
第 100 回日本脳神経外科学会九州支部会 プログラム 
 

2008 年 9 月 6 日（土） 
会場：九州大学（病院地区） コラボステーションⅠ ２階 視聴覚ホール  

         福岡市東区馬出３－１－１ 

 
  

 

セッション 1 脳脊髄液減少症   8:50～ 9:17 
 

座長 肥川 誉慎（大分大学） 
 

01 頸部からの blood patch が有効であった脳脊髄液減少症の一例 
 新日鐵八幡記念病院 脳神経外科 1) 

九州労災病院 脳神経外科 2) 
 ○井上 琢哉 1)、金子 陽一 1)、鈴木 聡 1)、竹下 岩男 2) 
   

02 低髄液圧症に伴う両側硬膜下血腫の一例 
 小柳記念病院 脳神経外科 1) 

久留米大学 医学部 放射線科 2) 
 ○萩原 直司 1)、若宮 富浩 1)、安陪 等思 2)、渡邊 光夫 1)、田渕 和雄 1) 
   

03 ブラッドパッチ、１３因子、人工髄液複合治療で治癒した特発性低

髄液圧症候群 
 九州労災病院 脳神経外科 
 ○梅田 典子、濱村 威、井上 大輔、佐山 徹郎、竹下 岩男 
   

  
 
 

セッション 2 脳動脈瘤   9:18～10:21 
 

座長 森岡 基浩（熊本大学） 
   陶山 一彦（長崎大学） 

 
04 稀な後交通動脈の分岐に伴う未破裂内頚動脈瘤の一症例 
 長崎大学医学部歯学部附属病院脳神経外科 
 ○竹下 朝規、馬場 史郎、福田  雄高、溝田 新吾、林 健太郎、北川 直毅、

陶山 一彦、永田 泉 
   

05 胎児型後大脳動脈における破裂内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤 
 沖縄県北部地区医師会病院 救急医療センター 脳神経外科 1) 

救急医療センター2) 
 ○伊地知 寿 1)、大城 信行 2)、小濱 正博 2)、阿部 好弘 2)、吉池 昭一 2)、

伊藤 ゆい 2) 



   

06 外傷を契機に右外転神経麻痺で発症した海綿静脈洞内内頚動脈 large 
aneurysm の１例 

 有田共立病院 脳神経外科 1) 

久留米大学 脳神経外科 （血管内治療部）2) 

白石共立病院 脳神経脊髄外科 3) 
 ○田中  達也 1)、桃崎 宣明 1)、青木 孝親 2)、広畑 優 2)、本田 英一郎 3) 
   

07 急性硬膜下血腫で発症した distal azygos ACA 動脈瘤破裂の 1 例 
 宗像水光会総合病院脳神経外科 
 ○安河内 秀興、木下 良正、原田 篤邦、津留 英智 
   

08 慢性硬膜下血腫に破裂脳動脈瘤を合併した１症例 
 高邦会高木病院 脳神経外科 1) 

久留米大学脳神経外科 2) 
 ○刈茅 崇 1)、中原 公宏 1)、原 真弥 1)、重森 稔 2) 
   

09 破裂前交通動脈瘤のクリッピング術後早期に新生し急速に増大した

仮性脳動脈瘤の 1 例 
 大分大学 医学部 脳神経外科 1) 

国東市民病院 脳神経外科 2) 
 ○阿部 英治 1)、石井 圭亮 1)、久保 毅 1)、亀淵 洋助 2)、森重 真毅 1)、

下高 一徳 1)、阿南 光洋 1)、肥川 誉慎 1)、藤木 稔 1)、古林 秀則 1) 
   

10 クリッピング術後に合併未破裂動脈瘤からの致死的出血を来した２

症例 
 社会福祉法人 十善会病院 脳神経外科 
 ○笠 伸年、清水 正、白川 靖 
   

 

  
 

セッション 3 血管病変   10:22～11:25 
 

座長 広畑 優（久留米大学） 
   甲斐 豊（琉球大学） 

 
11 アテローム血栓性脳塞栓症を呈した頚部内頚動脈走行異常の 1 例 
 佐世保市立総合病院 脳神経外科 
 ○福田 修志、鎌田 健作、鳥羽 保、上之郷 眞木雄 
   

12 可動性プラークに対し内頸動脈内膜剥離術を施行した２症例の検討
 独立行政法人 国立病院機構九州医療センター 脳神経外科 1) 

独立行政法人 国立病院機構九州医療センター 脳血管神経内科 2) 

独立行政法人 国立病院機構九州医療センター 病理検査部 3) 
 ○河野 健一 1)、芳賀 整 1)、森 恩 1)、卯田 健 1)、詠田 眞治 1)、牧原 典子 2)、

湧川 佳幸 2)、矢坂 正弘 2)、岡田 靖 2)、上杉 憲子 3) 



   

13 自然軽快した椎骨動脈解離の 2 例 
 永冨脳神経外科病院 
 ○若林 礼浩、堀 雄三、近藤 やよい、山田 昭、浅野 智重、山下 正憲、

永冨 裕文 
   

14 後下小脳動脈解離の一例 
 社会保険小倉記念病院 脳神経外科 
 ○村田 大樹、中原 一郎、東 登志夫、岩室 康司、渡邉 芳彦、武澤 正浩 
   

15 PICA 末梢にまで及ぶ VA-PICA 解離性動脈瘤の一例 
 熊本大学 医学部 脳神経外科 
 ○天達 俊博、賀来 泰之、大森 雄樹、河野 隆幸、森岡 基浩、倉津 純一 
   

16 脳幹部静脈鬱滞を呈した頸動脈海綿静脈洞瘻の１例 
 長崎労災病院 脳血管内外科 1) 

長崎労災病院 脳神経外科 2) 
 ○吉岡 努 1)、日宇 健 2)、奥永 知宏 2)、出雲 剛 2)、横山 博明 2) 
   

17 鬱血性脊髄損傷で発症した硬膜内髄外脊髄動静脈瘻の 1 例 
 宮崎大学 医学部 脳神経外科 
 ○松元 文孝、秋山 寛、山下 真治、武石 剛、池田 俊勝、浅見 尚規、

竹島 秀雄 
   

 

  
 

セッション 4 海綿状血管腫   11:26～11:53 
 

座長 上原 久生（宮崎大学） 
 

18 海綿状血管腫の自然歴 
 鹿児島医療センター 脳神経外科 
 ○石神 崇、今村 純一 
   

19 海綿状血管腫による expanding intracerebral hematoma の一例 
 済生会熊本病院 脳神経外科 1) 

熊本大学 脳神経外科 2) 
 ○谷口 秀和 1)、濱田 一也 1)、西 徹 1)、古賀 一成 1)、築城 裕正 1)、

加治 正知 1)、藤岡 正導 1)、倉津 純一 2) 
   

20 静脈性血管腫を合併した海綿状血管腫の 1 例 
 飯塚病院 脳神経外科 1) 

飯塚病院 救急部 2) 
 ○村田 秀樹 1)、山田 哲久 2)、今本 尚之 1)、濱田 康弘 1)、由比 文顕 1)、

名取 良弘 1) 
   

 



 
●ランチョンセミナー   12:00～13:00 
 座長 詠田 眞治（国立病院機構九州医療センター） 
 
 演題 「AVM の外科的治療戦略」 
 演者 栗田 浩樹先生（杏林大学脳神経外科 講師） 
  
 
●理事会         12:00～13:00 
 １階 共同セミナー室 B 
     
●九州支部総会      13:00～13:20 
 １階 共同セミナー室 A   
 
  
 

セッション 5 機能外科・小児   13:25～13:52 
 

座長 峯田 寿裕（佐賀大学） 
 

21 脳底動脈が責任血管であった片側顔面痙攣の１例 
 福岡大学 医学部 脳神経外科 1) 

福岡大学 医学部 放射線科 2) 
 ○大庭 哲 1)、湧田 尚樹 1)、太田 美香 1)、小松 文成 1)、高野 浩一 2)、

大城 真也 1)、継 仁 1)、井上 亨 1) 
   

22 VPシャント機能不全後に第3脳室底開窓術を行い開窓部の閉塞を来

した先天性水頭症の 1 例 
 熊本労災病院 脳神経外科 1) 

宮崎県立延岡病院 脳神経外科 2) 

熊本大学医学部付属病院 脳神経外科 3) 
 ○穴井 茂雄 1)、山城 重雄 1)、田尻 征治 2)、矢野 茂敏 3)、吉田 顯正 1)、

倉津 純一 3) 
   

23 脊髄脂肪腫に連続する皮膚洞を伴った Human tail の一例 
 九州大学大学院医学研究院脳神経外科 
 ○徳永 聡、森岡 隆人、橋口 公章、左村 和宏、吉本 幸司、庄野 禎久、

佐々木 富男 
   

 

  



 
 

セッション 6 良性腫瘍 1   13:53～14:38 
 

座長 平野 宏文（鹿児島大学） 
   継  仁（福岡大学） 

 
24 水頭症で見つかった聴神経腫瘍の 2 例 
 国立病院機構 嬉野医療センター 脳神経外科 
 ○宮園 正之、石橋 秀昭 
   

25 診断に難渋した側脳室腫瘍の 1 例 
 産業医科大学 脳神経外科 
 ○北川 雄大、山本 淳孝、高橋 麻由、青山 雄一、副島 慶輝、斉藤 健、

秋葉 大輔、西澤 茂 
   

26 Quadrigeminal cistern に発生した epidermoid cyst の一例 
 福岡赤十字病院脳神経外科 1) 

福岡大学医学部脳神経外科 2) 
 ○福島 浩 1)、橋本 昌典 1)、土持 廣仁 1)、福島 武雄 2)、井上 亨 2) 
   

27 非典型的頭蓋内伸展をきたした巨大下垂体腺腫の一例 
 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 脳神経外科 
 ○上坂 十四夫、黒木 亮太、山口 慎也、松角 宏一郎 
   

28 トルコ鞍内神経鞘腫の一例 
 琉球大学 医学部 脳神経外科 
 ○外間 洋平、吉井 與志彦、甲斐 豊、土田 幸広、金城 竜也、伊藤 公一、

久志 助光、金城 繁正 
   

 
 

 
●休憩   14:38～14:50 
 
  
 

セッション 7 良性腫瘍 2（髄膜腫）  14:50～15:17 
 

座長 山本 淳考（産業医科大学） 
 

29 特異な眼動脈走行を伴った sphenoid ridge meningioma の一手術例 
 久留米大学 医学部 脳神経外科 
 ○中島 慎治、前田 充秀、坂田 清彦、広畑 優、重森 稔 
 
 

  



30 短期間にダンベル状に増大した円蓋部髄膜腫の 1 症例 
 長崎県立島原病院 脳神経外科 1) 

長崎大学病院 臨床病理部 2) 
 ○川原 一郎 1)、中本 守人 1)、松尾 義孝 1)、徳永 能治 1)、安部 邦子 2) 
   

31 小脳テント髄膜腫の 2 症例 
 鹿児島市立病院 脳神経外科 
 ○中瀬 孝、山畑 仁志 、久保 文克、川畑 圭馴美、石井 毅、山田 正彦、

友杉 哲三、平原 一穂、上津原 甲一 
   

 

  
 

セッション 8 悪性腫瘍   15:18～15:54 
 

座長 庄野 禎久（九州大学） 
 

32 Multicentric glioblastoma の一例 
 佐賀大学 医学部 脳神経外科 
 ○伊藤 寛、吉岡 史隆、高瀬 幸徳、増岡 淳、河島 雅到、峯田 寿裕、

松島 俊夫 
   

33 成人に発症した Choroid plexus carcinoma の 1 例 
 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科学 1) 

かわはら脳神経外科クリニック 2) 
 ○田中 俊一 1)、米澤 大 1)、大吉 達樹 1)、川原 功裕 2)、平野 宏文 1)、

八代 一孝 1)、有田 和徳 1) 
   

34 脊髄硬膜外悪性リンパ腫の 1 例 
 新古賀病院 脳卒中脳神経センター 脳神経外科 
 ○西村 中、一ツ松 勤、石堂 克哉、伊藤 理 
   

35 どのように高気圧酸素は脳神経外科領域で用いられているか？ 
 The Baromedical Research Foundation 
 ○合志 清隆 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第 100 回特別記念講演   16：00～17：00 
 

    座長 佐々木 富男（九州大学） 

 

 

特別講演１ 

「私の温故知新」 

 演者 田渕 和雄 先生 

    （佐賀大学名誉教授、小栁記念病院長） 

 

 

特別講演２  

「これからの医学と医療・九州からの発信を願って」 

 演者 生塩 之敬 先生  

    （熊本大学名誉教授、大手前病院顧問）  

 

                              

特別講演３  

溫「 故知新-前身の日本神経学会九州地方会のことなども-」 

 演者 朝倉 哲彦 先生  

    （鹿児島大学名誉教授、パールランド病院名誉院長）  

                              

 

 

【情報交換会】   17：30～  

  会場 コラボステーションⅡ  1 階 ラウンジ 
 


