
第 110 回日本脳神経外科学会九州支部会 プログラム 
2012 年 2 月 4 日（土） 

会場:福大メディカルホール（福岡大学）  
  
 
 
 

開会の辞 8:20               井上 亨 
 
1 脊椎脊髄・外傷Ⅰ         8:25～9:01 

      

               座長 吉本 幸司(九州大学) 
 

01 進行する Myelopathy を呈し術後神経症状が著明に改善した脊髄海綿

状血管腫の一例 
 福岡大学病院脳神経外科 
  ○榎本 年孝, 濱田 緒美, 大川 将和, 岩朝 光利, 安部 洋, 上羽 哲也,  

東 登志夫, 井上 亨 
   

02 脊髄硬膜外海綿状血管腫の一例 
 社会医療法人 製鉄記念八幡病院脳卒中・神経ｾﾝﾀｰ1),同整形外科研修医2),同整形外科3), 

同病理部 4) 
  ○雨宮 健生 1), 井上 琢哉 1), 緒方 裕一 2), 末永 賢也 3), 田中 孝明 3),  

下釜 達朗 4), 鈴木 聡 1) 
   

03 胸椎硬膜外に発生した angiolipoma の 1 例 
 長崎大学医学部脳神経外科 
  ○梅野 哲也, 吉田 光一, 角田 圭司, 陶山 一彦, 永田 泉 
   

04 広範囲脊柱管狭窄症に対して 3 期的に頚椎・胸椎・腰椎手術を行った

１例 
 新武雄病院脊髄脊椎外科 
  ○土方 保和、小川 浩一、英 賢一郎、高橋 雄一、角本 孝介 

 
 
2 脊椎脊髄・外傷Ⅱ        9:01～9:37 

      

              座長 山本 淳考(産業医科大学) 
 

05 Sacral perineural cyst の臨床像 
 産業医科大学脳神経外科 
  ○宮岡 亮, 山本 淳考, 高橋 麻由, 中野 良昭, 齋藤 健, 北川 雄大,  

植田 邦裕, 黒川 暢, 梅村 武部, 西澤 茂 
   



06 キアリ型奇形合併脊髄延髄空洞症内血腫の１症例 
 久留米大学医学部脳神経外科 1),熊本赤十字病院脳神経外科 2) 
  ○吉富 宗健 1), 内門 久明 1), 服部 剛典 1), 西川 重幸 2), 三浦 正毅 2), 

森岡 基浩 1) 
   

07 Balloon kyphoplasty 非適応であった骨粗鬆症性椎体圧迫骨折に後方固

定術を施行した 2 例 
 有田共立病院脳神経外科1),有田共立病院神経内科2),白石共立病院脳脊髄神経外科3), 

正島脳神経外科 4) 
  ○田中 達也 1), 桃崎 宣明 1), 後藤 公文 2), 本田 英一郎 3), 大石 豪 3),     

正島 和人 4) 
   

08 全身強直性痙攣後に腰椎圧迫骨折をきたした一例 
 新武雄病院脳神経外科 1),新武雄病院脊髄脊椎外科 2) 
  ○土方 保和 1), 西田 憲記 2), 李 泰辰 2) 

 
 
3 脊椎脊髄・外傷Ⅲ         9:37～10:22 

      

               座長 陶山 一彦(長崎大学) 
 

09 片麻痺を呈した頸椎硬膜外血腫の２例 
 新別府病院脳神経外科 1),新別府病院神経内科 2),徳田脳神経外科病院 3), 

熊本大学脳神経外科 4) 
  ○三股 力 1), 市村 誉 1), 小林 修 1), 今居 裕淑 2), 迫 祐介 2),橋口 昭人 3),

  倉津 純一 4) 
   

10 増加傾向を示す非外傷性急性硬膜下血腫の検討 
  (株)麻生飯塚病院救急部 1), (株)麻生飯塚病院脳神経外科 2) 
  ○山田 哲久 1), 橋口 公章 2), 前田 善久 2), 今本 尚之 2), 由比 文顕 2), 

名取 良弘 2) 
   

11 治療に難渋した慢性硬膜下血腫の一例 
 池友会福岡和白病院脳神経外科 1),新行橋病院脳神経外科 2),新小文字病院脳神経外科 3) 
  ○梶原 真仁 1), 一ノ瀬 誠 1), 押方 章吾 1), 山下 真吾 2), 玉置 裕一郎 3), 

原田 啓 1), 白水 徹 1), 福山 幸三 1) 
   

12 慢性硬膜下血腫の手術方法と再発について 
 聖ﾏﾘｱ病院脳神経外科 
  ○河村 陽一郎, 中島 進 
   

13 3D-SSP 解析を用いた 123I-IMP SPECT にて病態を評価し得た sinking 
bone flap syndrome の一例 

 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 
  ○米澤 大, 花谷 亮典, 東 拓一郎, 田中 俊一, 菅田 真生, 山畑 仁志, 

時村 洋, 有田 和徳 
 
 



4 てんかん・小児奇形・その他    10:22～11:07 
      

               座長 矢野 茂敏(熊本大学) 
 

14 解離性椎骨動脈瘤により増悪した片側顔面痙攣の 1 例 
 福岡大学病院脳神経外科 1),福岡大学病院放射線科 2) 
  ○高原 正樹 1), 湧田 尚樹 1), 大川 将和 1), 安部 洋 1), 東 登志夫 1), 

高野 浩一 2), 井上 亨 1) 
   

15 Split cord malformation type 1 を合併した Chiari 2 型奇形の一症例 
 佐世保市立総合病院脳神経外科 1),長崎大学脳神経外科 2) 
  ○牛島 隆二郎 1), 林 之茂 1), 鳥羽 保 1), 上之郷 眞木雄 1), 竹下 朝規 2), 

永田 泉 2) 
   

16 Atretic cystocele の１例 
 九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
  ○小川 英朗, 宇賀 愛, 甲斐 康稔, 芳賀 整, 庄野 禎久, 詠田 眞治 
   

17 欠伸発作を繰り返した microdysgenesis 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構造機能学分野 2),群馬大学大学院医学系研究科病態病理学 3) 
  ○入佐 剛 1), 牟田 淳一郎 1), 都志 洋太 1), 二見 宗智 1), 山下 真治 1),     

山崎 浩司 1), 川添 琢磨 1), 横上 聖貴 1), 上原 久生 1), 浅田 祐士郎 2),佐

藤 勇一郎 2), 鮫島 直樹 2), 中里 洋一 3),竹島 秀雄 1) 
   

18 長期罹患していた中脳水道狭窄症による水頭症に対して第三脳室底

開窓術が有効であった一例 
 九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
  ○宇賀 愛, 小川 英朗, 甲斐 康稔, 芳賀 整, 庄野 禎久, 詠田 眞治 

 
 
5 脳腫瘍Ⅰ            11:07～11:52 

      

               座長 上原 久生(宮崎大学) 
 

19 Embryonal tumor with abundant neuropil and true rosettes の一症例 
 九州大学大学院医学研究院脳神経外科1),九州大学医学部小児科2), 

九州大学大学院医学研究院神経病理学分野 3) 
  ○田中 俊也 1), 秦 暢宏 1), 天野 敏之 1), 三月田 祐平 1), 中溝 玲 1), 

吉本 幸司 1), 溝口 昌弘 1),古賀 友紀 2), 住江 愛子 2), 鈴木 諭 3), 

岩城 徹 3), 佐々木 富男 1) 
   

20 5 年の経過で増大した小児前頭葉皮質下腫瘍の一例 
 宮崎大学医学部脳神経外科 1),宮崎大学医学部病理学 2),宮崎大学医学部脳神経外科 3) 
  ○都志 洋太 1), 牟田 淳一郎 1), 二見 宗智 1), 入佐 剛 1) , 山下 真治 1), 

山崎 孝司 1), 川添 琢麿 1),横上 聖貴 1), 上原 久生 1), 鮫島 直樹 2), 

福島 剛 2), 浅田 祐士郎 2), 竹島 秀雄 3) 



21 テント上異所性皮質下上衣腫の二例 
 熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学分野 
  ○林 建佑, 黒田 順一郎, 牧野 敬史, 中村 英夫, 秀 拓一郎, 長谷川 雄, 

矢野 茂敏,倉津 純一 
   

22 延髄前面に発生した endodermal cyst の１例 
 佐賀大学医学部脳神経外科 1),佐賀大学医学部病理部 2) 
  ○高松 裕一郎 1), 河島 雅到 1), 中原 由紀子 1), 高瀬 幸徳 1), 松島 俊夫 1), 

内橋 和芳 2) 
   

23 多発嚢胞形成を反復した Fahr 病の 1 例 
 大分大学医学部脳神経外科 
  ○久光 慶紀, 大場 寛, 阿部 竜也, 籾井 泰朋, 杉田 憲司, 川崎 ゆかり,  

肥川 誉慎, 藤木 稔 

 
●ランチョンセミナー  
    11：55～12：40       座長 東 登志夫(福岡大学) 
 
「脳血管障害外科治療の update」 

飯原 弘二先生（国立循環器病センター 脳神経外科 部長） 
 

 

●理事会 11：55～12：40   会場２階「同窓会ラウンジ」 
 
 
●COI 説明会 12：40～12：55  永田 泉教授 (長崎大学) 
(conflict of interest:利益相反) 
 
6 脳腫瘍Ⅱ             12:55～13:40 

      

               座長 渡邉 孝(琉球大学) 
 

24 テモダール治療を行った小児 astroblastoma の一例 
 九州大学大学院医学研究院脳神経外科1),九州大学医学部小児科2), 

九州大学大学院医学研究院神経病理学 3) 
  ○ 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), 

古賀 友紀 2),住江 愛子 2), 鈴木 諭 3), 岩城 徹 3), 佐々木 富男 1) 
   

25 大腸癌および乳癌を合併した glioblastoma の一例 
 佐賀県立病院好生館脳神経外科 
  ○萩原 直司, 伊藤 寛, 坂田 修治 



26 7 年の経過で悪性転化を来した Choroid Plexus Carcinoma の成人例 
 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2), 

熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学分野 3) 
  ○山本 真文 1), 寺崎 瑞彦 1), 杉田 保雄 2), 牧野 敬史 3), 倉津 純一 3), 森岡 基浩 1) 
   

27 ウェルナー症候群に合併した多発性髄膜種の一例 
 熊本労災病院脳神経外科  
  ○等 泰之, 山城 重雄, 吉田 顯正 
   

28 人工硬膜下に硬膜付着部なく再発した髄膜腫の 1 例 
 長崎労災病院脳神経外科 
  ○奥永 知宏, 大塚 宗廣, 吉岡 努, 出雲 剛, 横山 博明 

 
 
7 脳腫瘍Ⅲ            13:40～14:34 

      

              座長 平野 宏文(鹿児島大学) 
 

29 急速に進行し、術後甲状腺クリーゼを起こした TSH 産生下垂体腺腫の

一例 
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科1), 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科循環器・呼吸器・代謝内科学 2) 
  ○藤尾 信吾 1), 羽生 未佳 1), 湯之上 俊二 1), 平野 宏文 1), 時村 洋 1), 

有村 洋 2), 鄭 忠和 2), 有田 和徳 1) 
   

30 鼻腔内に進展した Large silent ACTH-producing pituitary adenoma の一例
 琉球大学医学部脳神経外科 1),群馬大学大学院医学系研究科病態病理学 2) 
  ○外間 洋平 1), 渡邉 孝 1), 長嶺 英樹 1), 宮城 智央 1), 石内 勝吾 1), 

中里 洋一 2) 
   

31 深部静脈血栓症を合併した Cushing 病の一例 
 国家公務員共済組合連合会浜の町病院脳神経外科1),新日鐵八幡記念病院循環器科2), 

新日鐵八幡記念病院脳神経外科 3) 
  ○高岸 創 1), 松角 宏一郎 1), 山口 慎也 1), 荒木 享江 1), 石原 嗣郎 2), 

雨宮 健生 3), 鈴木 聡 3) 
   

32 Middle fossa approach にて摘出した真珠腫性中耳炎の一例 
 琉球大学医学部脳神経外科 
  ○長嶺 英樹, 外間 洋平, 宮城 智央, 西村 正彦, 渡邉 孝, 石内 勝吾 
   

33 高齢者に生じた頭蓋骨 Langerhans cell histiocytosis の 1 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) 
  ○赤木 洋二郎 1), 連 乃駿 1), 空閑 太亮 1), 松本 健一 1), 中守 真理 2) 
  
34 眼窩内転移をきたした肝細胞癌の一例 
 県立宮崎病院 脳神経外科 1),県立宮崎病院病理診断科 2),県立宮崎病院眼科 3) 
  ○松本 文孝 1), 奥 隆充 1), 落合 秀信 1), 島尾 義也 2), 中崎 秀二 3) 



8 脳血管障害Ⅰ           14:34～15:19 
      

               座長 上田 徹(大分大学) 
 

35 椎骨脳底動脈合流部の窓形成に伴う大型破裂動脈瘤の 1 手術例 
 沖縄県立中部病院脳神経外科 
  矢野 昭正, 石川 泰成, 仲宗根 進 
   

36 SLE に合併した破裂脳動脈瘤の 1 症例 
 下関市立中央病院脳神経外科 
  ○道脇 悠平, 鳥巣 利奈, 中村 隆治 
   

37 De novo で発見された azygos pericallosal artery aneurysm の１例 
 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) 
  ○大石 豪 1), 本田 英一郎 1), 近藤 哲矢 2), 松本 幸一 2) 
   

38 突然の眼痛で発症した眼窩内海綿状血管腫 
 産業医科大学脳神経外科 
  ○黒川 暢, 北川 雄大, 山本 淳考, 高橋 麻由, 中野 良昭, 齋藤 健, 宮岡 亮,

梅村 武部, 西澤 茂 
   

39 前下小脳動脈遠位部動脈解離の 1 例 
 福岡市民病院 脳神経外科 1),佐世保中央病院 脳神経外科 2) 福岡大学 脳神経外科 3) 
  ○小林広昌 1), 吉野慎一郎 2), 平川 勝之 1), 大村 忠寛 1), 井上 亨 3) 

 
 
 

9 脳血管障害Ⅱ          15:19～16:04 
      

              座長 廣畑 優(久留米大学) 
 

40 頭痛発症時の CT で異常なく、その後に SAH をきたした椎骨動脈解離

性動脈瘤の 5 例 
 脳神経センター大田記念病院脳神経外科 
  ○中垣 博之, 佐藤 倫由, 田中 康恵, 関原 嘉信, 石井 則宏, 佐能 昭, 

中崎 清之,大田 慎三 
   

41 耳出血、構音障害で発症した破裂内頚動脈錐体部動脈瘤の一症例 
 中部徳洲会病院脳神経外科 
  ○河村 健太郎, 沖山 幸一, 手登根 勇人, 新垣 辰也 
   

42 NBCA による経動脈塞栓術が奏功した巨大頚髄硬膜動静脈瘻の一例 
 九州労災病院脳神経外1),国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 脳神経外科2), 

医療法人天神会新古賀病院 脳神経外科 3),労働者健康福祉機構九州労災病院 脳神経外科 4) 
  ○濱村 威 1), 山口 慎也 2), 伊藤 理 3), 下川 能史 4),佐山 徹郎 4),森岡 隆人 4)

   
   



43 外傷性椎骨動静脈瘻に対してシリコーンバルーン付マイクロカテー

テルアシスト下にコイル塞栓術を行った一例 
 熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学分野 
  ○黒田 順一郎, 甲斐 恵太郎, 甲斐 豊, 賀耒 泰之, 大森 雄樹, 長谷川 雄,

矢野 茂敏, 倉津 純一 
   

44 脳底動脈急性閉塞に対する血栓回収による再灌流療法が有効だった 1
例 

 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 

 
 
 

10 脳血管障害Ⅲ          16:04～16:40 
      

              座長 河島 雅到(佐賀大学) 
 

45 可動性 plaque を伴う頚動脈狭窄症に対して CEA を行った一例 
 嬉野医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
  ○波多江 龍亮, 郡 隆輔, 前田 一史, 宮園 正之 
   

46 STA-MCA バイパス部に形成された破裂脳動脈瘤の 1 症例 
 長崎医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
  ○川原 一郎, 高畠 英昭, 堤 圭介, 小野 智憲, 戸田 啓介, 馬場 啓至, 

米倉 正大 
   

47 STA-MCA 吻合術後に特異な経過をたどった末梢性未破裂中大脳動脈

瘤の一例 
 長崎大学医学部脳神経外科 
  ○福田 雄高, 竹下 朝規, 石坂 俊輔, 堀江 信貴, 林 健太郎, 陶山 一彦,  

永田 泉 
   

48 発生機序の特定に難渋した浅側頭動脈偽性動脈瘤の一手術例 
 福岡東医療センター脳神経外科1),福岡赤十字病院脳神経外科2),福岡大学医学部脳神経外科3)

  ○松本 順太郞 1), 保田 宗紀 1), 大城 真也 1), 継 仁 2), 井上 亨 3) 
   

 
 

●FD 講習会(ビデオ上映） 16:50～17:50(予定) 東 登志夫 
 
閉会の辞                  井上 亨 


