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血行障害   9:00～9:40 
 

 座長 森岡基浩（熊本大学） 
 

01 頸動脈ステント留置術後に痙攣発症の過灌流症候群を呈した１例 
 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 脳血管内科 2) 

独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター 放射線科 3) 

うだ脳神経外科クリニック 4) 
  ○河野 健一 1)、卯田 健 4)、安森 弘太郎 3)、宇賀 愛 1)、森 恩 1)、芳

賀 整 1)、濱田 康宏 1)、詠田 眞治 1)、矢坂 正弘 2)、岡田 靖 2) 
   

02 STA-MCA 吻合術後に非けいれん性てんかん重積状態を呈した一例 
 九州労災病院 脳神経外科 
  ○濱村 威、迎 信孝、佐山 徹郎、森岡 隆人 
   

03 脳梗塞で発症した甲状腺機能亢進症を合併した内頚動脈閉塞症の１

例 
 福岡徳洲会病院 脳神経外科 
  ○原 健太、吉田 英紀、長谷川 亨、平田 尊仁、山本 晋也、金子 好

郎 
   

04 Fluctuate stroke で発症した進行結腸癌患者に急性期 CEA を施行した

1 例 
 九州中央病院 脳神経外科 1) 

九州中央病院 脳血管内科 2) 

九州中央病院 循環器内科 3) 

九州中央病院 外科 4) 

新古賀病院 脳卒中脳神経センター5) 
  ○徳永 聡 1)、松本 健一 1)、竹迫 仁則 2)、鍵山 俊太郎 3)、池部 正彦

4)、一ツ松 勤 5) 
   

05 治療前日の頚部血管エコーおよび頭頚部MRIで治療方針が変更とな

った内頸動脈狭窄症の 2 症例 
 済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科 1) 

済生会熊本病院 脳卒中センター 神経内科 2) 

熊本大学 医学部 脳神経外科 3) 

済生会みすみ病院 脳神経外科 4) 
  ○加治 正知 1)、西  徹 1)、池野  幸一 2)、古賀 一成 1)、濱崎  清利 1)、

谷口 秀和 1)、入佐  剛 1)、澤田 重信 1)、倉津 純一 3)、藤岡 正導
4) 

   

 



 

脳動脈瘤   9:42～10:14 
 

 座長 河島雅到（佐賀大学） 
 

06 コイル塞栓術により治療した頚部内頚動脈嚢状動脈瘤の 1 例 
 国立病院機構鹿児島医療センター 脳神経外科 
  ○濱元 裕喜、浜崎 禎、河井 浩志、今村 純一 
   

07 片側もやもや病に合併した前脈絡叢動脈遠位部動脈瘤の 2 症例 
 済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科 1) 

九州記念病院 2) 

熊本大学医学部脳神経外科 3) 

済生会みすみ病院脳神経外科 4) 
  ○入佐 剛 1)、西 徹 1)、古賀 一成 1)、加治 正知 1)、濱崎 清利 1)、谷

口 秀和 1)、澤田 重信 1)、佐藤 恭一 2)、倉津 純一 3)、藤岡 正導 4) 
   

08 Suction-decompression technique を用いて治療した硬膜輪近傍脳動脈

瘤の２症例 
 佐賀大学 医学部 脳神経外科 
  ○田中 達也、河島 雅到、高瀬 幸徳、緒方 敦之、舟木 健史、中原 

由紀子、松島 俊夫 
   

09 非典型的な動眼神経障害で発症した内頸動脈後交通動脈分岐部

（IC-PC）動脈瘤の一例 
 済生会八幡総合病院 脳神経外科 1) 

久留米大学 医学部 脳神経外科 2) 
  ○日高 幸宏 1)、岡本 右滋 1)、駒谷 英基 1)、藤村 直子 1)、梶原 収功

1)、重森 稔 2) 
   

 

 

脳動脈瘤、その他 10:16～10:48  
 

 座長 陶山一彦（長崎大学） 
 

10 もやもや病に類似した一側中大脳動脈閉塞に対し血行再建術を施行

した一例 
 琉球大学脳神経外科 
  ○外間 洋平、渡邊 孝、長嶺 英樹、宮城 智央、伊藤 公一、石内 勝

吾 
   



11 後頭動脈-後下小脳動脈バイパス術と瘤内コイル塞栓術を併用した

椎骨動脈瘤の一例 
 福岡大学 医学部 脳神経外科 
  ○安部  洋、竹本 光一郎、平田 陽子、大川 将和、岩朝 光利、東 

登志夫、井上 亨 
   

12 特発性浅側頭動脈動脈瘤の 2 例 
 国立病院機構鹿児島医療センター 脳神経外科 
  ○河井 浩志、今村 純一、浜崎 禎 
   

13 脳出血で発症した若年性横 S 状静脈洞硬膜動静脈瘻の１手術例 
 福岡徳洲会病院 脳神経外科 
  ○山本 晋也、吉田 英紀、長谷川 亨、平田 尊仁、原 健太、金子 好

郎 
   

 

 

血管腫など  10:50～11:22 
 

 座長 宮城知也（久留米大学） 
 

14 円蓋部に限局した出血源不明の非外傷性くも膜下出血の 3 例 
 九州厚生年金病院 脳神経外科 1) 

山口赤十字病院 脳神経外科 2) 
  ○松尾 諭 1)、尾中 貞夫 2)、中村 隆治 1)、西村 博行 1) 
   

15 術後遅発性小脳出血を来たした脳幹部海綿状血管腫の一手術例 
 久留米大学 医学部 脳神経外科 
  ○岡田 洋介、中島 慎治、坂田 清彦、青木 孝親、徳富 孝志、重森 

稔 
   

16 壁在結節を伴った小児嚢胞性血管性腫瘍の一例 
 福岡大学 医学部 脳神経外科 1) 

福岡大学 医学部 病理 2) 

福岡大学 医学部 放射線科 3) 
  ○濱田 緒美 1)、継 仁 1)、大川 将和 1)、安部 洋 1)、井上 亨 1)、鍋島 

一樹 2)、高野 浩一 3) 
   

17 小脳から両側後頭葉に進展した再発血管芽腫の一例 
 新古賀病院 脳卒中脳神経センター 脳神経外科 1) 

九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科 2) 
  ○西村 中 1)、一ツ松 勤 1)、石堂 克哉 1)、伊藤 理 1)、佐々木 富男 2) 
   

 

 



 

脊椎、脊髄  11:24～11:56 
 

 座長 出井 勝（産業医科大学） 
 

18 経過中大孔狭窄を併発した小児先天性環椎軸椎亜脱臼の 1 例 
 熊本大学 医学部 脳神経外科 
  ○高島 大輝、植田 裕、秀 拓一郎、河野 隆幸、矢野 茂敏、森岡 基

浩、倉津 純一 
   

19 成人発症の脊髄係留症候群の１例 
 新小文字病院 1) 

香川小児病院 2) 
  ○眞鍋 博明 1)、西田 憲記 1)、中原 誠之 1)、古賀 仁士 1)、夫 敬憲 2) 
   

20 椎弓形成術を併用し摘出した頚髄血管芽細胞腫の１症例 
 新小文字病院 脊髄脊椎外科 
  ○西田 憲記、小川 浩一、眞鍋 博明、中原 誠之、古賀 仁士 
   

21 腰椎に発生した premembraous hematoma の２例 
 有田共立病院 脳神経外科 1) 

佐賀大学付属病院 脳神経外科 2) 

白石共立病院 脳神経脊髄外科 3) 
  ○高松  裕一郎 1)、桃崎  宣明 1)、田中  達也 2)、本田  英一郎 3) 
   

 

 

嚢胞性病変など  11:58～12:30 
 

 座長 阿部竜也（大分大学） 
 

22 三叉神経痛で発症した小脳橋角部腫瘍 
 長崎労災病院 脳神経外科 1) 

長崎労災病院 病理科 2) 
  ○出端 亜由美 1)、日宇 健 1)、奥永 知宏 1)、吉岡 努 1)、出雲 剛 1)、

横山 博明 1)、宮原 晋一 2) 
   

23 乳汁分泌および無月経を呈した症候性ラトケ嚢胞の１例 
 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 脳神経外科 
  ○三月田 祐平、松尾 吉紘、山口 慎也、松角 宏一郎 
   
   



24 脳幹を貫通する epidermoid cyst の一例 
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 脳神経外科学 
  ○米澤 大、ボハラ マノズ、花谷 亮典、有田 和徳 
   

25 Ciliated craniopharyngioma の一例 
 九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科 1) 

九州大学大学院 医学研究院 附属脳神経病研究施設 神経病理学 2) 
  ○赤木 洋二郎 1)、天野 敏之 1)、中溝 玲 1)、吉本 幸司 1)、溝口 昌弘

1)、鳥巣 利奈 2)、鈴木 諭 2)、岩城 徹 2)、佐々木 富男 1) 
   

 

 

ランチョンセミナー 12:40～13:40 
 

座長 平野宏文（鹿児島大学） 

 

「悪性脳腫瘍の治療―腫瘍自然史よりの考察」 

   埼玉医科大学国際医療センター病院長 

          松谷 雅生 先生 

  



髄膜腫、神経鞘腫 13:50～14:22 
 

 座長 渡邉 孝（琉球大学） 
 

26 Werner 症候群に髄膜腫を合併した 2 例 
 今給黎総合病院 脳神経外科 1) 

今給黎総合病院 形成外科 2) 

鹿児島大学病院 脳神経外科 3) 
  ○新里 友美 1)、西澤 輝彦 1)、大塚 康二朗 2)、平野 宏文 3) 
   

27 脳内出血を生じた嗅窩部髄膜腫の１例 
 唐津赤十字病院 脳神経外科 1) 

佐賀大学 医学部 脳神経外科 2) 
  ○鈴山 堅志 1)、井上 浩平 1)、萩原 直司 1)、古賀 壽男 1)、松島 俊夫

2) 
   

28 舌下神経麻痺を伴わない舌下神経鞘腫の１例 
 医療法人財団 池友会 新小文字病院 脳神経外科 
  ○外尾 要、玉置  裕一郎、金子 陽一、増田 勉 
   

29 画像上脳幹部腫瘍と疑われた上位頚神経鞘腫の一例 
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 1) 

広島大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経外科 2) 
  ○新納 忠明 1)、米澤 大 1)、山口 智 2)、時村 洋 1)、有田 和徳 1) 
   

 

 

悪性腫瘍 1  14:24～14:56 
 

 座長 継 仁（福岡大学） 
 

30 pituitary carcinoma の一例 
 久留米大学 医学部 脳神経外科学講座 1) 

久留米大学 医学部 病理学教室 2) 
  ○山本 真文 1)、中島 慎治 1)、岡田 洋介 1)、坂田 清彦 1)、徳富 孝志

1)、重森 稔 1)、杉田 保雄 2) 
   

31 診断に難渋した小脳転移の一例 
 宮崎大学 医学部 臨床神経科学講座 脳神経外科学分野 1) 

ブレストピアなんば病院 乳腺外科 2) 
  ○齋藤 清貴 1)、宮田 史朗 1)、山下 真治 1)、池田 俊勝 1)、武石 剛 1)、

安田 由紀子 2)、上原 久生 1)、竹島 秀雄 1) 



   

32 脳転移を来した肺芽腫の一例 
 長崎大学 医学部 脳神経外科 1) 

長崎大学 医学部 病理部 2) 
  ○豊田 啓介 1)、大塚 宗廣 1)、石坂 俊輔 1)、馬場 史郎 1)、氏福 健太

1)、鎌田 健作 1)、安倍 邦子 2)、松尾 孝之 1)、陶山 一彦 1)、永田 泉
1) 

   

33 小脳梗塞と小脳出血を呈した絨毛癌の 1 例 
 長崎県島原病院 脳神経外科 
  ○中本 守人、川原 一郎、松尾 義孝、徳永 能治 
   

 

 

悪性腫瘍 2  14:58～15:30 
 

 座長 溝口昌弘（九州大学） 
 

34 ステロイドパルス療法にて一時的に縮小し診断に苦慮した眼窩内腫

瘍の一例 
 九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科 1) 

九州大学大学院 医学研究院 附属脳神経病研究施設 神経病理 2) 
  ○波多江 龍亮 1)、橋口 公章 1)、天野 敏之 1)、中溝 玲 1)、吉本 幸司

1)、溝口 昌弘 1)、鈴木 諭 2)、岩城 徹 2)、佐々木 富男 1) 
   

35 三叉神経鞘腫が疑われたリンパ腫の一例 
 鹿児島市立病院 脳神経外科 1) 

鹿児島大学 医学部 付属病院 脳神経外科 2) 
  ○石神 崇 1)、山畑 仁志 1)、平原 一穂 1)、石井 毅 1)、山田 正彦 1)、

友杉 哲三 1)、有田 和徳 2) 
   

36 Ｔ細胞性脳リンパ腫の一例 
 国立病院機構九州医療センター 
  ○宇賀 愛、森 恩、河野 健一、芳賀  整、濱田 康宏、詠田  眞

治 
   

37 手術摘出後に放射線治療を行い、長期予後を得ている PCNSL の一例 
 川内市医師会立市民病院 脳神経外科 1) 

出水郡医師会立阿久根市民病院 脳神経外科 2) 

鹿児島大学 脳神経外科 3) 
  ○平山 貴久 1)、平原 正志 2)、田実 謙一郎 1)、貞村 祐子 1)、時村 洋

3)、有田 和徳 3) 
   

 

 



まれな腫瘍  15:32～16:04 
 

 座長 上原久生（宮崎大学） 
 

38 頭蓋骨内髄膜腫の 2 例 
 宮崎大学 医学部 臨床神経科学講座 脳神経外科学分野 
  ○二見 宗智、山下 真治、武石 剛、池田 俊勝、笠 新逸、宮田 史

朗、横上 聖貴、上原 久生、竹島 秀雄 
   

39 悪性神経膠腫に対して陽子線治療を行った後、悪性組織球腫を発症

した症例 
 大分大学 医学部 脳神経外科 
  ○大場 寛、阿部 竜也、上田 徹、籾井 泰朋、森重 真毅、村田 久

美、藤木 稔 
   

40 視索に MRI T2WI/FLAIR high intensity を示す病変の検討 
 産業医科大学 医学部 脳神経外科 
  ○北川 雄大、秋葉 大輔、宮岡 亮、植田 邦裕、齋藤 健、副島 慶

輝、出井 勝、高橋 麻由、山本 淳考、西澤 茂 
   

41 真の multicentric glioblastoma  の 1 例 
 産業医科大学 医学部 脳神経外科 
  ○植田 邦裕、副島 慶輝、高橋 麻由、出井 勝、齋藤 健、秋葉 大

輔、北川 雄大、宮岡 亮、山本 淳考、西澤 茂 
   

 

 

炎症など   16:06～16:46 
 

 座長 時村 洋（鹿児島大学） 
 

42 Posterior quadrantectomy を実施した片側巨脳症の１例 
 国立病院機構 長崎医療センター 脳神経外科 
  ○戸田 啓介、馬場 啓至、小野 智憲、諸藤 陽一、平尾 朋仁、高畠 

英昭、堤 圭介、米倉 正大 
   

43 破裂脳動脈瘤に対するクリッピング術施行後に脊髄空洞症を発症し

た一例 
 県立宮崎病院 脳神経外科 
  ○秋山 寛、落合 秀信、河野 寛一 
   



44 くも膜下出血発症後に癒着性くも膜炎に伴う脊髄空洞症を発症した

1 例 
 長崎大学 脳神経外科 
  ○石坂 俊輔、大塚 宗廣、角田 圭司、林 健太郎、牛島 隆二郎、陶

山 一彦、永田 泉 
   

45 急激な経過で昏睡状態に陥り、外科手術で救命し得た急性小脳炎の

１例 
 今村病院分院 脳神経外科 1) 

今村病院分院 神経内科 2) 

今村病院分院 病理診断科 3) 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 脳神経外科学 4) 
  ○花田 朋子 1)、新納  正毅 1)、篠原 和也 2)、坂江 清弘 3)、有田 和

徳 4) 
   

46 頭蓋外進展する円蓋部髄膜腫の摘出後に発生した、頭蓋硬膜形成部

の異物肉芽腫 
 蜂須賀病院 1) 

九州大学大学院医学研究院 神経病理 2) 

九州大学大学院医学研究院 脳神経外科 3) 
  ○秦 暢宏 1)、久田 圭 1)、鳥巣  利奈 2)、鈴木 諭 2)、亀田 勝治 3)、

佐々木 富男 3) 
   

 


