
 
 
 
 

第 106回日本脳神経外科学会九州支部会 
プログラム 

 
 

9月 25日(土) 

宮崎大学医学部附属病院管理棟 205号臨床講義室 

 
午前 8時 30分より受け付け 

午前 9時開始 
 

午後 12時 15分より 
ランチョンセミナー 

 
 
 
 
 

地図は裏面にあります。 
駐車場は附属病院外来駐車場をご利用ください。 



 
宮崎大学医学部（清武キャンパス） 

〒889-1692 宮崎市清武町大字木原 5200番地 TEL：0985-85-1510

宮交シティバスセンター（ＪＲ南宮崎駅近く）からバスを利用 

→「大学病院・宮崎大学行」【清武経由】所要時間 約 20分 

→「宮崎大学行」【山崎・まなび野経由】所要時間 約 25分 

ＪＲ清武駅（→ＪＲ清武前バス停）からバスを利用 

→「大学病院・宮崎大学行」に乗車所要時間約 7分 

宮崎空港からタクシーを利用 

→清武キャンパスまで約 10キロ 所要時間約 15分 

宮崎自動車道を使って車で 

→清武インターから約 10分 

 

会場入口 

会場 
２Ｆ 



■セッション 1. 

 脳腫瘍 Ⅰ 9:00 ～ 9:36 
 

  座長 時村 洋 (鹿児島大学) 
 

01 傍鞍部 PNETの 1例 
 宮崎大学 医学部 脳神経外科 

○山下 真治，上原 久生，横上 聖貴，竹島 秀雄 
 

02 斜台部に発生した弧発生形質細胞腫の一例 
 熊本大学 医学部 脳神経外科 

○竹崎 達也，矢野 茂敏，秀 拓一郎，倉津 純一 
 

03 VEPモニタリング下に摘出した鞍結節部髄膜腫の 1例 
  琉球大学医学部附属病院 脳神経外科 

○外間 洋平，長嶺 英樹，宮城 智央，)渡邉 孝，石内 勝吾 
 

04 下垂体卒中で発症した Rathke cleft cystの一例 
 社会医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院 脳神経外科 

○吉田 卓史，郡家 克旭，盛岡 潤，金 茂成 

 

■セッション 2. 

 脳腫瘍 Ⅱ 9:36 ～ 10:12 
  

  座長 山本 淳考 (産業医科大学) 
 

05 嚢胞性髄膜腫の一例 
  労働者健康福祉機構 長崎労災病院 脳神経外科 

○福田 雄高，奥永 知宏，吉岡 努，出雲 剛，横山 博明 
  

06 静脈洞交会近傍に発生し静脈灌流障害をきたした髄膜腫の一例 
  社会保険小倉記念病院 脳神経外科 

○田中 悠二郎，中原 一郎，村井 望，佐藤 宰，渡邉 芳彦，福島 浩，
福嶌 由尚，武澤 正浩，辻 敬一，角本 孝介 

 

07 小脳橋角部から頚静脈孔を通り頸部内頚動脈周囲に進展する髄
膜腫の一例 

  国立病院機構九州医療センター 
○宇賀 愛，赤木 洋一郎，芳賀 整，庄野 禎久，濱田  康宏，詠田 
眞治 

 



08 腹側部大孔髄膜腫の一手術例 
  久留米大学 医学部 脳神経外科 1) 
  久留米大学 医学部 病理学講座 2) 

○江口 真裕 1)，宮原 孝寛 1)，岡田 洋介 1)，坂田 清彦 1)，杉田 保雄
2)，重森 稔 1) 

 

■セッション.3. 

 脳腫瘍 Ⅲ 10:12 ～ 10:48 
 

  座長 阿部 竜也 (大分大学) 
 

09 副鼻腔への伸展を伴った Subfrontal schwannomaの 1例 
 鹿児島大学 大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科 1) 
 鹿児島市立病院 脳神経外科 2) 

○山畑 仁志 1)，平原 一穂 2)，友杉 哲三 2)，山田 正彦 2)，石井 毅 2)，
石神 崇 2)，上津原 甲一 2)，八代 一孝 2)，時村 洋 1)，有田 和徳 1) 

 

10 右前頭骨 intraosseous meningiomaの一例 
公立学校共済組合 九州中央病院 

○黒木 亮太，松本 健一 
 

11 多発性放射線誘発性脳腫瘍の 1例 
佐世保市立総合病院 脳神経外科 

○林 之茂，鳥羽 保，上之郷 眞木雄 
 

12 放射線全脳照射 30年後に多発性髄膜腫を発症した一例 
済生会熊本病院脳卒中センター 脳神経外科 1) 
熊本大学医学部 脳神経外科 2) 
済生会熊本病院 中央検査部 3) 

○入佐 剛 1)，濱崎 清利 1)，西 徹 1)，後藤 智明 1)，水野 隆正 1)，加
治 正知 1)，藤原 敏孝 1)，澤田 重信 1)，倉津 純一 2)，神尾 多喜浩
3) 

 

■セッション 4. 

 脳腫瘍 Ⅳ 10:48 ～ 11:24 
 

  座長 吉本 幸司 (九州大学) 
 

13 Dural tail signを呈した glioblastomaの一例 
唐津赤十字病院 脳神経外科 

○吉岡 史隆，高松 裕一郎，萩原 直司 



14 脳梁部から発生した inflammatory myofibroblastic tumor(IMT)の 1
例 
大分大学 医学部附属病院 脳神経外科 

○大西 晃平，籾井  泰朋，大場 寛，阿部 竜也，藤木 稔，古林 秀
則 

 

15 成人前頭洞に発生した small cell neuroendocrine carcinoma (SNEC) 
産業医科大学 医学部 脳神経外科 

○宮岡 亮，山本 淳考，高橋 麻由，橋本 昌典，斎藤 健，北川 雄
大，植田 邦裕，西澤 茂 

 

16 Pineal parenchymal tumor of intermediate differentiationの一例 
長崎大学病院 脳神経外科 1) 
長崎大学病院 病理部 2) 
群馬大学 医学部 第一病理学教室 3) 

○出端 亜由美 1)，竹下 朝規 1)，馬場 史郎 1)，氏福 健太 1)，鎌田 健
作 1)，松尾 孝之 1)，陶山 一彦 1)，永田 泉 1)，林 徳真吉 2)，中里 洋
一 3) 

 

■セッション 5. 

 脳腫瘍・その他 11:24 ～ 12:00 
 

  座長 河島 雅到 (佐賀大学) 
 

17 hemangioma calcificans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) 
宮崎大学 医学部 病理学講座 腫瘍・再生病態学分野 2) 

○池田 俊勝 1)，福島 剛 2)，宮田 史朗 1)，横上 聖貴 1)，上原 久生 1)，
竹島 秀雄 1) 

 

18 成人後頭蓋窩に発生した neurenteric cyst 
産業医科大学 医学部 脳神経外科 

○植田 邦裕，山本 淳考，高橋 麻由，橋本 昌典，齋藤 健，北川  雄
大，宮岡 亮，西澤 茂 

 

19 Middle fossa arachnoid cystに対する新しい神経内視鏡手術の試み 
―2症例報告― 

 久留米大学 医学部 脳神経外科 
○馬場 裕子，内門 久明，野口 慶，折戸 公彦，土井 亮，重森 稔 

   



20 神経血管減圧術により呼吸障害の改善を認めた延髄圧迫症候群
の一例 
佐賀大学 医学部 脳神経外科 

○高口 素史，中原 由紀子，高瀬 幸徳，河島 雅到，松島 俊夫 

 

 

 

■ランチョンセミナー 12:15 ～ 13:15 
「Fundamentals and surgical tactics of MVD」 

城山病院 脳・脊髄・神経センター  
脳神経減圧術研究所 所長 

近藤明悳 先生 
 

座長 脇坂 信一郎  
(宮崎リハビリテーションセンター学院長) 

 

 

 

■理事会 12:00 ～ 13:00 
 

 場所：第一会議室 
(宮崎大学医学部附属病院管理棟 3階)  

 

 

 

■支部総会 13:00 ～ 13:30 
 

 場所：第一会議室 
(宮崎大学医学部附属病院管理棟 3階) 

 

 

 



■セッション 6. 

 脳血管障害 Ⅰ 13:30 ～ 14:06 
 

  座長 東 登志夫 (福岡大学) 
 

21 前大脳動脈水平部の副中大脳動脈分岐部に発生した破裂脳動脈
瘤の 1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，祁内 博
行，山下 正憲，永冨 裕文 

 

22 前大脳動脈末梢部(A4 portion)に発生した破裂脳動脈瘤の一例 
医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院 1) 
熊本大学 医学部 脳神経外科 2) 

○天達 俊博 1)，橋口 昭人 1)，諸木 浩一 1)，徳田 元 1)，倉津 純一 2) 
 

23 A3-A3 バイパスおよびトラッピング術を要した大型遠位部前大
脳動脈瘤の１例 
新古賀病院 脳卒中脳神経センター 脳神経外科 

○土持 諒輔，西村 中，石堂 克哉，伊藤 理，一ツ松 勤 
 

24 遺残舌下神経動脈に合併した未破裂傍前床突起部動脈瘤の 1例 
国立病院機構 九州医療センター 脳神経外科 

○赤木 洋二郎，宇賀 愛，芳賀 整，庄野 禎久，濱田 康宏，詠田  眞
治 

 

■セッション 7. 

 脳血管障害 Ⅱ 14:06 ～ 14:42 
 

  座長 陶山 一彦 (長崎大学) 
 

25 両側ACA領域の脳虚血に対しA3-A3 & STA-RA-A3バイパスを施
行した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，土持 諒輔，石堂 克哉，伊藤 理，一ツ松 勤 
 

26 STA-MCA 吻合術後に進行した外頸動脈起始部狭窄症に対しステ
ント留置術を行った症例 
長崎医療センター 脳神経外科  

○諸藤 陽一，高畠 英昭，川原 一郎，戸田 啓介，堤 圭介，馬場 啓
至，米倉 正大 



27 FilterWire EZと Carotid Wallstentを用いた頚動脈ステント留置術
(CAS)の一例 
福岡大学病院 脳神経外科 1) 
同院救命救急センター2) 

○竹本 光一郎 1)，岩朝 光利 1)，大川 将和 2)，保田 宗紀 2)，東 登志
夫 1)，井上 亨 1) 

 

28 脳動静脈奇形の術前塞栓術  
- Onyx液体塞栓システム LDの使用経験 
福岡大学 医学部 脳神経外科 1) 
神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 2) 

○東 登志夫，安部 洋，竹本 光一郎，大川 将和，岩朝 光利，井上 
亨，坂井 信幸 

 

■セッション 8. 

 脊椎･脊髄 14:42 ～ 15:18 
 

  座長 森岡 基浩 (熊本大学) 
 

29 初期診断を誤った胸髄で髄内および神経根より発生した脊髄多
発性 Hemangioblastmaの 1例 
有田共立病院 脳神経外科 1) 
白石共立病院 脳神経脊髄外科 2) 

○田中 達也 1)，桃崎 宣明 1)，本田 英一郎 2) 
 

30 脊髄円錐に原発した primary spinal cord germinoma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 神経病理学 2) 

○高岸 創 1)，中溝 玲 1)，天野 敏之 1)，若宮 富浩 2)，岩城 徹 2)，佐々
木 富男 1) 

 

31 当院における中下位頸椎脱臼骨折の外科治療症例の検討 
新小文字病院 脊髄脊椎センター 

○隈元 真志，中原 誠之，古賀 仁士，眞鍋 博明，小川 浩一，西田 
憲記 

 

32 Ring apophysis fractureを伴った成人の腰椎椎間板ヘルニアの２治
験例 
正島脳神経外科病院 1) 
白石共立病院 脳神経脊髄外科 2) 
有田共立病院 脳神経外科 3) 

○橋川 正典 1)，正島 和人 1)，本田 英一郎 2)，田中 達也 3)，桃崎 宣明 3) 



■セッション 9. 

 脊椎･脊髄・外傷・その他 15:18 ～ 15:54 
 

  座長 宮城 知也 (久留米大学) 
 

33 脊髄出血にて発症した脊髄動静脈奇形の 1例 
長崎大学病院 脳神経外科 

○福田 修志，竹下 朝規，宗 剛平，堀江 信貴，林 健太郎，陶山 一
彦，永田 泉 

 

34 急性特発性硬膜下血腫の 1例 
福岡赤十字病院脳神経外科 1) 
福岡大学病院脳神経外科 2) 

○野中 将 1)，土持 廣仁 1)，湧田 尚樹 2)，大城 真也 2)，井上 亨 2) 
 

35 破裂前交通動脈瘤術後に三相波様異常脳波を示した非痙攣性て
んかん重積状態の一例 
九州労災病院 脳神経外科 

○迎 伸孝，濱村 威，佐山 徹郎，森岡 隆人 
 

36 心房内チューブ先端位置の調整によりシャント機能不全の改善
を認めた VAシャントの一例 
熊本大学付属病院 脳神経外科 

○植川 顕，牧野 敬史，武末 吉広，大森 雄樹，甲斐 豊，森岡 基
浩，倉津 純一 

 

■セッション 10. 

 感染・その他  15:54 ～ 16:30 
 

  座長 渡邉 孝 (琉球大学) 
 

37 Progressive multifocal leukoencephalopathy in a patient with 
sarcoidmyopathy 
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 神経内科 2) 
九州大学大学院医学研究院 神経病理 3) 

○井戸 啓介 1)，村上 信哉 1)，天野 敏之 1)，前田 教寿 2)，鈴木 諭 3)，
佐々木 富男 1) 

 



38 脳幹病変改善後、左前頭葉に嚢胞形成を伴う多発性硬化症が出現
した 1症例 
福岡市民病院 脳神経外科 1) 
福岡大学病院 脳神経外科 2) 

○川原 卓馬 1)，平川 勝之 1)，吉野 慎一郎 1)，由村 健夫 1)，長野 祐
久 1)，三田 洋 1)，中垣 英明 1)，井上 亨 2) 

 

39 確定診断が困難であった脳炎の 1例 
社会保険小倉記念病院 脳神経外科 

○辻 敬一，中原 一郎，村井 望，佐藤 宰，渡邉 芳彦，福嶌 由尚，
福島 浩，武澤 正浩，角本 孝介，田中 悠二郎 

 

40 診断並びに治療に苦慮した頭蓋内クロモミコーシスの 1例 
県立宮崎病院 脳神経外科 1) 
県立宮崎病院 神経内科 2) 
県立宮崎病院 病理科 3) 

○落合 秀信 1)，河野 寛一 1)，秋山 寛 1)，米山 匠 1)，湊 誠一郎 2)，
島尾 義也 3) 


