
第 111回 日本脳神経外科学会九州支部会 プログラム 

2012年 6月 23日 (土) 

 会場: 久留米大学 筑水会館 イベントホール 

 

 

● セッション 1 血管障害 (1)   9:00～9:36 
 

座長 河島 雅到 （佐賀大学） 
 

 

01 血管変異と特異な血行動態を呈した左内頚動脈閉塞症の一例 
 久留米大学医学部脳神経外科 

  ○野口 慶, 青木 孝親, 竹内 靖治, 森岡 基浩 

   

02 頸動脈内膜剥離術にて耳鳴りの改善を得た頸動脈狭窄症の一例 
 1福岡大学医学部脳神経外科, 2福岡大学医学部放射線科 

  ○濱田 緒美 1, 緒方 利安 1, 原科 純一 1, 大川 将和 1, 安部 洋 1, 井上 亨 1,  

高野 浩一 2 

   

03 両側視床梗塞の一例 
 1高邦会高木病院脳神経外科, 2久留米大学医学部脳神経外科 

  ○小牧 哲 1, 中原 公宏 1, 森岡 基浩 2 

   

04 MERCI systemの初期使用経験 
 長崎県島原病院脳神経外科 

  ○宗 剛平, 中本 守人, 川久保 潤一, 徳永 能治 

 

 

● セッション 2 血管障害 (2)   9:36～10:12 
 

座長 東 登志夫 （福岡大学） 
 

05 Multidata fusion を活用した AVFに対する脳血管内治療の検討 
 1国家公務員共済組合連合会浜の町病院脳神経外科, 2新古賀病院脳卒中脳神経センター脳神経外科,  

3九州労災病院脳神経外科 

  ○連 乃駿1, 高岸 創1, 山口 慎也1, 松角 宏一郎1, 伊藤 理2, 濱村 威3,  

佐山 徹郎3, 下川 能史3, 森岡 隆人3 

   

06 脳出血で発症した頭蓋円蓋部硬膜動静脈瘻の一例 
 福岡大学医学部脳神経外科 

  ○三木 浩一, 野中 将, 大川 将和, 東 登志夫, 井上 亨 

   

07 急速に神経症状が悪化する横静脈洞S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対して 

Onyx を用いた緊急血管内治療が奏功した 1例 
 小倉記念病院脳神経外科 

  ○渡邉 定克, 上床 武史, 中原 一郎, 福島 浩, 占部 善清, 石橋 良太,  

五味 正憲, 橋本 哲也, 田中 悠二郎, 宮田 悠 

   



08 数年の経過で増大した前頭蓋窩部硬膜動静脈瘻 
 産業医科大学脳神経外科 

  ○黒川 暢, 山本 淳考, 高橋 麻由, 出井 勝, 中野 良昭, 副島 慶輝,  

秋葉 大輔, 北川 雄大, 宮岡 亮, 梅村 武部, 西澤 茂 

 

 

● セッション 3 血管障害 (3)   10:12～10:48 
 

座長 上原 久生 （宮崎大学） 
 

 

09 副前大脳動脈から発生した遠位部前大脳動脈瘤の一例 
 静便会白石共立病院脳神経外科 

  ○大石 豪, 本田 英一郎 

   

10 前交通動脈瘤を伴う破格前大脳動脈による視神経圧迫を認めた１例 
 1済生会熊本病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2熊本大学医学部脳神経外科 

  ○小林 修1, 西 徹1, 築城 裕正1, 水野 隆正1, 加治 正知1, 濱崎 清利1,  

賀来 泰之1, 森永 裕介1, 井中 康史1, 倉津 純一2 

   

11 約 8カ月の経過で新生・破裂した中大脳動脈瘤の 1例 
 1医療法人秋津会徳田脳神経外科病院, 2熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学分野, 

3八代総合病院脳神経外科 

  ○橋口 昭人 1, 林 建佑 2, 武末 吉広 3, 諸木 浩一 1, 徳田 元 1, 倉津 純一 2 

   

12 瞳孔異常を伴わない動眼神経麻痺で発症した症候性内頸動脈瘤2例の 

検討 
 1済生会福岡総合病院脳神経外科, 2久留米大学医学部脳神経外科 

  ○前田 充秀 1, 天本 宇昭 1, 井上 泰豪 1, 吉村 文秀 1, 大倉 章生 1, 森岡 基浩 2 

 

 

● セッション 4 血管障害 (4)   10:48～11:24 
 

座長 廣畑 優 （久留米大学） 
 

 

13 破裂末梢性後下小脳動脈瘤の一例 
 国立病院機構・鹿児島医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

  ○牟田 大助, 山下 ひとみ, 石神 崇, 今村 純一 

   

14 後大脳動脈末梢部分血栓化大型脳動脈瘤に対し母血管閉塞術を施行した一

例 
 1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科, 2川内市医師会立市民病院脳神経外科 

  ○樫田 祐美 1, 菅田 真生 1, 時村 洋 1, 田實 謙一郎 2, 川野 弘人 2, 有田 和徳 1 

   

15 外転神経麻痺で発症した海面静脈洞部内頸動脈瘤の一例：ステント併用コイ

ル塞栓術 
 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 

  

 

 

 

 



16 小児の後頭蓋窩破裂脳動静脈奇形の一例 
 1独立行政法人国立病院機構九州医療センター, 2九州大学大学院医学研究院脳神経外科, 

3九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 4(株)麻生飯塚病院脳神経外科 

  ○三月田 祐平1, 藤岡 寛2, 小川 英朗3, 甲斐 康稔3, 芳賀 整3, 詠田 眞治3, 

前田 善久4, 名取 良弘4 

 

 

● セッション 5 内視鏡、その他   11:24～12:00 
 

座長 阿部 竜也 （大分大学） 
 

 

17 Ectatic basilar arteryに伴う中脳水道狭窄症に対し内視鏡下第３脳室開窓術が

有用であった1例 
 1地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科, 2佐賀大学医学部脳神経外科, 3久留米大学医学部脳神経外科 

  ○馬場 裕子 1, 山下 伸 1, 田島 裕 2, 倉本 晃一 1, 中山 顕児 1, 森岡 基浩 3 

   

18 神経内視鏡を用いて血腫除去を行った慢性被膜化脳内血腫の 1例 
 1福岡市民病院脳神経外科, 2福岡大学医学部脳神経外科 

  ○小林 広昌1, 大村 忠寛1, 平川 勝之1, 井上 亨2 

   

19 術中皮質電位記録が切除範囲決定に有用であった側頭葉先端・内側部皮質

形成異常による側頭葉てんかんの一例 
 1九州労災病院脳神経外科, 2九州大学大学院医学研究院 神経内科 

  ○下川 能史 1, 佐山 徹郎 1, 濱村 威 1, 森岡 隆人 1, 重藤 寛史 2 

   

20 Codman Hakim programmable shunt valve の破損の２例 
 鹿児島市立病院脳神経外科 

  ○友杉 哲三, 川原 団, 貞村 祐子, 西牟田 洋介, 谷口 歩, 石井 毅,  

山田 正彦, 平原 一穂, 上津原 甲一 

 

 

● ランチョンセミナー  12:00～13:00  

座長 廣畑 優 （久留米大学） 
 

演者: 加藤庸子先生（藤田保健衛生大学） 

演題: 脳動脈瘤、ＡＶＭ最近の知見から（12：00～12：30） 
 

ビデオセッション＆質疑応答（12：40～13：00） 
 
 

 

● 理事会 （一階 小会議室）12:00～13:00      

 
 
 

 



● セッション 6 脳腫瘍 (1)   13:00～13:36 
 

座長 矢野 茂敏 （熊本大学） 
 

 

21 閉塞性水頭症にて発症した tectal glioma と考えられた 1例 
 1伊万里有田共立病院脳神経外科, 2静便会白石共立病院脳神経外科, 3久留米大学医学部脳神経外科,  

4久留米大学医学部病理学教室 

  ○田中 達也 1, 桃崎 宣明 1, 大石 豪 2, 本田 英一郎 2, 内門 久明 3, 杉田 保雄 4 

   

22 松果体実質腫瘍の 2例 
 1宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野, 2病理学講座 腫瘍・再生 病態学分野 

  ○二見 宗智 1, 竹島 秀雄 1, 上原 久生 1, 横上 聖貴 1, 山﨑 浩司 1,  

松元 文孝 1, 福島 剛 2 

   

23 Ganglioglioma の一例 
 1琉球大学医学部脳神経外科, 2群馬大学大学院医学系研究科病態病理学分野 

  ○長嶺 英樹 1, 外間 洋平 1, 宮城 智央 1, 西村 正彦 1, 渡邉 孝 1, 石内 勝吾 1,  

中里 洋一 2 

   

24 脈絡叢乳頭腫に起因する脳表ヘモジデリン沈着症の 1例 
 1聖ﾏﾘｱ病院脳神経外科, 2久留米大学医学部病理学教室 

  ○坂井 英生1, 高橋 研二1, 中島 進1, 杉田 保雄2 

 

 

● セッション 7 脳腫瘍 (2)   13:36～14:12 
 

座長 渡邉 孝 （琉球大学） 
 

25 頭蓋内血管平滑筋腫の一例 
 1佐賀大学医学部脳神経外科, 2佐賀大学医学部病理部 
  ○増岡 淳1, 梶原 脩平1, 吉岡 史隆1, 井上 浩平1, 中原 由紀子1, 田島 裕1,  

高瀬 幸徳1,河島 雅到1, 松島 俊夫1, 内橋 和芳2 
   

26 眼球突出で発症した前頭洞平滑筋腫の一例 
 1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科, 2鹿児島大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学, 

3鹿児島大学院 医歯学総合研究科 先進治療学専攻 腫瘍学講座人体がん病理学 

  ○花田 朋子1, 山畑 仁志1, 花谷 亮典1, 黒野 祐一2, 永野 広海2, 北島 信一3,  

平木 翼3, 有田 和徳1 

   

27 前頭蓋底に発生し眼球突出を来たした頭蓋骨血管腫 
 産業医科大学脳神経外科 

  ○梅村 武部, 山本 淳考, 高橋 麻由, 出井 勝, 中野 良昭, 副島 慶輝,  

秋葉 大輔, 北川 雄大, 宮岡 亮, 黒川 暢, 西澤 茂 

   

28 顔面神経鞘腫と鑑別困難であった錐体骨血管腫の一症例 
 1国立病院機構嬉野医療センター脳神経外科, 2嬉野医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

  ○田中 俊也 1, 前田 一史 2, 宮園 正之 2 

 

 
 

 



● セッション 8 脳腫瘍 (3)   14:12～14:48 
 

座長 時村 洋 （鹿児島大学） 
 

29 Oncocytic meningioma の一例 
 1社会医療法人 製鉄記念八幡病院脳卒中・神経ｾﾝﾀｰ, 2社会医療法人 製鉄記念八幡病院病理診断科 

  ○土持 諒輔 1, 井上 琢哉 1, 下釜 達朗 2, 金城 満 2, 鈴木 聡 1 

   

30 左前頭部に生じた頭蓋内リンパ組織様病変の 1例 
 1九州中央病院脳神経外科, 2九州中央病院臨床検査科 

  ○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 

   

31 出血で発症した papillary glioneuronal tumor の一症例 
 1佐世保市立総合病院脳神経外科, 2佐世保市立総合病院病理診断科 

  ○牛島 隆二郎 1, 林 之茂 1, 鳥羽 保 1, 上之郷 真木雄 1, 岩崎 啓介 2 

   

32 高齢者に発生した頭蓋内 enterogenous cyst の一例 
 大分大学医学部脳神経外科 

  ○松田 浩幸, 杉田 憲司, 籾井 泰朋, 大西 晃平, 阿部 竜也, 藤木 稔 

 

 

● セッション 9 脳腫瘍 (4)   14:48～15:24 
 

座長 吉本 幸司 （九州大学） 
 

33 急性硬膜下血腫を伴う皮質下出血で発症した Glioblastoma の 1例 
 1佐世保中央病院脳神経外科, 2福岡赤十字病院脳神経外科, 3西田病院脳神経外科,4佐世保中央病院放射線科,  

5佐世保中央病院病理, 6福岡大学医学部脳神経外科 

  ○河井 伸一1, 平田 陽子2, 衛藤 達3, 吉野 慎一郎1, 阪元 政三郎1, 平尾 幸一4, 

米滿 伸久 5, 井上 亨 6 

   

34 特異な画像所見を示した小脳神経膠腫の１例 
 長崎大学医学部脳神経外科 

  ○前田 肇, 福田 修志, 吉田 光一, 鎌田 健作, 松尾 孝之, 陶山 一彦, 永田 泉 

   

35 第 4脳室内に進展したテント下星細胞腫の 2例 
 1福岡大学医学部脳神経外科, 2福岡大学放射線科, 3福岡大学病理部, 4池田脳神経外科, 

5福岡県済生会二日市病院脳神経外科 

  ○榎本 年孝1, 安部 洋1, 濱田 緒美1, 重森 裕1, 吉岡 努1, 野中 将1,  

岩朝 光利1, 上羽 哲也1, 東 登志夫1, 井上 亨1, 高野 浩一2, 鍋島 一樹3,  

池田 耕一4, 中垣 博之5 

   

36 術前診断が困難であった第４脳室内腫瘍 ―Rosette-forming glioneuronal 

tumor of the 4th ventricleの一例 
 1熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学分野, 2熊本大学大学院生命科学研究部 放射線診断学分野 

  ○篠島 直樹1, 上田 隆太1, 林 建佑1, 長谷川 雄1, 黒田 順一郎1, 甲斐 恵太郎1, 

牧野 敬史 1, 中村 英夫 1, 矢野 茂敏 1, 平井 俊範 2, 倉津 純一 1 

 
 

 

 



● セッション 10 脊髄   15:24～16:00 
 

座長 松尾 孝之 （長崎大学） 
 

37 Split cord malformation type IIを合併した成人期発症の終糸脂肪腫の1例 
 1九州大学大学院医学研究院脳神経外科, 2九州労災病院脳神経外科, 3九州大学大学院医学研究院神経病理学 

  ○郡 隆輔1, 村上 信哉1, 森岡 隆人2, 天野 敏之1, 鈴木 諭 null3, 土持 諒輔1, 

佐々木 富男 1 

   

38 術中ICG蛍光造影が治療に有効であった脊髄円錐部perimedullary AVFの一

例 
 1九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2九州医療センター脳神経外科 

  ○小川 英朗 1, 芳賀 整 2, 藤岡 寛 2, 三月田 祐平 2, 甲斐 康稔 2, 詠田 眞治 2 

   

39 胸髄硬膜内に発生した hemangiopericytoma の一例 
 小倉記念病院脳神経外科 

  ○田中 悠二郎, 中原 一郎, 福島 浩, 占部 善清, 上床 武史, 石橋 良太,  

五味 正憲, 橋本 哲也, 宮田 悠, 渡邉 定克 

   

40 髄液播種を伴った放射線誘発性脊髄膠芽腫の一例 
 1九州大学大学院医学研究院脳神経外科, 2九州大学大学院医学研究院神経病理 

  ○雨宮 健生1, 吉川 雄一郎1, 鈴木 諭2, 中溝 玲1, 土持 諒輔1, 村上 信哉1,  

秦 暢宏1, 天野 敏之1, 吉本 幸司1, 溝口 昌弘1, 佐々木 富男1 

 

 

 

● セッション 11 外傷、感染、他   16:00～16:36 
 

座長 山本 淳考 （産業医科大学） 
 

41 眼窩内異物の 1例 
 1宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野, 2都城市郡医師会病院脳神経外科, 

3宮崎県立日南病院脳神経外科 

  ○山下 真治1, 新甫 武也2, 武石 剛3, 横上 聖貴1, 上原 久生1, 竹島 秀雄1 

 

42 Immunocompromised host に発生した脳幹部膿瘍の 1例 
 長崎大学医学部脳神経外科 

  ○山口 将, 氏福 健太, 鎌田 健作, 松尾 孝之, 陶山 一彦, 永田 泉 

   

43 アンフェタミンにより頭蓋内器質的異常を来した三例 
 1済生会福岡総合病院脳神経外科, 2久留米大学医学部脳神経外科学講座 

  ○天本 宇昭 1, 井上 泰豪 1, 前田 充秀 1, 吉村 文秀 1, 大倉 章生 1, 森岡 基浩 2 

   

44 改正臓器移植法の運営上の諸問題 
 国家公務員共済組合連合会新小倉病院 

  ○吉開 俊一 

 

 

  

● ＦＤ講習会（ビデオ上映）   16:４５～1７:４５（予定） 


