病院脳神経外科
           土岐 尚嗣、西山 弘一、井澤 大輔、松本 博之

A-09   破裂内頚動脈前壁動脈瘤に対しコイル塞栓術を施行した1例
           京都府立医科大学脳神経外科学教室
           岸田 健吾、南都 昌孝、長谷川 洋平、岡本 貴成、後藤 雄大、山本 紘之、橋本 直哉

A-10   逆行性アプローチを併用してコイル塞栓術をおこなった未破裂後下小脳動脈分岐部動脈瘤の1
例

           1）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、
           3）京都府立医科大学脳神経外科学教室
           藤原 岳 1）、丸山 大輔 1）、村上 守 1）、山田 丈弘 2）、南都 昌孝 3）、古丸 裕二郎 1）、武内 勇人 1）、
           永金 義成 2）、村上 陳訓 1）

A-11   前交通動脈瘤コイル塞栓術後に両側脳弓梗塞により健忘を呈した1例
           和歌山県立医科大学脳神経外科
           宮本 貴史、八子 理恵、栗山 衣美、川口 匠、松田 芳和、中尾 直之

A-12   再々治療時に重畳予定ステントが別のルートにmalpositioning したIC-Pcom瘤の1例
           国立循環器病研究センター脳神経外科
           岡田 明大、佐藤 徹、池田 剛、濱野 栄佳、石黒 太一、築家 秀和、小磯 隆雄、橋村 直樹、西村 真樹、

森 久恵、高橋 淳

脳動脈瘤：血管内治療（10:06〜10:46）
座長：中澤　拓也（滋賀医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：松原　功明（大阪医科大学　脳神経外科）

A-13   Distal access catheter (TACTICS(r))を用いて遠位脳動脈瘤塞栓術を行った二例
           1）済生会滋賀県病院神経内科、2）済生会滋賀県病院放射線科、3）済生会滋賀県病院脳神経外科
           武澤 秀理 1）、勝盛 哲也 2）、緒方 彩華 3）、西井 翔 3）、後藤 幸大 3）、横矢 重臣 3）、岡 英輝 3）、
           日野 明彦 3）、深沢 良輔 1）、藤井 明弘 1）

A-14   ステント併用で瘤内塞栓術を行った前交通動脈瘤の検討
           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、古部 昌明、山下 晋、山田 大、谷 将星、森田 寛也、
           名柄 江満、乾 敏彦、山里 景祥、長谷川 洋、北野 昌彦、富永 良子、富永 紳介

A-15   内頚動脈傍前床突起部瘤に対してDouble semi-jailing 法にてコイル塞栓を行った2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、
           3）愛知医科大学血管内治療センター
           井畑 知大 1）、平松 亮 1）、矢木 亮吉 1）、大西 宏之 2）、松原 功明 1）、宮地 茂 3）、黒岩 敏彦 1）

A-16   末梢性後大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術におけるVEPモニタリングの試み
           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
           木次 将史 1）、中川 一郎 1）、村上 敏春 1）、金 泰均 1）、朴 憲秀 1）、岸 文久 1）、輪島 大介 1）、
           高村 慶旭 1）、山田 修一 1）、本山 靖 1）、朴 永銖 1）、和田 敬 2）、吉川 公彦 2）、中瀬 裕之 1）
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A-17   Pipeline留置を断念した症例の検討
           京都大学大学院医学研究科　脳神経外科
           菊池 隆幸、石井 暁、西 秀久、安部倉 友、山尾 幸広、大川 将和、宮本 享

シンポジウム　急性期再開通　−この一例から学ぶ−（10:50〜11:30）
座長：今村　博敏（神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科）、

今井　啓輔（京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科）

SY-1    SolitaireとPenumbra systemの併用により血栓回収し得た器質化血栓による中大脳動急性
閉塞の一例

           大阪警察病院脳神経外科
           岸 昌宏、明田 秀太、米澤 泰司、新 靖史、井上 美里、鄭 倫成、中瀬 健太、古田 隆徳、宮座 静香、

佐々木 弘光、高 由美

SY-2    中大脳動脈高度狭窄部に血栓形成を起こし発症した急性期脳梗塞の治療経験
           河内友絋会　河内総合病院脳神経外科
           尾崎 友彦、森脇 崇、村澤 明、中尾 和民

SY-3    rt-PA静注療法・血栓回収療法後に多発脳出血を来した感染性心内膜炎による心原性脳塞栓の
一例

           大西脳神経外科病院
           小坂 拓也、前岡 良輔、佐藤 文哉、高橋 賢吉、大西 宏之、山本 慎司、西岡 利和、兒玉 裕司、久我 純

弘、大西 英之

SY-4    rt-PA静注と血栓回収後に多発性脳出血をきたした右内頚動脈急性閉塞の1例
           大阪警察病院脳神経外科
           高 由美、佐々木 弘光、明田 秀太、岸 昌宏、宮座 静香、古田 隆徳、中瀬 健太、鄭 倫成、新 靖史、
           井上 美里、米澤 泰司

SY-5    脳動脈解離による急性虚血に対しステント留置術を行った一例
           1）神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、2）神鋼記念病院脳神経外科
           春原 匡 1）、今村 博敏 1）、谷 正一 1）、足立 秀光 1）、福光 龍 1）、大村 佳大 1）、舟越 勇介 1）、
           佐々木 夏一 1）、松井 雄一 1）、秋山 亮 1）、堀内 一史 1）、福田 竜丸 1）、坂東 鋭明 2）、重安 将志 1）、梶

浦 晋司 1）、坂井 信幸 1）

教育セミナー1
「再開通療法ブラッシュアップ - 明日から役立つテクニカルチップス - 」（11:30〜12:30）

座長：坂口　　学（大阪急性期・総合医療センター）                                      

ES1-1  ガイディングカテーテルが上がらない！次にどうする？
           神戸大学　脳神経外科
           今堀 太一郎

ES1-2  ステントレトリーバを使った基本手技
           国立循環器病研究センター　脳血管内科・脳神経内科
           園田 和隆

ES1-3  1passが通らないときに次の一手をどうするか？
           神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科
           今村 博敏

共催：日本メドトロニック株式会社
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ランチョンセミナー1（12:30〜13:30）
座長：石井　　暁（京都大学　脳神経外科）

LS1     再開通療法UPDATE - DAWN trial後の課題 - 
           国立循環器病研究センター　脳血管内科・脳神経内科
           山上　　宏

共催：Stryker Japan KK

血管内近畿地方会会員報告会（13:40〜13:45）

特別講演（13:45〜14:45）
座長：岩崎　孝一（北野病院　脳神経外科）

SL1     抗てんかん薬選択のトレンドとてんかん外科の歴史・現状そして近未
           聖隷浜松病院　脳神経外科
           山本　貴道

共催：第一三共株式会社

急性期再開通一般（14:50〜15:22）
座長：岡田　秀雄（和歌山ろうさい病院　脳神経外科）

コメンテーター：尾原　信行（神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経内科）

A-18   当院における経皮的血栓回収非再開通例に対するSTA-MCA bypass術について
           公立豊岡病院脳神経外科
           三浦 伸一、中村 直人、坂田 純一、石井 大嗣、岡村 有祐

A-19   非心原性機序による主幹動脈急性閉塞症：病型診断のタイミング
           関西労災病院脳神経外科
           竹中 朋文、黒田 秀樹、小林 真紀、熊谷 哲也、豊田 真吾、森 鑑二、瀧 琢有

A-20   当院における急性期前方循環主幹動脈閉塞症に対する機械的血栓回収療法導入前後の治療成績
の検討

           兵庫県立淡路医療センター脳神経外科
           溝脇 卓、池内 佑介、阪上 義雄

A-21   脳虚血発症急性期における頚部内頚動脈高度狭窄症に対する急性期頸動脈内膜剥離術
           奈良県西和医療センター脳神経外科
           横山 昇平、弘中 康雄、横山 和弘
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教育セミナー2「脳動脈瘤治療ブラッシュアップ - こんなときどうする? トラブルシューティング - 」
（15:30〜16:30）

座長：中川　一郎（奈良県立医科大学　脳神経外科）

ES2-1  コイル塞栓術 - こんなときどうする？- 
           大阪医療センター 脳神経外科
           藤中 俊之

ES2-2  クリッピング - こんなときどうする? - 
           京都大学　脳神経外科
           吉田 和道

共催：テルモ株式会社

合同企画「急性期再開通療法の現状と課題 - 急性期脳卒中医療体制の未来像を探る - 」
（16:35〜17:50）

座長：坂井　信幸（神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科）、
吉村　紳一（兵庫医科大学　脳神経外科）、
石井　　暁（京都大学　脳神経外科）

GS-1   基調講演：RESCUE Japan 2017
           兵庫医科大学脳神経外科
           高木 俊範

GS-2   ある都市型大学病院の現状と問題点 - 
           関西医科大学附属病院神経内科
           國枝 武伸

GS-3   ある都市型民間病院の現状と問題点 -  　
           京都第二赤十字病院脳神経内科
           山田 丈弘

GS-4   ある都市型公的病院の現状と問題点 - 
           尼崎医療センター脳神経外科
           小柳 正臣

GS-5   ある地方大学病院の現状と問題点 - 　
           奈良県立医科大学脳神経外科
           中川 一郎

GS-6   ある地方民間病院の現状と問題点 -  
           済生会滋賀県病院神経内科
           武澤 秀理

GS-7   ある地方公的病院の現状と問題点 -  
           兵庫県立姫路循環器病センター　脳神経外科
           溝部 敬

パネルディスカッション
指定発言
           日本脳卒中学会理事長（京都大学脳神経外科）
           宮本 享

閉会挨拶（17:50〜17:55）
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■B会場（サイエンスホール）

血管：特殊な脳動脈瘤（8:30〜9:02）
座長：菊池　隆幸（京都大学　脳神経外科）

コメンテーター：西村　真樹（国立循環器病研究センター　脳神経外科）

B-01    FMDに関連したde novo PICA 動脈瘤破裂の1例
           大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
           横田 浩、八重垣 貴英、杉本 正、堀内 薫、森 康輔、田中 伯、西口 充久、藤本 憲太、飯田 淳一、
           橋本 宏之

B-02    特発性内頚動脈偽性動脈瘤の1例
           大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
           田中 伯、藤本 憲太、飯田 淳一、西口 充久、横田 浩、杉本 正、森 康輔、堀内 薫、八重垣 貴英

B-03    左外側脊髄動脈瘤破裂によるクモ膜下出血の一例
           1）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脳神経外科
           岡本 愛 1）、内山 佳知 1）、前川 秀継 1）、橋本 宏之 2）

B-04    Le Fort Ⅰ 骨切術後に鼻出血で発症した仮性動脈瘤に対して血管内治療を施行した1例
           1）大阪医療センター脳神経外科、2）大阪医療センタ—脳神経外科、3）大阪医療センタ—総合救急部
           村上 皓紀 1）、藤中 俊之 2）、寺田 栄作 2）、中島 伸 2）、木嶋 教行 2）、下野 圭一郎 3）

血管：病態と解剖（9:02〜9:42）
座長：吉村　晋一（関西医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：齊木　雅章（大津赤十字病院　脳神経外科）

B-05    高血糖が誘因と考えられたPRESの1例
           大阪府済生会吹田病院脳神経外科
           前川 豊伸、中川 享、平山 博

B-06    雷鳴頭痛と失語症で発症し、多発皮質性くも膜下出血を認めた可逆性脳血管収縮症候群の1例
           大阪医療センター脳神経外科
           館 哲郎、木嶋 教行、寺田 栄作、中川 僚太、村上 皓紀、沖田 典子、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

B-07    先天性フィブリノーゲン欠乏症患者に合併症した脳内出血の一例
           1）大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2）第一東和会病院脳神経外科
           蒲原 明宏 1）、藤城 高広 2）、福尾 祐介 1）、矢木 亮吉 1）、川端 信司 1）、黒岩 敏彦 1）

B-08    脳梗塞を繰り返した発作性夜間ヘモグロビン尿症の一例
           大阪脳神経外科病院
           西田 岳史、呉村 有紀、村上 知義、梶川 隆一郎、芳村 憲泰、吉原 智之、鶴薗 浩一郎、若山 暁

B-09    後大脳動脈皮質枝に吻合する血管網を認めたpersistent primitive anterior choroidal
           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
           寺田 愛子 1）、鶴田 慎 2）、石黒 友也 2）、池田 英敏 1）、小宮山 雅樹 2）
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血管形成術1（9:42〜10:14）
座長：南都　昌孝（京都府立医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：大川　将和（京都大学　脳神経外科）

B-10    ヨードアレルギーを有する椎骨動脈起始部狭窄症に対してエコーガイド下ステント留置術を行
った1例

           1）神戸大学医学部脳神経外科、2）神戸大学医学部附属病院検査部
           藤永 貴大 1）、山下 俊輔 1）、今西 孝充 2）、甲田 将章 1）、藤田 敦史 1）、甲村 英二 1）

B-11    左腕頭静脈高度狭窄に対するステント留置術が奏効した急性頚髄症の一例
           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循環器内科
           濱中 正嗣 1）、今井 啓輔 1）、五影 昌弘 1）、傅 和眞 1）、山本 敦史 1）、猪奥 徹也 1）、崔 聡 1）、
           長 正訓 1）、毛受 奏子 1）、木村 雅喜 2）

B-12    遠位部内腔の高度虚脱を伴った内頸動脈偽閉塞症に対して頚動脈ステント留置術を施行した2
例

           1）医真会八尾総合病院脳神経外科、2）医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療科、
           3）奈良県立医科大学放射線科、4）奈良県立医科大学脳神経外科
           尾本 幸治 1）、黒川 紳一郎 1）、明珍 薫 2）、高山 勝年 2）、和田 敬 3）、吉川 公彦 3）、中川 一郎 4）、
           中瀬 裕之 4）

B-13    過灌流症候群ハイリスクの内頚動脈高度狭窄症に対しStaged angioplastyを行った1例
           1）守口生野記念病院脳神経外科、2）大阪市立大学医学部医学研究科脳神経外科
           中西 勇太 1）、川上 太一郎 2）、佐々木 強 1）、大重 英行 1）、城戸崎 裕介 1）、西原 正訓 1）、
           西川 節 1）、生野 弘道 1）

血管形成術2（10:14〜10:46）
座長：須山　武裕（関西医科大学総合医療センター　脳神経外科）

コメンテーター：八子　理恵（和歌山県立医科大学　脳神経外科）

B-14    頭蓋底部内頚動脈狭窄に対しPTA治療が有効であった二症例
           1）社会医療法人ささき会　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）(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）、鈴木 聡 1）、永島 宗紀 1）、江口 貴博 1）、岩田 亮一 1）、宮崎 晃一 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）

B-15    急性期脳梗塞を発症した症候性総頸動脈起始部狭窄症の1例
           大西脳神経外科病院脳神経外科
           前岡 良輔、大西 宏之、高橋 賢吉、山本 慎司、久我 純弘、大西 英之

B-16    両側解離性椎骨動脈閉塞に対する血行再建術の1例
           ツカザキ病院脳神経外科
           中川 智弘、川上 太一郎、佐藤 英俊、廣瀬 智史、塚崎 裕司、下川 宣幸、夫 由彦

B-17    うっ血乳頭を発症した脳静脈洞血栓症に脳静脈洞形成術を行った1例
           近畿大学医学部脳神経外科
           長束 一紘、布川 知史、辻 潔、中川 修宏、加藤 天美



−20−

血管：直達手術（10:46〜11:26）
座長：本山　　靖（奈良県立医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：片岡　大治（京都大学　脳神経外科）

B-18    クリッピング1カ月後に再開通による出血をきたした血栓化中大脳動脈瘤の1例
           国立循環器病研究センター脳神経外科
           上村 紘也、西村 真樹、佐藤 徹、石黒 太一、中川 俊祐、橋村 直樹、小磯 隆雄、築家 秀和、池田 剛、

濱野 栄佳、森 久恵、高橋 淳

B-19    破裂した部分血栓化大型中大脳動脈紡錘形動脈瘤をSTA-MCAバイパス＋トラッピング術によ
り治療した一例

           1）西神戸医療センター脳神経外科、2）神戸大学医学部脳神経外科
           東野 真志 1）、蘆田 典明 1）、西原 賢在 1）、細田 弘吉 1）、甲村 英二 2）

B-20    両側脳室内出血で発症した両側内頸動脈低形成の一例
           1）公立学校共済組合近畿中央病院、2）愛仁会高槻病院
           小野 峻 1）、上田 順二 1）、前野 和重 2）、有田 憲生 1）

B-21    開頭血腫除去術後に緩徐に再発・増大した慢性被膜化脳内血腫の一例
           北播磨総合医療センター脳神経外科
           梶本 裕人、山本 大輔、田中 潤、岡田 亮、藤田 健嗣、上月 惇、西願 まどか、三宅 茂

B-22    上小脳動脈AVMの1手術例
           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

支部総会（11:30〜12:00）

学術評議員会（12:00〜12:20）

ランチョンセミナー2（12:30〜13:30）
座長：田辺　英紀（田辺脳神経外科病院）

LS2     AVMとdAVFの直達術：現状と将来展望
           埼玉医科大学国際医療センター　脳神経外科
           栗田 浩樹

共催：CSLベーリング株式会社
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ビデオシンポジウム　こだわりの手術法・アプローチ（14:50〜15:30）
座長：豊田　真吾（関西ろうさい病院　脳神経外科）、

細田　弘吉（神戸市立西神戸医療センター　脳神経外科）、
上野　　泰（神鋼記念病院　脳神経外科）

VS-1    closure lineを意識した脳動脈瘤クリッピングの報告
           大阪府済生会中津病院脳神経外科
           山本 直樹、後藤 浩之

VS-2    高位病変に対する後側方アプローチによるCEA
           社会医療法人生長会 府中病院脳外科・脳卒中センター
           中島 英樹、成瀬 裕恒、岡田 由実子、大畑 裕紀

VS-3    twisted carotid bifurcation を伴った内頸動脈狭窄症に対しての頸動脈内膜剥離術
           八尾徳洲会総合病院脳神経外科
           城阪 佳佑、大西 洋平、吉村 政樹、一ノ瀬 努、鶴野 卓史

VS-4    坐位手術を行った松果体実質腫瘍の一例
           京都医療センター脳神経外科
           土井 健人、河原崎 知、川上 理、西川 智文、青木 友和、福田 俊一、塚原 徹也

VS-5    整容のため側頭筋膜のみを使用し側頭筋を温存したもやもや病の間接吻合術
           大西脳神経外科病院脳神経外科
           兒玉 裕司、大西 英之、久我 純弘、西岡 利和、山本 慎司、大西 宏之、高橋 賢吉、前岡 良輔、
           松岡 龍太、小坂 拓也

脳腫瘍：髄膜腫（15:30〜16:02）
座長：後藤　剛夫（大阪市立大学　脳神経外科）

コメンテーター：羽柴　哲夫（関西医科大学　脳神経外科）

B-23    後頭蓋窩の摘出が困難であった蝶形骨縁髄膜腫の一例
           神戸掖済会病院脳神経外科
           富永 貴志、駒井 崇紀、宮田 至朗、中嶋 千也

B-24    錐体斜台部髄膜腫の摘出術においてMRI-FIESTAと3D-DSAのfusion imageが有用であった
一例

           1）医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科、2）医療法人讃和会友愛会病院診療技術部放射線科
           藪内 伴成 1）、山田 公人 1）、湯上 春樹 1）、中西 欣弥 1）、池田 博紀 2）、安間 大貴 2）、三隅 裕輔 2）、
           橋口 優 2）、寺本 佳史 1）

B-25    ハイリスク髄膜腫に対する内減圧手術の有用性
           関西医科大学脳神経外科
           内藤 信晶、羽柴 哲夫、李 強、山村 奈津美、宮田 真友子、亀井 孝昌、岩田 亮一、吉村 晋一、
           埜中 正博、淺井 昭雄

B-26    眼症状で発症したintraosseous meningioma の一例
           1）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
           長谷川 洋平 1）、立澤 和典 1）、岡本 貴成 2）、谷川 成佑 1）、梅林 大督 1）、山中 巧 1）、南都 昌孝 1）、
           高橋 義信 1）、笹島 浩泰 1）、橋本 直哉 1）
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脳腫瘍：転移性脳腫瘍（16:02〜16:34）
座長：奥田　武司（近畿大学　脳神経外科）

コメンテーター：沖田　典子（大阪国際がんセンター　脳神経外科）

B-27    組織学的に放射線脳壊死と診断された症例の臨床像についての検討
           関西労災病院脳神経外科
           黒田 秀樹、森 鑑二、竹中 朋文、小林 真紀、熊谷 哲也、豊田 真吾、瀧 琢有

B-28    膵癌初発治療7年後に脳転移を起こした1例
           神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
           梶浦 晋司、春原 匡、秋山 亮、谷 正一、足立 秀光、今村 博敏、福光 龍、大村 佳大、舟越 勇介、
           松井 雄一、佐々木 夏一、坂東 鋭明、福田 竜丸、重安 将志、坂井 信幸

B-29    卵管癌の脳転移の1例
           1）済生会滋賀県病院、2）済生会滋賀県病院脳神経外科、3）済生会滋賀県病院　産婦人科
           緒方 彩華 1）、西井 翔 2）、後藤 幸大 2）、横矢 重臣 2）、岡 英輝 2）、日野 明彦 2）、中川 哲也 3）、
           馬場 正道 1）

B-30    繰り返すガンマナイフ治療に低容量ベバシズマブを併用した2例
           新須磨病院脳神経外科
           藤原 大悟、岡田 真幸、鵜山 淳、荒井 篤、高石 吉将、近藤 威

日本脳神経外科学会　FDコース（当日受付）（17:50〜18:50）
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■C会場（501-503会議室）

外傷：血管内治療（8:30〜9:02）
座長：辻　　篤司（滋賀医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：中村　　元（大阪大学　脳神経外科）

C-01   外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻に対し母血管閉塞が奏功した一例
           医誠会病院脳神経外科
           木谷 知樹、芝野 克彦、寺西 邦匡、福永 貴典、梅垣 昌士、佐々木 学、松本 勝美

C-02   外傷性くも膜下出血の保存的加療中に脳内出血で発症した外傷性中硬膜動脈仮性動脈瘤の一例
           1）医療法人弘善会矢木脳神経外科病院、2）大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科
           木村 誠吾 1）、矢木 亮吉 2）、玉置 亮 1）、小川 大二 1）、萬野 理 1）、谷口 博克 1）、黒岩 敏彦 2）

C-03   外傷性椎骨動脈閉塞に対するVascular plugを用いた塞栓術の有用性
           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
           中村 洋平、桝田 宏輔、松村 剛樹、石田 城丸、菱川 恭子、出原 誠、萩原 靖

C-04   外傷性後交通動脈解離に対して血管内治療を行った1例
           大阪医療センター脳神経外科
           中川 僚太、木嶋 教行、村上 皓紀、館 哲郎、寺田 栄作、沖田 典子、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

シャント疾患：血管内治療（9:02〜9:42）
座長：藤田　敦史（神戸大学　脳神経外科）

コメンテーター：石黒　友也（大阪市立総合医療センター　脳血管内治療科）

C-05   頭頂部の上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対してハイブリッド手術で治療した一例
           大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           井筒 伸之、西田 武生、高垣 匡寿、角野 喜則、川端 修平、中村 元、貴島 晴彦

C-06   自然寛解した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻(CS-DAVF)に発生した同側の多発DAVFの一例
           (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
           辻 博文、藤川 喜貴、二村 元、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

C-07   顔面神経麻痺を合併した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻
           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
           井上 洋 1）、西田 武生 2）、立石 明広 1）、井間 博之 1）、中島 義和 1）、貴島 晴彦 2）

C-08   椎骨動脈解離により後方循環不全と両側性硬膜外傍脊柱管動静脈瘻を呈した1例
           康生会　武田病院脳神経外科
           稲田 拓、小野 功朗、山名 則和、定政 信猛、滝 和郎

C-09   経動脈塞栓術で治療した頭蓋頚椎移行部硬膜動静脈瘻の一例
           1）大阪脳神経外科病院、2）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           梶川 隆一郎 1）、西田 岳史 1）、村上 知義 1）、吉原 智之 1）、呉村 有紀 1）、芳村 憲泰 1）、
           鶴薗 浩一郎 1）、若山 暁 1）、貴島 晴彦 2）
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感染性疾患（9:42〜10:06）
座長：古瀬　元雅（大阪医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：立澤　和典（京都府立医科大学　脳神経外科）

C-10   脳膿瘍を合併した高齢者Pott’s puffy tumor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 有希子、二階堂 雄次

C-11   脳膿瘍ドレナージ術に神経内視鏡下凝固穿刺が有用であった一例
           市立豊中病院脳神経外科
           大上 拓海、西尾 雅美

C-12   急性骨髄性白血病に合併した中枢神経ムコール症の一例
           大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科
           吉村 亘平、野々口 直助、福尾 祐介、朴 陽太、池田 直廉、古瀬 元雅、川端 信司、黒岩 敏彦

脳腫瘍：病理（10:06〜10:38）
座長：川端　信司（大阪医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：香川　尚己（大阪大学　脳神経外科）

C-13   両側動眼神経麻痺にて発症し下垂体病変と鑑別を要したneurolymphomatosisの1例
           (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
           二村 元、藤川 喜貴、辻 博文、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

C-14   高次脳機能障害をもとに発見されたjuvenile psammomatoid ossifying fibromaの1例
           1）滋賀医科大学脳神経外科、2）滋賀医科大学病理診断科
           丸尾 知里 1）、横井 俊浩 1）、深見 忠輝 1）、藤川 涼子 1）、萱谷 仁 1）、辻 敬一 1）、吉村 弥生 1）、
           高木 健治 1）、新田 直樹 1）、辻 篤司 1）、中澤 拓也 1）、野崎 和彦 1）、九嶋 亮治 2）

C-15   症候性てんかんで発症し亜急性の経過で診断に至った血管内大細胞型B細胞性リンパ腫の1例
           大阪市立総合医療センター脳神経外科
           宇田 裕史、石橋 謙一、池田 英敏、山縣 徹、岩井 謙育

C-16   緩徐な拡大を認めた稀な頭蓋内骨腫瘍の一例
           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

脳腫瘍：下垂体（10:38〜11:10）
座長：西村　文彦（奈良県立医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：北条　雅人（滋賀県立総合病院　脳神経外科）

C-17   下垂体卒中の1例
           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

C-18   下垂体卒中症例に対する治療法の検討
           (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
           藤川 喜貴、箸方 宏州、多喜 純也、辻 博文、二村 元、吉本 修也、後藤 正憲、西田 南海子、岩崎 孝一
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C-19   Supraorbital approachを併用したEndoscopic Transsphenoidal surgery
           大阪警察病院脳神経外科
           宮座 静香、新 靖史、中瀬 健太、高 由美、佐々木 弘光、古田 隆徳、岸 昌宏、鄭 倫成、井上 美里、明

田 秀太、米澤 泰司

C-20   Silent corticotroph adenomaがCushing diseaseに変化した稀な一例
           1）京都大学医学部脳神経外科、2）京都大学医学部糖尿病・内分泌・栄養内科
           元家 亮太 1）、丹治 正大 1）、辻本 吉孝 1）、笹川 彩佳 1）、山尾 幸広 1）、吉田 和道 1）、田浦 大輔 2）、宮

本 享 1）

ランチョンセミナー3「国産ブランドの逆襲〜キヤノンの実力を探る！〜」（12:30〜13:30）
座長：松本　博之（岸和田徳洲会病院　脳神経外科）

LS3-1  キヤノン製Angio装置の使用経験と今後の展望
           大阪医大学脳神経外科
           平松　亮

LS3-2  Seeing is Believing！新規可視化ツール高精細検出器とCCCの実力
           国立循環器病研究センター脳神経外科
           佐藤　徹

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

外傷一般（14:50〜15:22）
座長：小畑　仁司（三島救命救急センター　脳神経外科）

コメンテーター：藤田　浩二（和歌山県立医科大学　脳神経外科）

C-21   原発性脳幹部損傷により閉じ込め症候群を発症した1例
           1）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
           山西 俊介 1）、田中 宏知 1）、宮本 宏人 1）、巽 祥太郎 1）、甲村 英二 2）

C-22   刺鍼により両側椎骨動脈AVFとSAHを認めたと考えられた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
           山口 陽二 1）、池田 充 1）、庄瀬 裕康 1）、藤田 敦史 2）、森川 雅史 1）、甲村 英二 2）

C-23   器質化巨大慢性硬膜下血腫に対する手術治療の経験とその工夫
           畷生会脳神経外科病院脳神経外科
           池永 透、西村 進一、奥田 泰章、土居 温、山下 太郎、吉川 将史

C-24   数日で再発を繰り返した、中硬膜動脈塞栓術が奏効した慢性硬膜下血腫の1例
           神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
           重安 将志、舟越 勇介、今村 博敏、谷 正一、足立 秀光、福光 龍、春原 匡、大村 佳大、佐々木 夏一、

松井 雄一、福田 竜丸、秋山 亮、堀内 一史、梶浦 晋司、坂井 信幸
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機能（15:22〜16:02）
座長：押野　　悟（大阪大学　脳神経外科）

コメンテーター：西田南海子（北野病院　脳神経外科）

C-25   脳血管障害に伴う麻痺性関節拘縮症例に対する抗てんかん剤ペランパネルの使用経験
           寝屋川生野病院　脳神経外科
           金 安明

C-26   脳梁離断術と新規抗てんかん剤により発作コントロールが可能であった難治てんかんの1例
           近畿大学医学部脳神経外科
           濵田 有深、中野 直樹、宮内 正晴、加藤 天美

C-27   不随意運動を伴う視床出血後痙縮に対してバクロフェン髄腔内投与療法を行なった一例
           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 脳神経機能再生学講座
           馬場 庸平 1）、押野 悟 1）、谷 直樹 1）、細見 晃一 2）、KHOO HUI MING1）、山本 祥太 1）、
           橋本 洋章 1）、貴島 晴彦 1）

C-28   Trigeminocerebellar arteryが責任血管と考えられた片側顔面痙攣の一例
           1）京都大学医学部脳神経外科、2）(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
           中島 悠介 1）、多喜 純也 2）、藤川 喜貴 2）、辻 博文 2）、二村 元 2）、吉本 修也 2）、箸方 宏州 2）、
           後藤 正憲 2）、西田 南海子 2）、岩崎 孝一 2）

C-29   蛇行した脳底動脈が関与した三叉神経痛の一症例
           大阪府済生会中津病院脳神経外科
           後藤 浩之、山本 直樹

小児（16:02〜16:34）
座長：埜中　正博（関西医科大学　脳神経外科）

コメンテーター：河村　淳史（兵庫県立こども病院）

C-30   小児の頭蓋欠損に対する自家頭蓋骨二枚おろし法を用いた頭蓋形成術
           大阪母子医療センター脳神経外科
           江村 拓人、竹本 理、山田 淳二、千葉 泰良

C-31   両側中頭蓋窩嚢胞を合併した鞍上部くも膜嚢胞の一例
           関西医科大学脳神経外科
           李 強、埜中 正博、山村 奈津美、内藤 信晶、宮田 真友子、亀井 孝昌、岩田 亮一、羽柴 哲夫、
           吉村 晋一、淺井 昭雄

C-32   胸腰椎移行部の脊柱管内に発生したbronchogenic cystの1例
           兵庫県立こども病院脳神経外科
           森 達也、安積 麻衣、阿久津 宣行、小山 淳二、河村 淳史

C-33   心不全が急性増悪した新生児Galen大静脈瘤の一例
           1）京都大学医学部脳神経外科、2）兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経外科
           大川 将和 1）、北川 雅史 2）、山田 圭介 2）


