
第 109回 日本脳神経外科学会九州支部会プログラム 

 

平成 23年 9月 17日（土） 

熊本大学医学部 医学総合研究棟３階講習室 

 
午前 8時 20分より受付け開始します。 

 

＊ 脳神経外科学会専門医の方は、IC会員カードでの専門医クレジット登録と 

なります。IC 会員カードをご持参ください。IC 会員カードをお持ちでない方は、

専門医番号での登録が可能です。 

 

＊ 上着、ネクタイなどは着用せずに、クールビズでご参加ください。 

 

 

午前 8時 50分開始となります。 

 

ランチョンセミナー：午後 12時 30分より 

 

 



第109回日本脳神経外科学会九州支部会 会場御案内 

会場：熊本大学医学総合研究棟３階講習室 （熊本市本荘1-1-1 Tel: 096-373-5219) 

JR熊本駅から 

バス  （約15分）：第一環状線（本荘経由）に乗車、「大学病院前」下車 

タクシー （約5分） 

交通センターから 

熊本空港から 

バス    （約15分）： 八王寺環状線・御幸木部線・野越団地線に乗車、「大学病院前」下車 

タクシー (約5分) 

バス (約40分)：  「熊本駅前」行きリムジン・シャトルバスに乗車、「交通センター」下車 

    交通センターで乗り換え 
タクシー (約40分) 

大学病院
正面入口 

会場 
受付 3F 

駐車場 

駐車場ご利用の方へ： 
無料駐車券を会場受付に準備しておりますので、お帰りの際に申しつけ下さい。 

④ 医学総合研究棟 
⑥ 医学教育図書棟 

理事会 
支部総会 4F 



 

第 109 回 日本脳神経外科学会九州支部会プログラム 

2011 年 9 月 17 日（土） 
 

● セッション１ 血管障害（Ⅰ）  8:50 〜 9:45                      
                     座長 広畑 優 （久留米大学） 

 

１ 脳内出血にて発症した前大動脈仮性動脈瘤破裂の一例 
 済生会熊本病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科 1) 

 熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学分野 2) 

○藤原 敏孝 1)、西 徹 1)、河野 隆幸 1)、水野 隆正 1)、加治 正知 1)、 

 吉永 豊 1)、濱崎 清利１）、後藤 智明 1)、山本 東明 1)、倉津 純一 2) 

 

２ Persistent primitive hypoglossal artery を経由し瘤内塞栓術を行った左脳底 

動脈-上小脳動脈瘤の 1 例 
 福岡大学医学部脳神経外科 

○小林 広昌、大川 将和、岩朝 光利、安部 洋、上羽 哲也、東 登志夫、 

 井上 亨 

 

３ 巨大頚部内頚動脈瘤の一例：trapping and EC-IC transposition 
 新古賀病院脳卒中脳神経センター脳神経外科 

○井戸 啓介、伊藤 理、石堂 克哉、一ツ松 勤 

 

４ クモ膜下出血と脳梗塞を合併した前大脳動脈解離の 1 例 
 長崎医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

○南原 翔、高畠 英昭、川原 一郎、小野 智憲、戸田 啓介、堤 圭介、 

 馬場 啓至 

 

５ 破裂末梢前下小脳動脈解離性動脈瘤の一例 
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 1) 

 鹿児島県立大島病院脳神経外科 2) 

○比嘉 那優大 1)、時村 洋 1)、菅田 真生 1)、川野 弘人 2)、平山 貴久 2)、 

 田中 俊一 2)、米澤 大 1)、有田 和徳 1) 

 

６ くも膜下出血の術後経過中に腹腔内出血を生じた１例 
 福岡市民病院脳神経外科 1) 

 福岡大学脳神経外科 2) 

  ○和田 あかり 1)、吉野 慎一郎 1)、平川 勝之 1)、井上 享 2) 

 

 

 

 

 



 

● セッション２ 血管障害（Ⅱ）  9:45 〜 10:40                    
                     座長 陶山 一彦 （長崎大学） 

 

７ 片側バイパス術後に、急速に反対側の狭窄が増悪し、治療を要したもやもや 

病の 2 症例 
 九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
  ○小川 英朗、芳賀 整、宇賀 愛、庄野 禎久、濱田 康宏、詠田 眞治 

 

８ 両側総頚動脈狭窄症に対して頚動脈内膜剥離術を施行した１例 
 長崎労災病院脳神経外科 

  ○大塚 宗廣、奥永 知宏、吉岡 努、出雲 剛、横山 博明 

 

９ 内頸動脈周囲の強固な癒着により、頸動脈内膜剥離術を断念せざるを得な 

かった内頸動脈狭窄症の一症例 
 嬉野医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

  ○郡 隆輔、宮園 正之、波多江 龍亮、前田 一史 

 

１０ クモ膜下出血後の脳血管攣縮において CASL 法を用いた脳血流評価が有用 

であった一例 
 都城市郡医師会病院脳神経外科 1) 

 都城市郡医師会病院放射線科 2) 

 宮崎大学臨床神経科学講座脳神経外科学 3) 

  ○新甫 武也 1)、大田 元 1)、山崎 浩司 1)、生嶋 一朗 2)、米永 和真 2)、 

      竹島 秀雄 3) 

 

１１ EC-IC バイパス術後 14 年後にくも膜下出血を来たした吻合部近位部に発生  

    した de novo 中大脳動脈瘤の１手術例 
 久留米大学医学部脳神経外科 

   ○山本 真文、吉富 宗健、服部 剛典、竹内 靖治、青木 孝親、宮城 知也、 

 広畑 優、森岡 基浩 

 

１２ 大動脈弁置換術後の抗凝固及び抗血小板薬服用中に発症した頚椎硬膜外 

血腫の 1 例 
 大分大学医学部脳神経外科 

○札場 博貴、森重 真毅、石井 圭亮、久保 毅、肥川 誉慎、藤木 稔、 

 古林 秀則 

 

 

 

 

 



 

● セッション３ 腫瘍（Ⅰ）  10:40 〜 11:25                       
                     座長 溝口 昌弘 （九州大学） 

 

１３ 頭蓋内に再発した Primary intraosseous atypical meningioma の 1 例 
 熊本労災病院脳神経外科 1) 

 熊本大学脳神経外科 2) 

  ○山城 重雄 1)、等 泰之 1)、吉田 顯正 1)、倉津 純一 2) 

 

１４ Jugular foramen meningioma の一例 
 佐賀大学医学部脳神経外科 1) 

 佐賀大学医学部神経内科 2) 

 佐賀大学医学部放射線科 3) 

 佐賀大学医学部耳鼻咽喉科 4) 

○高松 裕一郎 1)、吉岡 史隆 1)、増岡 淳 1)、松島 健 1)、河島 雅到 1)、   

     松島 俊夫 1)、薬師寺 祐介 2)、野口 智幸 3)、佐藤 慎太郎 4) 

 

１５ 硬膜外浸潤を伴った大孔部髄膜腫の一例 
 佐世保中央病院脳神経外科 1) 

 佐世保中央病院病理部 2) 

 福岡赤十字病院脳神経外科 3) 

 福岡大学医学部脳神経外科 4) 

○衛藤 達 1)、平田 陽子 1)、阪元 政三郎 1)、米満 伸久 2)、継 仁 3)、 

 東 登志夫 4)、井上 亨 4) 

 

１６ 人工硬膜下に再発した髄膜腫の一例 
 国家公務員共済組合連合会浜の町病院脳神経外科 1) 

 国家公務員共済組合連合会浜の町病院病理部 2) 

  ○高岸 創 1)、山口 慎也 1)、中房 裕樹 1)、荒木 享江 1)、本下 潤一 2)、 

 松角 宏一郎 1) 

 

１７ Clear cell meningioma 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 

  ○入佐 剛、牟田 淳一郎、二見 宗智、武石 剛、山下 真治、杉本 哲朗、 

 内之倉 俊朗、横上 聖貴、上原 久生、竹島 秀雄 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● セッション４ 腫瘍（Ⅱ）  11:25 〜 12:20                       
                     座長 山本 淳考 （産業医科大学） 

 

１８ サイバーナイフ照射野外に多発性硬膜播種をきたした anaplastic  

hemangiopericytoma の 1 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) 

  ○三月田 祐平 1)、秦 暢宏 1)、天野 敏之 1)、中溝 玲 1)、吉本 幸司 1)、 

 溝口 昌弘 1)、鈴木 諭 2)、佐々木 富男 1) 

 

１９ 脳生検術が有効であった Intravascular lymphoma の１症例 
 九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 1) 

 九州医療ｾﾝﾀｰ脳血管神経内科 2) 

○宇賀 愛 1)、濱田 康宏 1)、小川 英朗 1)、芳賀 整 1)、庄野 禎久 1)、 

 國場 和仁 2)、石川 英一 2)、矢坂 正弘 2)、岡田 靖 2)、詠田 眞治 1) 

 

２０ 中脳の Primary CNS malignant lymphoma に対する methotrexate 治療中に 

subacute leukoencephalopathy を認めた一例 
 九州労災病院 脳神経センター 脳神経外科 

  ○下川 能史、濱村 威、佐山 徹郎、森岡 隆人 

 

２１ Primary MALT lymphoma of the dura と考えられた一例 
 鹿児島市立病院脳神経外科 1) 

 鹿児島市立病院病理研究検査室 2) 

○山田 正彦 1)、平原 一穂 1)、友杉 哲三 1)、石井 毅 1)、谷口 歩 1)、 

西牟田 洋介 1)、貞村 祐子 1)、川原 団 1)、町田 明理 1)、岡田 朋久 1)、      

岡元 しま 1)、上津原 甲一 1)、末吉 和宣 2) 

 

２２ 頭蓋骨より生じた巨大 plasmacytoma の一例 
 九州中央病院脳神経外科 1) 

 九州中央病院臨床検査科 2) 

 九州がんセンター血液内科 3) 

○連 乃駿 1)、赤木 洋二郎 1)、空閑 太亮 1)、松本 健一 1)、中守 真理 2)、 

 安部 康信 3) 

 

２３ 急速に進行し意識障害を呈した小児巨大前頭葉腫瘍 
 産業医科大学脳神経外科 

  ○梅村 武部、植田 邦裕、山本 淳考、高橋 麻由、中野 良昭、齋藤 健、 

 北川 雄大、宮岡 亮、黒川 暢、西澤 茂 

 

 

 

 



 

● ランチョンセミナー  12:30 〜 13:30                        

                     座長 矢野 茂敏 （熊本大学） 

演者：有田 憲生（兵庫医科大学 脳神経外科 教授） 

 演題：「脳腫瘍の手術 −基本的な考え方と戦略−」 
 

● 理事会（医学教育図書棟 ４階 ゼミ室３） 12:30 〜 13:30 
 

● 支部総会（医学教育図書棟 ４階 第３講義室） 13:30 〜 14:00 
 

● セッション５ 腫瘍（Ⅲ）  14:00 〜 14:45                     
                     座長 阿部 竜也 （大分大学） 

 

２４ 松果体部に発生した anaplastic astrocytoma 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 

○牟田 淳一郎、杉本 哲朗、内之倉 俊朗、横上 聖貴、上原 久生、 

 竹島 秀雄 

 

２５ 閉塞性水頭症を随伴した olfactory schwannoma の 1 例 
 社会保険小倉記念病院脳神経外科 1) 

 社会保険小倉記念病院神経内科 2) 

○辻 敬一 1)、中原 一郎 1)、渡邉 芳彦 1)、福島 浩 1)、占部 善清 1)、 

 石橋 良太 1)、五味 正憲 1)、角本 孝介 1)、橋本 哲也 1)、三本木 良紀 1)、 

 田中 悠二郎 1)、椎 裕章 2)、中垣 英明 2)、古田 興之介 2)、藤本 雄一 2) 

 

２６ 経過中に多彩な臨床像を呈した第３脳室内腫瘍の一手術例 
 福岡東医療センター脳神経外科 1) 

 福岡大学医学部脳神経外科 2) 

○松本 順太郎 1)、重森 裕１）、大城真也１）、湧田尚樹２）、野中 将２）、 

 井上 亨２） 

 

２７ 非定型的な三叉神経痛で発症した adenoid cystic carcinoma 
 産業医科大学病院脳神経外科 1) 

 産業医科大学脳神経外科 2) 

○黒川 暢 1)、宮岡 亮 2)、山本 淳考 2)、高橋 麻由 2)、中野 良昭 2)、 

 齋藤 健 2)、北川 雄大 2)、植田 邦裕 2)、西澤 茂 2) 

 

２８ テント上発生悪性 giant cell ependymoma 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 1) 

 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 人体がん病理学 2) 

○米澤 大 1)、東 拓一郎 1)、平原 正志 1)、平野 宏文 1)、時村 洋 1)、 

 後藤 正道 2)、有田 和徳 1) 



 

● セッション６ その他（Ⅰ）  14:45 〜 15:30                         
                     座長 上原 久生 （宮崎大学） 

 

２９ 海綿静脈洞サンプリングが診断確定に有用であった Cushing 病の 1 例 
 福岡大学医学部脳神経外科 1) 

 福岡大学医学部代謝内分泌糖尿病科 2) 

 福岡大学医学部放射線科 3) 

○三木 浩一 1)、大川 将和 1)、小林 広昌 1)、濱田 緒美 1)、安部 洋 1)、

  岩朝 光利 1)、 上羽 哲也 1)、 東 登志夫 1)、 井上 亨１）、 永迫 久裕 2)、

  柳瀬 敏彦 2)、高野 浩一 3) 

 

３０ ホルモン負荷試験中に下垂体卒中を起こした 2 例 
熊本大学医学部脳神経外科学 

  ○山本 隆広、黒田 順一郎、長谷川 雄、秀 拓一郎、矢野 茂敏、倉津 純一 

 

３１ Lemierre’s syndrome による脳膿瘍の 1 例 
 佐世保市立総合病院 脳神経外科 

  ○林 之茂、牛島 隆二郎、鳥羽 保、上之郷 眞木雄 

 

３２ 閉塞性水頭症で発症し内視鏡手術が有効であった神経サルコイドーシスの 

１症例 
 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教室 2) 

○吉富 宗健 1)、小牧 哲 1)、土井 亮 1)、宮原 孝寛 1)、服部 剛典 1)、 

 竹内 靖治 1)、内門 久明 1)、杉田 保雄 2)、森岡 基浩 1) 

 

３３ 症候性 giant tumefactive perivascular spaces の一例 
 熊本大学医学部脳神経外科 

  ○藤本 健二、黒田 順一郎、矢野 茂敏、秀 拓一郎、長谷川 雄、倉津 純一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● セッション７ その他（Ⅱ）  15:30 〜 16:10                         
                     座長 平野 宏文 （鹿児島大学） 

 

３４ 改正臓器移植法施行 1 年 メディアの提議から見る小児臓器提供の問題点 
 国家公務員共済組合連合会新小倉病院 

  ○吉開 俊一 

 

３５ 椎弓形成により脊髄空洞症の改善が得られたＩ型キアリ奇形と頚部脊柱管 

狭窄合併症例の１治療例 
 長崎大学医学部脳神経外科 

  ○吉田 光一、角田 圭司、陶山 一彦、永田 泉 

 

３６ 思春期の腰椎分離症に対し、ＭＲＩによる早期発見の重要性（２症例より） 
 静便会白石共立病院脳神経外科 1) 

 静便会白石共立病院 放射線科 2) 

  ○田中 達也 1)、本田 英一郎 1)、松本 幸一 2) 

 

３７ 前頭葉皮質形成異常と同側海馬硬化にそれぞれ独立したてんかん原性を 

認めた Sturge-Weber 症候群の 1 例 
 九州大学大学院医学研究院脳神経外科 1) 

 九州労災病院脳神経外科 2) 

 (株)麻生飯塚病院脳神経外科 3) 

 九州大学大学院医学研究院神経病理学 4) 

 熊本再春荘病院小児神経科 5) 

○土持 諒輔 1)、村上 信哉 1)、森岡 隆人 2)、橋口 公章 3)、天野 敏之 1)、 

 鈴木 諭 4)、石津 棟暎 5)、佐々木 富男 1) 

 

 


