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開会挨拶
参加受付 参加受付参加受付

座長：布川　知史
コメンテーター：武田　純一

神経外傷疾患（C-01～05）

座長：森迫　拓貴
コメンテーター：奥田　武司

経鼻手術・炎症（C-06～11）

座長：高橋　義信
コメンテーター：田中　一寛

転移性脳腫瘍（C-25～28）

座長：阿久津宣行
コメンテーター：千葉　泰良

小児・水頭症（C-12～16）

座長：山田　清文
コメンテーター：濱中　正嗣

頚動脈狭窄症（C-17～20）

座長：三宅　浩介
コメンテーター：髙木　俊範

頭蓋内動脈狭窄症（C-21～24）

座長：峰晴　陽平
コメンテーター：深井　順也

悪性リンパ腫（C-29～32）

座長：西田南海子
コメンテーター：西林　宏起

機能的脳神経外科（C-33～36）

座長：西野　鏡雄
コメンテーター：吉田　和道

血管障害その他（B-01～04）
座長：西田　武生

コメンテーター：石黒　友也

AVM、AVF（A-01～05）

座長：石橋　謙一
コメンテーター：深見　忠輝

良性脳腫瘍（A06～11）

座長：木嶋　教行
コメンテーター：松田　良介

悪性脳腫瘍（A-12～18）

座長：坂口　　学
コメンテーター：藤堂　謙一

血栓回収（B-05～12）

座長：辻　　篤司
コメンテーター：梶川隆一郎

脳動脈瘤血管内治療１
（B-19～25）

座長：菊池　隆幸
コメンテーター：南都　昌孝

脳動脈瘤血管内治療２
（B-26～32）

座長：西村　真樹
コメンテーター：真田　寧皓

脳動脈瘤直達手術（B-33～37）

座長：尾原　信行
コメンテーター：内田　和孝

急性閉塞性脳卒中
（B-13～18）

FD講習会
（当日受付）

座長：山縣　　徹
コメンテーター：梅垣　昌士

脊髄・脊椎疾患（A-19～24）

閉会挨拶

10
00

30

40

日本脳神経外科学会
近畿支部理事会
（9:30～10:00）

（10:10～10:40）

支部総会
（10:50～11:10）

JSNET近畿地方会
役員会

座長：山上　　宏
「脳動脈瘤塞栓術におけるGELVISの可能性」

演者：佐藤　　徹
「AISにおけるCoｍbine Technique ～SOFIA, Tronの実力～」

演者：吉村　紳一
共催：テルモ株式会社

　　

ランチョンセミナー1

座長：荒川　芳輝
演者：吉本　幸司

共催：ノボキュア株式会社

ランチョンセミナー2
「グリオーマの診断と治療の

アップデート」
座長：豊田　真吾

「CERENOVUS Coilの特性を利用した、ダブルカテーテルコイル塞栓術」
演者：辻　　篤司

「脳動脈瘤治療におけるステント活用法：いつ, どこで, どのステントを用いるべきか？」
演者：中村　　元

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　　

ランチョンセミナー3
「Tips of CERENOVUS」

座長：今井　啓輔
「新たな血栓回収デバイスと血栓回収療法の現状」

演者 ： 白川　　学
「Wingspanを使った頭蓋内動脈狭窄症に対する血管形成術」

演者：今村　博敏
共催：日本ストライカー株式会社

　　

教育セミナー1

座長：藤中　俊之
「急性期脳梗塞の画像診断の世界における最新情報」

演者 ： 井上　　学
「大型・巨大脳動脈瘤の画像診断からフローダイバータを用いた最新の治療まで」

演者 ： 石井　　暁
共催：日本メドトロニック株式会社

　　

教育セミナー2

合同シンポジウム
「血栓回収Stent vs Aspiration vs Combination」

学術評議員会
（11:10～11:30）

JSNET会員報告会

座長：宇田　武弘
演者：松本　理器

座　　長：坂井　信幸
　　　　　坂口　　学
演　　者：今堀太一郎
　　　　　松本　博之
　　　　　田中　寛大
症例提示：白川　　学
　　　　　藤堂　謙一

特別講演
「ビデオ脳波から学ぶ
てんかんの治療戦略」

05
58
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20
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共催：第一三共株式会社/
　　　　　　  ユーシービージャパン株式会社

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

18:00

19:00

17:00

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）

日　程　表
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特別プログラム
■特別講演1

時　間：13:30～14:30　　会場：A 会場（ライフホール）

座　長：宇田　武弘（大阪市立大学大学院医学研究科　脳神経外科学）

「ビデオ脳波から学ぶてんかんの治療戦略」
演　者：松本　理器（神戸大学大学院医学研究科　内科学講座 脳神経内科学分野）

共　催：第一三共株式会社/ユーシービージャパン株式会社

■教育セミナー1

時　間：10:50～11:50　　会場：A 会場（ライフホール）

座　長：今井　啓補（京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科）

「新たな血栓回収デバイスと血栓回収療法の現状」
演　者：白川　　学（兵庫医科大学病院　脳神経外科）

「Wingspan を使った頭蓋内動脈狭窄症に対する血管形成術」
演　者：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）

共　催：日本ストライカー株式会社

■教育セミナー2

時　間：15:20～16:20　　会場：A 会場（ライフホール）

座　長：藤中　俊之（大阪医療センター 脳神経外科）

「急性期脳梗塞の画像診断の世界における最新情報」
演　者：井上　　学（国立循環器病研究センター）

「大型・巨大脳動脈瘤の画像診断からフローダイバータを用いた最新の治療まで」
演　者：石井　　暁（京都大学　脳神経外科）

共　催：日本メドトロニック株式会社



−11−

■ランチョンセミナー1

時　間：12:00～13:00　　会場：A 会場（ライフホール）

座　長：山上　　宏（国立病院機構大阪医療センター　脳卒中内科）

「脳動脈瘤塞栓術における GELVIS の可能性」
演　者：佐藤　　徹（国立循環器病研究センター　脳神経外科）

「AIS における Coｍbine Technique ～SOFIA, Tron の実力～」
演　者：吉村　紳一（兵庫医科大学　脳神経外科）

共　催：テルモ株式会社

■ランチョンセミナー2

時　間：12:00～13:00　　会場：B 会場（サイエンスホール）

座　長：荒川　芳輝（京都大学　脳神経外科）

「グリオーマの診断と治療のアップデート」
演　者：吉本　幸司（鹿児島大学　脳神経外科）

共　催：ノボキュア株式会社

■ランチョンセミナー3

「Tips of CERENOVUS」
時　間：12:00～13:00　　会場：C 会場（501-503 会議室）

座　長：豊田　真吾（関西ろうさい病院　脳神経外科）

「CERENOVUS Coil の特性を利用した、ダブルカテーテルコイル塞栓術」
演　者：辻 篤司（滋賀医科大学 脳神経外科）

「脳動脈瘤治療におけるステント活用法：いつ, どこで, どのステントを用いるべきか？」
演　者：中村　　元（大阪大学　脳神経外科）

共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

■合同シンポジウム

「血栓回収 Stent vs Aspiration vs Combination」
時　　間：16:30～17:50　　会場：A 会場（ライフホール）

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）

坂口　　学（大阪府立急性期医療センター　脳神経内科）

演　　者：今堀太一郎（兵庫県立姫路循環器病センター　脳神経外科）

松本　博之（岸和田徳洲会病院　脳神経外科）

田中　寛大（国立循環器病研究センター　脳卒中集中治療科）

症例提示：白川　　学（兵庫医科大学　脳神経外科）

藤堂　謙一（大阪大学　神経内科・脳卒中科）

■日本脳神経外科学会　FDコース（当日受付）

時　間：18:00～19:00　　会場：B 会場（サイエンスホール）
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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78回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 会長 貴島　晴彦（大阪大学）
第6回日本脳神経血管内治療学会近畿地方会　　会長 山上　　宏（国立病院機構大阪医療センター）

AVM、AVF（8:30〜9:05）
座長：西田　武生（大阪大学）

コメンテーター：石黒　友也（大阪市立総合医療センター）

A-01   Trans-nasal Flow Reduction法が有効であった前頭蓋窩硬膜動静脈瘻の一例
           大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           川端 修平、中村 元、井筒 伸之、高垣 匡寿、西田 武生、押野 悟、貴島 晴彦

A-02   静脈洞交会への選択的塞栓が奏功した再発性硬膜動静脈瘻の一例
           JCHO神戸中央病院脳神経外科
           中田 章弘、桑山 一行、永井 利樹、古野 優一、松本 圭吾

A-03   Bidirectional double catheter techniqueで治療したdirect CCFの1例
           国立循環器病研究センター脳神経外科
           堀 貴光、佐藤 徹、濱野 栄佳、安田 竜太、橋村 直樹、原 健司、角 真佐武、西村 真樹、高橋 淳

A-04   経動脈的および経静脈的塞栓で治療したHigh flow Posterior Condylar Canal dAVFの一例
           京都大学医学部脳神経外科
           横川 隆太、石井 暁、大川 将和、秋山 亮、西 秀久、小野 功朗、山尾 幸広、山田 清文、武信 洋平、
           菊池 隆幸、宮本 享

A-05   脊髄内出血で発症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
           原田 知明、藤田 敦史、松尾 和哉、甲田 将章、甲村 英二

良性脳腫瘍（9:05〜9:47）
座長：石橋　謙一（大阪市立総合医療センター）

コメンテーター：深見　忠輝（滋賀医科大学）

A-06   嚢胞を伴わない小結節として発見された弧発性の小脳血管芽腫の1例
           関西電力病院脳神経外科
           岸﨑 穂高、中島 英樹、高崎 盛生、本郷 卓、藤本 康裕

A-07   術前塞栓術が有用であった充実性小脳血管芽腫の１例
           大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
           中村 仁美、堀内 薫、田中 伯、八重垣 貴英、宮前 誠亮、森 康輔、杉本 正、玉置 亮、横田 浩、
           飯田 淳一



A-08   術後17年で多発再発を認め治療に難渋したWHO Grade1髄膜腫の一例
           (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
           二村 元、後藤 正憲、藤川 喜貴、辻 博文、吉本 修也、箸方 宏州、林 英樹、西田 南海子、岩崎 孝一

A-09   後頭蓋窩の硬膜から発生した神経鞘種の一例
           京都大学医学部脳神経外科
           筒井 偉宝、山尾 幸広、吉田 和道、宮本 享

A-10   高悪性度髄膜腫を合併した筋強直性ジストロフィーの一例
           大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科
           香山 諒、池田 直廉、野々口 直助、竹内 孝治、柏木 秀基、小坂 拓也、藤城 高広、川端 信司、
           鰐渕 昌彦

A-11   脳腫瘍内出血を疑う画像所見を呈した線維筋形成不全の一例
           京都第二赤十字病院脳神経外科
           藤原 岳、古丸 裕二郎、丸山 大輔、村上 守、村上 陳訓

悪性脳腫瘍（9:47〜10:29）
座長：木嶋　教行（国立病院大阪医療センター）

コメンテーター：松田　良介（奈良県立医科大学）

A-12   下前頭後頭束を同定し温存できた覚醒下手術の２例
           大阪市立大学脳神経外科
           中条 公輔、宇田 武弘、川嶋 俊幸、田上 雄大、宇田 裕史、池田 祥平、大西 洋平、大畑 建治

A-13   左側頭葉内側部神経膠腫に対する手術戦略
           大阪市立大学脳神経外科
           池田 祥平、中条 公輔、宇田 武弘、川嶋 俊幸、宇田 裕史、大畑 建治

A-14   多臓器転移を認めた膠芽腫の一例
           1）市立豊中病院脳神経外科、2）市立豊中病院神経内科、3）市立豊中病院病理診断科
           谷脇 祥吾 1）、阿知波 孝宗 1）、林 友豊 2）、石原 正浩 1）、後藤 哲 1）、足立 史朗 3）、西尾 雅実 1）

A-15   診断に苦慮した微小な未熟腫瘍細胞を有した混合性胚細胞腫瘍の1例
           1）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
           塩見 晃司 1）、荒川 芳輝 1）、南口 早智子 2）、山下 陽生 1）、安田 崇之 1）、丹治 正大 1）、峰晴 陽平 1）、

吉田 和道 1）、片岡 大治 1）、宮本 享 1）

A-16   視神経管内進展を認めた頭蓋内胚腫の一例
           大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           寺田 栄作、木下 学、平山 龍一、木嶋 教行、香川 尚己、貴島 晴彦

A-17   高齢発症の悪性神経膠腫に対してshort course radiationとtemozolomide併用治療を行な
った3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放射線腫瘍科、
           3）大阪市立総合医療センター病理診断科
           下本地 航 1）、石橋 謙一 1）、山中 一浩 1）、岩井 謙育 1）、島谷 康彦 2）、池田 裕子 2）、田中 正博 2）、
           福島 裕子 3）、井上 健 3）

A-18   脳腫瘍に合併した硬膜動静脈瘻の1例
           和歌山県立医科大学脳神経外科
           石井 政道、中井 康雄、川口 匠、八子 理恵、深井 順也、上松 右二、中尾 直之
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教育セミナー1（10:50〜11:50）
座長：今井　啓輔（京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科）

ES1-1  「新たな血栓回収デバイスと血栓回収療法の現状」
          白川　　学（兵庫医科大学病院　脳神経外科）
ES1-2  「Wingspanを使った頭蓋内動脈狭窄症に対する血管形成術」
          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）

共催：日本ストライカー株式会社

ランチョンセミナー1（12:00〜13:00）
座長：山上　　宏（国立病院機構大阪医療センター　脳卒中内科）

LS1-1  「脳動脈瘤塞栓術におけるGELVISの可能性」
          佐藤　　徹（国立循環器病研究センター　脳神経外科）
LS1-2  「AISにおけるCoｍbine Technique 〜SOFIA, Tronの実力〜」
          吉村　紳一（兵庫医科大学　脳神経外科）

共催：テルモ株式会社

JSNET会員報告会（13:10〜13:25）

特別講演（13:30〜14:30）
座長：宇田　武弘（大阪市立大学大学院医学研究科　脳神経外科学）

SL1     「ビデオ脳波から学ぶてんかんの治療戦略」
          松本　理器（神戸大学大学院医学研究科　内科学講座 脳神経内科学分野）

共催：第一三共株式会社/ユーシービージャパン株式会社

脊髄・脊椎疾患（14:35〜15:17）
座長：山縣　　徹（大阪市立総合医療センター）

コメンテーター：梅垣　昌士（医誠会病院）

A-19   繰り返す失神を認め、外科治療により改善を認めたキアリ奇形1型の一症例
           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
           佐々木 亮太、下川原 立雄、永田 清、平林 秀裕

A-20   椎骨動脈走行異常を伴うbow hunter症候群に対して後頭骨-軸椎後方固定術を行った一例
           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脳神経内科、
           3）北播磨総合医療センター整形外科
           東野 真志 1）、濵口 浩敏 2）、髙畑 正人 3）、藤田 健嗣 1）、田中 潤 1）、山本 大輔 1）、三宅 茂 1）

A-21   症状・画像所見の寛解と増悪を繰り返し、治療時機の判断に難渋した頚胸椎移行部硬膜外静脈
瘤の一例

           北播磨総合医療センター脳神経外科
           川村 浩平、藤田 健嗣、東野 真志、田中 潤、山本 大輔、三宅 茂
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A-22   小脳、脳幹梗塞で発症したRotational Vertebral Artery Syndromeの1例
           大西脳神経外科病院脳神経外科
           高井 聡、松岡 龍太、前岡 良輔、福留 賢二、高橋 賢吉、大西 宏之、西岡 利和、兒玉 裕司、
           久我 純弘、大西 英之

A-23   出血発症の脊髄血管腫を呈した小児クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群の一例
           大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           中島 伸彦、大西 諭一郎、山田 修平、貴島 晴彦

A-24   延髄から胸髄に多発するlong cord lesionを認め診断に難渋した梅毒性脊髄炎の一例
           1）社会医療法人寿会富永病院脳神経外科、2）社会医療法人寿会富永病院脳神経内科
           北島 大悟 1）、古部 昌明 1）、長尾 紀昭 1）、松田 康 1）、久貝 宮仁 1）、木本 敦史 1）、乾 敏彦 1）、
           山里 景祥 1）、長谷川 洋 1）、北野 昌彦 1）、菊井 祥二 2）、富永 良子 1）、富永 紳介 1）

教育セミナー2（15:20〜16:20）
座長：藤中　俊之（大阪医療センター　脳神経外科）                       

ES2-1  「急性期脳梗塞の画像診断の世界における最新情報」
          井上　　学（国立循環器病研究センター）
ES2-2  「大型・巨大脳動脈瘤の画像診断からフローダイバータを用いた最新の治療まで」
          石井　　暁（京都大学　脳神経外科）

共催：日本メドトロニック株式会社

合同シンポジウム（16:30〜17:50）
「血栓回収Stent vs Aspiration vs Combination」

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）
坂口　　学（大阪府立急性期医療センター　脳神経内科）

演　　者：今堀太一郎（兵庫県立姫路循環器病センター　脳神経外科）
松本　博之（岸和田徳洲会病院　脳神経外科）
田中　寛大（国立循環器病研究センター　脳卒中集中治療科）

症例提示：白川　　学（兵庫医科大学　脳神経外科）
藤堂　謙一（大阪大学　神経内科・脳卒中科）

閉会挨拶（17:50）
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■B会場（サイエンスホール）

血管障害その他（8:30〜8:58）
座長：西野　鏡雄（阪和記念病院）

コメンテーター：吉田　和道（京都大学）

B-01    CPAによる小脳出血の一例
           康生会　武田病院脳神経外科
           林 晃佑、稲田 拓、山名 則和、定政 信猛、滝 和郎

B-02    前立腺神経内分泌癌による二次性高血圧により皮質下出血を来した1例
           済生会京都府病院脳神経外科
           岸田 健吾、宮本 淳一

B-03    開頭クリッピング術とコイル塞栓術の併用により治療した中大脳動脈Ｍ１部紡錘形動脈瘤の１例
           西神戸医療センター脳神経外科
           梶本 裕人、蘆田 典明、西原 賢在、細田 弘吉

B-04    術後に髄液鼻漏を来した再発破裂前交通動脈瘤の一例
           神戸掖済会病院脳神経外科
           駒井 崇紀、中嶋 千也、富永 貴志、宮田 至朗、野垣 秀和

血栓回収（8:58〜9:54）
座長：坂口　　学（大阪急性期・総合医療センター）

コメンテーター：藤堂　謙一（大阪大学）

B-05    経皮的脳血栓回収術により再開通が得られた急性中大脳動脈腫瘍塞栓の一例
           1）市立豊中病院神経内科、2）市立豊中病院脳神経外科、3）市立豊中病院病理診断科
           森山 拓也 1）、杉浦 由理 1）、林 友豊 1）、木下 福章 1）、山村 良平 1）、森谷 真之 1）、巽 千賀夫 1）、
           長束 一行 1）、石原 正浩 2）、西尾 雅実 2）、田村 裕美 3）、足立 史朗 3）

B-06    心臓粘液種による脳底動脈塞栓症に対して血栓回収療法が奏功した1例
           医誠会病院脳神経外科
           川本 有輝、馬場 庸平、芝野 克彦、福永 貴典、梅垣 昌士、佐々木 学、松本 勝美

B-07    大動脈弁病変からのcalcified cerebral emboliによる中大脳動脈閉塞症に対して血栓回収療
法を施行した一例

           1）国立循環器病研究センター脳血管内科、2）国立循環器病研究センター脳神経内科、
           3）国立循環器病研究センター脳卒中集中治療科、4）国立循環器病研究センター心臓血管外科、
           5）国立循環器病研究センター脳神経外科、6）国立循環器病研究センター病理診断科
           池之内 初 1）、塩澤 真之 1）、吉本 武史 2）、田中 寛大 3）、高下 純平 1）、山上 宏 3）、川本 尚紀 4）、
           藤田 知之 4）、佐藤 徹 5）、髙橋 淳 5）、池田 善彦 6）、植田 初江 6）、豊田 一則 1）、猪原 匡史 2）、
           古賀 政利 1）

B-08    Vertebral artery stump syndromeによる塞栓性脳底動脈閉塞症の2例
           大西脳神経外科病院脳神経外科
           前岡 良輔、大西 宏之、大西 英之、久我 純弘、山本 慎司、高橋 賢吉、福留 賢二、松岡 龍太、高井 聡
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B-09    中大脳動脈解離による急性虚血性脳卒中を来したと考えられた3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）社会医療法人ささき会 藍の都脳神経外科病院脳神経内科、
           3）ながしま脳神経外科リハビリクリニック、
           4）Department of Neurosurgery, Cerebrovascular Center, Mount Sinai Health System、
           5）関西労災病院脳神経外科、6）(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科、7）大手前病院脳神経外科
           森田 寛也 1）、佐々木 庸 1）、矢野 達也 1）、山下 晋 1）、鈴木 聡 1）、清原 佳奈子 2）、宮崎 晃一 1）、
           岩田 亮一 1）、小林 紀方 1）、江口 貴博 1）、栗林 厚介 1）、永島 宗紀 3）、重松 朋芳 4）、豊田 真吾 5）、
           岩崎 孝一 6）、生塩 之敬 7）

B-10    内頚動脈解離によるtandem occlusionに対してREXAS法を用いた血栓回収術および頚動脈
ステント留置術を施行した一例

           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
           安藤 大祐 1）、河野 智之 1）、江左 佳樹 1）、池上 剛史 1）、山本 司郎 1）、永野 恵子 1）、藤中 俊之 2）、
           山上 宏 1）

B-11    90歳以上の超高齢者に対する急性期血栓回収療法の治療成績
           1）医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科、2）医療法人清仁会　シミズ病院
           辻 優一郎 1）、三木 貴徳 1）、垣田 寛人 2）、佐藤 公俊 1）、吉田 享司 1）、清水 史記 1）

B-12    淡路島医療圏における急性期血行再建術の現状と今後の課題
           兵庫県立淡路医療センター脳神経外科
           中原 正博、溝脇 卓、阪上 義雄

急性閉塞性脳卒中（9:54〜10:36）
座長：尾原　信行（神戸市立医療センター中央市民病院）

コメンテーター：内田　和孝（兵庫医科大学）

B-13    動脈硬化性頸部内頸動脈狭窄症による急性期脳梗塞に対する緊急経皮的血行再建術
           1）大阪市立大学脳神経外科、2）守口生野記念病院脳神経外科
           佐々木 強 1）、中西 勇太 2）、川上 太一郎 1）、西嶋 脩悟 1）、田上 雄大 1）、長濱 篤文 1）、高 沙野 1）、
           服部 真人 2）、西川 節 2）

B-14    特発性内頚動脈解離に対して超急性期血行再建術で良好な転機を得た１症例
           1）加納総合病院神経内科、2）加納総合病院脳神経外科
           権 泰史 1）、黒田 雄三 2）、米田 隆 2）、麓 佳良 2）、中澤 和智 2）

B-15    脳卒中疑いで搬送された急性大動脈解離症例の検討
           市立東大阪医療センター脳神経外科
           宮座 静香、中島 司、茶谷 めぐみ、木村 新、藤本 京利

B-16    大動脈縮窄症術後の産褥期女性に起こった小脳梗塞の1例
           堺市立総合医療センター
           福永 幹、寺西 邦匡、井上 洋、角野 喜則、梶川 隆一郎、中島 義和

B-17    脳静脈洞の狭窄に対してステント留置による血管形成術を行い良好な経過を得た一例
           公立豊岡病院脳神経外科
           斧渕 夏那、井村 隼、坂田 純一、石井 大嗣、岡村 有祐

B-18    先天性アンチトロンビンⅢ欠損症に合併した脳静脈洞血栓症の1例
           国立循環器病研究センター脳神経外科
           佐藤 常志、西村 真樹、森 久恵、安田 竜太、濱野 栄佳、橋村 直樹、原 健司、角 真佐武、
           羽星 辰哉、佐藤 徹、高橋 淳



−19−

支部総会（10:50〜11:10）

学術評議員会（11:10〜11:30）

ランチョンセミナー2（12:00〜13:00）
座長：荒川　芳輝（京都大学　脳神経外科）

LS2     「グリオーマの診断と治療のアップデート」
          吉本　幸司（鹿児島大学　脳神経外科）

共催：ノボキュア株式会社

脳動脈瘤血管内治療１（14:35〜15:24）
座長：辻　　篤司（滋賀医科大学）

コメンテーター：梶川隆一郎（大阪脳神経外科病院）

B-19    解離性椎骨動脈瘤の治療法と転帰について-当施設での検討-
           1）京都岡本記念病院脳神経外科、2）京都岡本記念病院脳神経内科、3）滋賀医科大学脳神経外科
           伊藤 清佳 1）、木戸岡 実 1）、深尾 繁治 1）、野々山 裕 1）、藤田 智昭 1）、松井 宏樹 1）、徳田 直輝 2）、
           辻 篤司 3）、宮田 悠 3）、牧野 雅弘 2）、中村 拓真 2）

B-20    経過中に仮性脳動脈瘤を形成し短期間に増大した脳動脈瘤の1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

B-21    浅側頭動脈-中大脳動脈吻合部動脈瘤に対してステント併用コイル塞栓術を施行した一例
           大阪医療センター脳神経外科
           山崎 弘輝、木谷 知樹、西本 渓佑、村上 皓紀、館 哲郎、高野 浩司、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

B-22    くも膜下出血で発症した遺残三叉神経動脈解離の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
           高 沙野 1）、吉村 政樹 1）、大西 洋平 2）、城阪 佳佑 1）、渡部 祐輔 2）、川上 太一郎 2）、鶴野 卓史 1）

B-23    Onyxを用いて経動脈塞栓術を行った硬膜動静脈瘻の２例
           (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
           藤川 喜貴、後藤 正憲、辻 博文、二村 元、吉本 修也、箸方 宏州、林 英樹、西田 南海子、岩崎 孝一

B-24    Onyxを用いた塞栓術後に直達手術で根治したテント部硬膜動静脈瘻の一例
           関西労災病院脳神経外科
           中河 寛治、豊田 真吾、工藤 輝、岩田 貴光、小林 真紀、熊谷 哲也、森 鑑二、瀧 琢有

B-25    脳神経内科医が施行した脳動静脈奇形に対するOnyx塞栓術の治療成績
           1）済生会滋賀県病院脳神経内科/脳神経血管内治療センター、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内科、4）済生会滋賀県病院脳神経外科
           武澤 秀理 1）、勝盛 哲也 2）、日高 幸宏 1）、長 正訓 1）、深沢 良輔 3）、高木 康史 4）、西井 翔 4）、
           後藤 幸大 4）、横矢 重臣 4）、岡 英輝 4）、日野 明彦 4）、藤井 明弘 3）
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脳動脈瘤血管内治療２（15:24〜16:13）
座長：菊池　隆幸（京都大学）

コメンテーター：南都　昌孝（京都府立医科大学）

B-26    当院における内頸動脈眼動脈分岐部瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
           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、
           3）愛知医科大学脳神経外科、4）畷生会脳神経外科病院
           平松 亮 1）、矢木 亮吉 1）、松原 功明 1）、川端 信司 1）、大西 宏之 2）、宮地 茂 3）、黒岩 敏彦 4）、
           鰐渕 昌彦 1）

B-27    術中に破裂した未破裂内頚動脈傍前床突起部動脈瘤の1例
           京都府立医科大学脳神経外科学教室
           緒方 彩華、南都 昌孝、鎌田 一晃、山本 紘之、荻田 庄吾、橋本 直哉

B-28    症候性内頚動脈瘤に対するPipeline Embolization Deviceの治療成績
           大阪医療センター脳神経外科
           館 哲郎、藤中 俊之、西本 渓佑、山﨑 弘輝、村上 皓紀、木谷 知樹、高野 浩司、金村 米博、中島 伸

B-29    高安動脈炎に合併した脳底動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した１例
           1）大阪急性期・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
           八重垣 貴英 1）、堀内 薫 1）、藤本 憲太 2）、田中 伯 1）、宮前 誠亮 1）、森 康輔 1）、杉本 正 1）、
           玉置 亮 1）、横田 浩 1）、飯田 淳一 1）

B-30    脳底動脈瘤に対してＹステント支援下にコイル塞栓術を行った2例
           大阪医療センター脳神経外科
           村上 皓紀、西本 渓佑、山﨑 弘輝、館 哲郎、高野 浩司、木谷 知樹、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

B-31    クリッピング後、再増大、くも膜下出血をきたした脳動脈瘤のコイル塞栓術
           奈良県総合医療センター脳神経外科
           藤本 憲太、前川 秀継、内山 佳知、岡本 愛、橋本 宏之

B-32    末梢性後大脳動脈瘤コイル塞栓術におけるVEPモニタリング下BOT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
           朴 憲秀 1）、中川 一郎 1）、下間 惇子 1）、横山 昇平 1）、木次 将史 1）、高村 慶旭 1）、山田 修一 1）、
           本山 靖 1）、朴 永銖 1）、明珍 薫 2）、吉川 公彦 2）、中瀬 裕之 1）

脳動脈瘤直達手術（16:13〜16:48）
座長：西村　真樹（京都大学）

コメンテーター：真田　寧皓（近畿大学）

B-33    IC paraclinoid aneurym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、越前 直樹、榊 寿右

B-34    傍前床突起多発内頸動脈瘤の1例
           奈良県西和医療センター脳神経外科
           森崎 雄大、弘中 康雄、横山 和弘

B-35    Intrasylvian hematomaを伴う重症くも膜下出血に対する外減圧術のススメ
           奈良県立医科大学脳神経外科
           細川 真、高村 慶旭、本山 靖、木次 将史、山田 修一、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之
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B-36    診断から10年の経過で増大し動眼神経麻痺で発症した未破裂内頚-後交通動脈（IC-PC）瘤の
一例

           社会医療法人垣谷会明治橋病院脳神経外科
           西口 充久、竹嶋 俊一、前川 基継

B-37    エホバの証人の動脈瘤破裂によるクモ膜下出血に対して無輸血手術を行った一例
           阪和記念病院脳神経外科
           林 元久、福屋 章悟、矢野 喜寛、西野 鏡雄、小山 隆、谷脇 浩一、藤田 敏晃、種子田 護

FD講習会（18:00〜19:00）
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■C会場（501-503会議室）

神経外傷疾患（8:30〜9:05）
座長：布川　知史（近畿大学）

コメンテーター：武田　純一（関西医科大学総合医療センター）

C-01   急性硬膜外血腫に対してMMA塞栓術が有効であった1例
           社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科
           中川 智弘、川上 太一郎、劉 兵、田上 雄大、長濱 篤文、佐藤 英俊、廣瀬 智史、下川 宣幸、夫 由彦

C-02   外傷性浅側頭動脈仮性動脈瘤の1手術例
           1）製鉄記念広畑病院脳神経外科、2）神戸大学脳神経外科
           田口 郁也 1）、田中 宏知 1）、松木 泰典 1）、藤本 陽介 1）、巽 祥太郎 1）、甲村 英二 2）

C-03   外傷性仮性動脈瘤に対してpoint coagulationを行い、母血管を温存した一例
           神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
           朝倉 健登、春原 匡、谷 正一、足立 秀光、今村 博敏、福光 龍、福井 伸行、大村 佳大、佐々木 夏一、

秋山 智明、福田 竜丸、梶浦 晋司、重安 将志、堀井 亮、坂井 信幸

C-04   両側外減圧術を必要とした重症頭部外傷に関する検討
           大阪医療センター脳神経外科
           西本 渓佑、木谷 知樹、山﨑 弘輝、村上 皓紀、館 哲郎、高野 浩司、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

C-05   中頭蓋窩くも膜嚢胞に合併した慢性硬膜下血腫の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

経鼻手術・炎症（9:05〜9:47）
座長：森迫　拓貴（大阪市立大学）

コメンテーター：奥田　武司（近畿大学）

C-06   円蓋部髄膜腫に脳膿瘍を合併した一例
           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
           山本 暁大、松橋 崇寛、小野田 祐司、石田 城丸、菱川 恭子、出原 誠、萩原 靖

C-07   下垂体卒中様の経過を示した顕微鏡的多発血管炎に伴う肥厚性硬膜炎の一例
           大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           三浦 慎平、押野 悟、中川 智義、齋藤 洋一、貴島 晴彦

C-08   画像上脳腫瘍様所見を呈した副鼻腔骨腫に伴った硬膜内粘液嚢胞の1例
           大阪労災病院脳神経外科
           中川 僚太、井間 博之、山田 昌稔、藤本 康倫

C-09   斜台部へと進展した蝶形骨洞原発扁平上皮癌の１例
           1）大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2）畷生会脳神経外科病院
           吉村 亘平 1）、池田 直廉 1）、西居 純平 1）、矢木 亮吉 1）、朴 陽太 1）、野々口 直助 1）、古瀬 元雅 1）、
           川端 信司 1）、黒岩 敏彦 1,2）、鰐渕 昌彦

C-10   斜台部骨巨細胞腫に対して経鼻内視鏡下腫瘍摘出術を施行した1例
           1）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2）大阪大学医学部耳鼻咽喉科・頭頚部外科
           松井 雄一 1）、大西 諭一郎 1）、端山 昌樹 2）、中島 伸彦 1）、貴島 晴彦 1）
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C-11   頭側外側背側方向に進展した下垂体腺腫に対する開頭併用経鼻内視鏡的手術の報告
           1）神戸大学医学部脳神経外科、2）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、3）兵庫県立姫路循環器病

センター脳神経外科
           榎波 はる霞 1）、谷口 理章 1）、山本 祐輔 3）、梅原 徹 2）、魚住 洋一 1）、甲村 英二 1）

小児・水頭症（9:47〜10:22）
座長：阿久津宣行（兵庫県立こども病院）

コメンテーター：千葉　泰良（大阪母子医療センター）

C-12   当院における正常圧水頭症に対する治療例
           1）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
           尾都野 一刀 1）、松本 強 1）、吉村 紳一 2）

C-13   虐待後に硬膜下液体貯留が急速に進行した2例
           大阪母子医療センター脳神経外科
           松村 剛樹、竹本 理、山田 淳二、千葉 泰良

C-14   両側のVPSによる腹腔内髄液仮性嚢胞の一例
           1）兵庫県立加古川医療センター脳神経外科、2）兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科
           山川 皓 1）、荒井 篤 1）、相原 英夫 2）、森下 暁二 1）

C-15   慢性硬膜下血腫術後にくも膜嚢胞の併発が示唆され、皮下髄液貯留が合併した小児の1例
           兵庫県立こども病院脳神経外科
           山西 俊介、小山 淳二、阿久津 宣行、河村 淳史

C-16   胎児期の瘤内の形態変化を観察し得た頭頂部脳瘤の2例
           1）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2）クリフム夫律子マタニティクリニック臨床胎児医学研

究所、3）大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学
           中川 智義 1）、香川 尚己 1）、夫 律子 2）、平山 龍一 1）、横田 千里 1）、梅原 徹 1）、木嶋 教行 1）、木下 学

1）、遠藤 誠之 3）、貴島 晴彦 1）

ランチョンセミナー3（12:00〜13:00）
「Tips of CERENOVUS」

座長：豊田　真吾（関西ろうさい病院）                                         

LS3-1  「CERENOVUS Coilの特性を利用した、ダブルカテーテルコイル塞栓術」
          辻 篤司（滋賀医科大学　脳神経外科）
LS3-2  「脳動脈瘤治療におけるステント活用法：いつ, どこで、どのステントを用いるべきか？」
          中村　　元（大阪大学　脳神経外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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頚動脈狭窄症（14:35〜15:03）
座長：山田清文（兵庫医科大学）

コメンテーター：濱中正嗣（京都第一赤十字病院）

C-17   片頭痛との関連が疑われる頚部内頚動脈攣縮症の1症例
           1）愛仁会高槻病院脳神経外科、2）愛仁会高槻病院小児脳神経外科、3）愛仁会高槻病院神経内科、
           4）帝京大学放射線科
           藤永 貴大 1）、有田 英之 1）、宇津木 玲奈 1）、原田 敦子 2）、松下 達生 3）、宇都宮 英綱 4）、前野 和重 1）

C-18   短期間で脳梗塞再発に至り、CASを施行したCarotid Webの1例
           (公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
           吉本 修也、藤川 喜貴、辻 博文、二村 元、箸方 宏州、後藤 正憲、林 英樹、西田 南海子、岩崎 孝一

C-19   Stroke-in-evolutionに対する緊急ステント留置術
           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、
           3）愛知医科大学脳神経外科、4）畷生会脳神経外科病院
           酒井 宏介 1）、平松 亮 1）、矢木 亮吉 1）、松原 功明 1）、大西 宏之 2）、宮地 茂 3）、黒岩 敏彦 4）、
           鰐渕 昌彦 1）

C-20   高位頚部頚動脈狭窄症に対する直達術
           大阪府済生会中津病院脳神経外科
           後藤 浩之、山本 直樹

頭蓋内動脈狭窄症（15:03〜15:31）
座長：三宅　浩介（関西医科大学附属枚方病院）

コメンテーター：髙木　俊範（兵庫医科大学）

C-21   鎖骨下動脈狭窄症に対する血管内治療におけるプロテクションの工夫
           1）済生会滋賀県病院　脳神経内科/済生会滋賀県病院　脳神経血管内治療センター、
           2）済生会滋賀県病院　放射線科、3）済生会滋賀県病院　脳神経内科、4）済生会滋賀県病院　脳神経外科
           長 正訓 1）、武澤 秀理 1）、日高 幸宏 1）、勝盛 哲也 2）、深沢 良輔 3）、高木 康史 4）、西井 翔 4）、
           後藤 幸大 4）、横矢 重臣 4）、岡 英輝 4）、日野 明彦 4）、藤井 明弘 3）

C-22   症候性頭蓋内ICA狭窄症に対するステント留置後に遅発性SAHを生じた一例
           京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科
           山本 敦史、今井 啓輔、濱中 正嗣、傳 和眞、竹脇 大貴、猪奥 徹也、毛受 奏子、上田 凌大

C-23   巨細胞性動脈炎により両側椎骨動脈閉塞および多発血管狭窄をきたした1例
           神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
           重安 将志、福光 龍、佐々木 夏一、谷 正一、足立 秀光、今村 博敏、春原 匡、福井 伸行、大村 佳大、

秋山 智明、福田 竜丸、梶浦 晋司、朝倉 健登、堀井 亮、坂井 信幸

C-24   単純部分発作と左上肢単麻痺にて発症した中大脳動脈解離の一例
           社会医療法人平成記念病院脳神経外科
           青山 雄一、合田 和生、青山 信房
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転移性脳腫瘍（15:31〜15:59）
座長：高橋　義信（京都府立医科大学）

コメンテーター：田中　一寛（神戸大学）

C-25   腎細胞がんに対するNivolumab治療中に生じた脳転移のpseudo-progressionと考えられた
1例

           1）大阪国際がんセンター脳神経外科、2）大阪国際がんセンター脳神経外科病理・細胞診断科、
           3）大阪国際がんセンター泌尿器科
           石内 崇勝 1）、浅井 克則 1）、吉澤 秀憲 2）、中井 康友 3）、沖田 典子 1）

C-26   前庭神経鞘腫との鑑別を要した小脳橋角部に転移をきたした後腹膜原発カルチノイド腫瘍の1例
           大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           山田 修平、木嶋 教行、平山 龍一、木下 学、香川 尚己、貴島 晴彦

C-27   摘出腔へのガンマナイフ照射後、放射線壊死を生じた転移性脳腫瘍の一例
           1）関西労災病院初期臨床研修医、2）関西労災病院脳神経外科
           和田 雄樹 1）、岩田 貴光 2）、工藤 輝 2）、中河 寛治 2）、小林 真紀 2）、熊谷 哲也 2）、豊田 真吾 2）、
           森 鑑二 2）、瀧 琢有 2）

C-28   当院における比較的大型の転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ治療の変化：2 期的照射から
10分割照射へ

           洛西シミズ病院脳神経外科
           川邊 拓也、佐藤 学

悪性リンパ腫（16:00〜16:28）
座長：峰晴　陽平（京都大学）

コメンテーター：深井　順也（和歌山県立医科大学）

C-29   頭蓋内に生じたEwing’s 肉腫の一例
           1）天理よろづ相談所病院脳神経外科、2）天理よろづ相談所病院
           山下 陽生 1）、藤本 基秋 2）、井谷 理彦 2）、小原 次郎 2）、杉田 義人 2）、秋山 義典 2）

C-30   中枢神経原発T細胞悪性リンパ腫の一例
           1）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、
           2）京都府立医科大学大学院　医学研究科　分子病態病理学
           森迫 瑶貴 1）、高橋 義信 1）、武内 勇人 1）、立澤 和典 1）、笹島 浩泰 1）、宍戸 由紀子 2）、橋本 直哉 1）

C-31   水頭症で発症し ETV 施行時に内視鏡生検を行い診断し得た中脳悪性リンパ腫の一例
           関西医科大学脳神経外科
           川野 晴香、羽柴 哲夫、埜中 正博、上野 勝也、内藤 信晶、山村 奈津美、小森 裕美子、李 一、
           岩田 亮一、武田 純一、吉村 晋一、淺井 昭雄

C-32   前頭骨悪性リンパ腫の1例
           滋賀医科大学脳神経外科
           笹尾 明史、新田 直樹、深見 忠輝、野崎 和彦
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機能的脳神経外科（16:28〜16:56）
座長：西田南海子（(公財)田附興風会 北野病院）

コメンテーター：西林　宏起（和歌山県立医科大学）

C-33   徐脈・心停止による意識消失を伴う舌咽神経痛に対し微小血管減圧術を行った1例
           奈良県総合医療センター脳神経外科
           前川 秀継、岡本 愛、内山 佳知、藤本 憲太、橋本 宏之

C-34   中心溝近傍に生じた皮質形成異常の一例
           和歌山県立医科大学脳神経外科
           中井 康雄、尾崎 充宣、西林 宏起、中尾 直之

C-35   口舌ジスキネジアによる嚥下障害と構音障害に対し両側淡蒼球内節深部脳刺激と Rhythmic
speech cueingが有効であった有棘赤血球舞踏病の一例

           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、
3）医誠会病院脳神経外科

           藤田 祐也 1）、押野 悟 1）、谷 直樹 1）、細見 晃一 2）、KHOO HUI MING1）、馬場 庸平 3）、
           山本 祥太 1）、橋本 洋章 1）、貴島 晴彦 1）

C-36   手術イラスト作成の工夫
           大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
           橋本 洋章、山本 祥太、藤田 祐也、KHOO HUI MING、柳澤 琢史、木嶋 教行、大西 諭一郎、
           谷 直樹、木下 学、押野 悟、平田 雅之、貴島 晴彦


