
 

 

第114回 日本脳神経外科学会九州支部会 

プログラム 

 

2013年6月22日 土曜日 

会場： 大分大学医学部 臨床大講義室 

 

受付開始：午前8時30分 

 

 

 

＜連絡事項＞ 

1) 脳神経外科専門医の方は、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下さい。  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。 

 

2) 現在、日本脳神経外科学会が行う学術総会・支部学術集会における発表者は、

利益相反conflict of interest(COI)状態を開示する義務があります。COI 自己登録

および発表スライドにその旨を記載することが必要ですのでご注意ください。 

（詳細は日本脳神経外科学会ホームページをご参照下さい。） 

 

3) 本支部会昼食時間帯にFD 講習会を開催致します。受講の確認は、脳神経外科

学会IC 会員カードで行いますので、受講希望の先生は必ずIC 会員カードをご

持参下さい。 
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第114回  日本脳神経外科学会九州支部会  会場案内 

大分大学 医学部 （挟間キャンパス）  

 

5 臨床講義棟： 臨床中講義室（1階）／臨床大講義室（2階） 

 

 

 

大分自動車道利用により病院まで 

《 大分インターチェンジから、約 10分 》 

大分インターチェンジを出て最初の信号（大分インター入口）を左折し、次の信号を左折し

てください。坂を２Km ほど下り、踏切を越えて最初の信号（賀来神社先）を右折してください。

道なりに２Km程度進むと、右側に大学（病院）がありますので、入口（信号）を右折して構

内にお入り下さい。構内に入り、左側が外来者用の駐車場（上図 29など）です。 

 

大分駅から病院まで 

《 バス利用 》 約 30分  料金 410円  到着地：大学病院 

※のりば：「本社前２番(トキハ本店前)」または「大分駅前３番(駅前商店街)」 

※行先：「大学病院」のバスをご利用ください。 

《 タクシー利用 》 約 20分 

 

賀来駅から病院まで 

《 バス利用 》 約 10分  料金 150円  到着地：大学病院 

約 250m先の桑原上(くわばらかみ)のバス停から乗車。 

[桑原上バス停への行き方] 

賀来駅を出て左に進み、最初の角を右に曲がります。 

大通りに出たら、横断歩道を渡り、左に桑原上(くわばらかみ)バス停があります。 

《 タクシー利用 》 約 7分  料金 1,100円程度 
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第 114回  日本脳神経外科学会九州支部会  プログラム 

2013年6月22日（土） 

 

  開会の辞   8:55                               藤木 稔  

 

セッション1   脳血管障害(1)                 9：00  ～  9：36  

座長  齊藤 健 （産業医科大学） 
 

01.当院におけるくも膜下出血の動向―3年間における成績― 

福岡徳洲会病院脳神経外科 

吉田 英紀, 新井 順也, 坂元 孝光, 原 健太, 長谷川 亨, 金子 好郎 

 

02.中大脳動脈遠位部動脈瘤破裂によるクモ膜下出血の一例 

1地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科, 2久留米大学医学部脳神経外科 

坂本 六大1, 倉本 晃一1, 山下 伸1, 中山 顕児1, 森岡 基浩2 

 

03.脳出血で発症したAplastic or twig-like middle cerebral arteryと考えられる小

児例 

1長崎医療センター 初期研修プログラム, 2長崎医療センター 脳神経外科,3長崎大学 脳神経外科 

松永 裕希1, 堤 圭介2, 諸藤 陽一3, 川原 一郎2, 高畠 英昭2, 小野 智憲2, 戸田 啓介2,馬場 啓至2, 

林 健太郎3, 永田 泉3 

 

04.硬膜下血腫で発症したもやもや病に合併した仮性動脈瘤の１手術例 

福岡徳洲会病院脳神経外科 

吉田 英紀, 新井 順也, 原 健太, 坂元 孝光, 長谷川 亨, 金子 好郎 

 

 

セッション2   脳血管障害(2)                 9：36  ～ 10：12  

座長  広畑 優 （久留米大学） 
 

05.ハンマー形をした脳底動脈先端部未破裂脳動脈瘤のコイル塞栓術 

小倉記念病院脳神経外科 

太田 剛史, 中原 一郎, 松本 省二, 福島 浩, 占部 善清, 石橋 良太, 五味 正憲,宮田 悠,  

西 秀久, 渡邉 定克 
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06.頸部巨大血栓化動脈瘤に対してoverlapping stentで治療を行った1例 

長崎大学医学部脳神経外科 

藤本 隆史, 堀江 信貴, 吉田 光一, 林 健太郎, 福田 修志, 出雲 剛, 松尾 孝之,永田 泉 

 

07.内頚動脈偽閉塞に対する頚動脈ステント留置術におけるflow reversal法の

安全性 

小倉記念病院脳神経外科 

西 秀久, 中原 一郎, 太田 剛史, 松本 省二, 福島 浩, 占部 善積, 石橋 良太,五味 正憲,  

宮田 悠, 渡邊 定克 

 

08.経過中観察中に進行を認めた放射線照射後頸動脈狭窄の1例 

1福岡大学医学部脳神経外科, 2福岡大学医学部神経内科 

安田 千春1, 畑山 さや香1, 武村 有祐1, 福田 健治1, 大川 将和1, 岩朝 光利1,東 登志夫1, 井上 

亨1, 緒方 利安2, 坪井 義夫2 

 

 

セッション3   脳血管障害(3)                 10：12  ～ 10：48  

座長  東 登志夫 （福岡大学） 
 

09.顔面静脈経由で経静脈的塞栓術を行ったDural carotid-cavernous fistulas 

(DCCF)の一例 

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 

宮城 知也1, 近藤 大祐1, 井上 泰豪1, 前田 充秀1, 吉村 文秀1, 大倉 章生1, 竹内 靖治2,廣畑 優2, 

森岡 基浩2 

 

10.中硬膜動脈の直接穿刺で経動脈的塞栓術を行った上矢状静脈洞部硬膜 

動静脈瘻一例 

1聖マリア病院, 2聖マリア病院脳神経外科, 3久留米大学医学部脳神経外科,4聖マリア病院脳血管内科, 5聖マリア病

院脳血管治療科 

長田 優衣1, 中島 進2, 野口 慶3, 福嶌 由尚4, 高橋 研二5 

 

11.脊髄症で見つかった特発性両側cervical paraspinal Arterio-venous shuntの

一例 

1大分大学医学部脳神経外科, 2大分大学医学部放射線科, 3河野脳神経外科病院 

大西 晃平1, 久保 毅1, 内田 晋1, 杉田 憲司1, 藤木 稔1, 田上 秀一2, 柏木 淳之2,清末 一路2,  

村田 久美3, 河野 義久3 
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12.脳血管撮影装置を用いて行う脳血流評価法-NeuroPBVの有用性につい 

て- 内頚動脈バルーン閉塞試験を行った1例 

福岡大学医学部脳神経外科 

原口 和樹, 福田 健治, 畑山 さや香, 大川 将和, 岩朝 光利, 東 登志夫, 井上 亨 

 

 

セッション4   脳血管障害(4)                 10：48  ～ 11：24  

座長  中原 由紀子 （佐賀大学） 
 

13.Onyx塞栓術と直達手術の併用にて治療した脳動静脈奇形の4症例 

宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 

奥山 洋信, 横山 貴裕, 齋藤 清貴, 入佐 剛, 松元 文孝, 池田 俊勝, 山崎 浩司,横上 聖貴,  

上原 久生, 竹島 秀雄 

 

14.脳幹出血にて発症した脳血管障害の一症例 

嬉野医療センター脳神経外科 

田中 俊也, 前田 一史, 前田 善久, 宮園 正之 

 

15.脳幹部海綿状血管腫に対する治療 

国家公務員共済組合連合会浜の町病院脳神経外科 

高岸 創, 山口 慎也, 松角 宏一郎 

 

16.多発性脳梗塞と鑑別が困難だった可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳

炎・脳症 

大分市医師会立アルメイダ病院脳神経外科 

阿部 英治, 郷田 周, 中野 俊久 

 

 

セッション5   感染･その他                   11：24  ～ 12：00  

座長  渡邉 孝 （琉球大学） 
 

17.嫌気性菌（Fusobacterium nucleatum）による小脳膿瘍の一例 

九州労災病院脳神経外科 

溝口 忠孝, 下川 能史, 佐山 徹郎, 濱村 威, 森岡 隆人 

 



5 

 

18.副鼻腔炎により発症した大脳半球間裂硬膜下膿瘍の一例 

九州大学大学院医学研究院脳神経外科 

舟越 勇介, 吉川 雄一郎, 村上 信哉, 天野 敏之, 中溝 玲, 吉本 幸司, 溝口 昌弘 

 

19.三叉神経痛に合併した舌咽神経痛の一例 

九州医療センター脳神経外科 

藤岡 寛, 音琴 哲也, 三月田 祐平, 井上 大輔, 芳賀 整, 詠田 眞治 

 

20.脳神経外科の中立的な視点から臓器提供側事情を解説した啓発書籍の刊

行 

国家公務員共済組合連合会新小倉病院 

吉開 俊一 

 

 

 

 

昼食は弁当を準備しております。  （数に限りはありますので、ご注意ください。） 

 

■ 理事会  臨床研究棟 １F 会議室   12：10 ～ 13：10 

 

 

■ FD講習会 （支部会の昼休み時間を利用して行います） 

※ 会の最初から最後まで視聴して頂くことを受講要件とします。  

途中退席はいかなる理由があっても無効となります。 

 

日時：平成25年6月22日 土曜日 12:15～13:15 

会場：大分大学医学部 臨床中講義室  （支部会場の階段下の1Fです） 

受付：事前登録は不可、当日会場での登録となります。 

(社)日本脳神経外科学会ICカードで受講確認を行いますので、受講を御希望の先生

は、必ずご自身のIC会員カードを受付にお持ちください。 



6 

 

セッション6   脳腫瘍(1)                     13：30  ～ 14：06  

座長  矢野 茂敏 （熊本大学） 
 

21.皮下腫瘤で発見された巨大転移性頭蓋骨腫瘍の一手術例 

中部徳洲会病院脳神経外科 

上原 卓実, 沖山 幸一, 河村 健太郎, 新垣 辰也 

 

22.Rosette-forming glioneuronal tumor of the lateral ventricleの一例 

1琉球大学医学部脳神経外科, 2群馬大学 第一病理 

長嶺 英樹1, 外間 洋平1, 宮城 智央1, 渡邉 孝1, 石内 勝吾1, 中里 洋一2 

 

23.閉塞性水頭症を来した成人中脳被蓋部pilocystic astrocytomaの一例 

久留米大学医学部脳神経外科 

三好 淳子, 中村 普彦, 宮原 孝寛, 坂田 清彦, 森岡 基浩 

 

24.ヘモジデリン沈着を伴ったspinal pilocytic astrocytomaの１成人例 

1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科, 2広島大学大学院医歯薬保健学研究院脳神経外科学 

山畑 仁志1, 樋渡 貴昭1, 粟 隆志1, 山口 智2, 森 正如1, 平野 宏文1, 時村 洋1,有田 和徳1 

 

セッション7   脳腫瘍(2)                     14：06  ～ 14：42  

座長  上原 久生 （宮崎大学） 
 

25.モンロー孔閉塞をきたしたHCG産生胚腫の1例 

1佐世保中央病院脳神経外科, 2福岡市民病院脳神経外科, 3佐世保中央病院放射線科, 

4佐世保中央病院病理, 5福岡赤十字病院脳神経外科, 6福岡大学医学部脳神経外科 

河井 伸一1, 竹本 光一郎1, 吉野 慎一郎2, 阪元 政三郎1, 平尾 幸一3, 米満 伸久4,継 仁5,  

井上 亨6 

 

26.神経線維腫症1型に合併した側脳室内腫瘍の一例 

1福岡市民病院脳神経外科, 2福岡大学病院病理学教室, 3福岡大学医学部脳神経外科 

榎本 年孝1, 大村 忠寛1, 吉野 慎一郎1, 平川 勝之1, 鍋島 一樹2, 井上 亨3 

 

27.小脳正中部に発生したdermoid cystの一例 

1福岡大学医学部脳神経外科, 2福岡大学医学部病理部 

天本 宇昭1, 武村 有祐1, 福田 健治1, 安部 洋1, 岩朝 光利1, 東 登志夫1, 井上 亨1, 鍋島 一樹2 
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28.小脳橋角部に発生した脈絡叢乳頭腫による髄液産生過剰型の水頭症を呈

した一例 

佐賀大学医学部脳神経外科 

伊藤 寛, 中原 由紀子, 河島 雅到, 松島 俊夫 

 

 

セッション8   脳腫瘍(3)                     14：42  ～ 15：18  

座長  平野 宏文 （鹿児島大学） 
 

29.免疫抑制療法中に中枢神経原発悪性リンパ腫を発症した1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済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科 

伊東山 剛1, 黒田 順一郎1, 甲斐 恵太郎2, 笠毛 太貴1, 篠島 直樹1, 中村 英夫1,矢野 茂敏1,  

倉津 純一1 

 

30.器質化慢性硬膜下血腫に続発した中枢性悪性リンパ腫の一例 

1原三信病院脳神経外科, 2原三信病院臨床病理部 

亀田 勝治1, 庄野 禎久1, 河野 眞司2 

 

31.脳生検で診断したIntravascular lymphomaの２症例 

九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

音琴 哲也, 三月田 祐平, 藤岡 寛, 井上 大輔, 芳賀 整, 詠田 眞治 

 

32.発生早期の組織像を呈していると考えられた髄芽腫の一例 

1熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学分野, 2出水総合医療センター 脳神経外科 

亀野 功揮1, 篠島 直樹1, 中村 英夫1, 黒田 順一郎1, 牧野 敬史1, 高島 大輝1,矢野 茂敏1,  

倉津 純一1, 瀬戸 弘2 

 

 

セッション9   脳腫瘍(4)                     15：18  ～ 15：54  

座長  溝口 昌弘 （九州大学） 
 

33.妊娠中にanaplastic oligoastrocytomaを発症した一例 

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潤和会記念病院脳神経外科, 

3宮崎大学医学部生殖発達医学講座産婦人科学分野, 4宮崎大学医学部病理学講座 

横山 貴裕1, 都志 洋太2, 齋藤 清貴1, 松元 文孝1, 山崎 浩司1, 池田 俊勝1, 上原 久生1, 

古田 賢3, 梅北 佳子4, 佐藤 勇一郎4, 竹島 秀雄1 



8 

 

 

34.半年の経過でglioblastomaに悪性転化した妊婦の一例 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 

花田 朋子, 堀田 和子, 米永 理法, 河井 浩志, 平野 宏文, 有田 和徳 

 

35.視力障害で発症した多発性悪性神経膠腫の１例 

長崎大学医学部脳神経外科 

前田 肇, 吉田 光一, 鎌田 健作, 松尾 孝之, 永田 泉 

 

36.高齢者に発生した多形黄色星細胞腫の一例 

長崎労災病院脳神経外科 

定方 英作, 広瀬 誠, 松尾 義孝, 白川 靖, 陶山 一彦, 横山 博明 

 

 

セッション10   脳腫瘍(5)･脊椎･奇形             15：54  ～ 16：30  

座長  鎌田 健作 （長崎大学） 
 

37.外転神経麻痺を呈した成人斜台部chondroid chordomaに対する手術 

産業医科大学脳神経外科 

高松 聖史郎, 梅村 武部, 山本 淳考, 高橋 麻由, 中野 良昭, 齋藤 健, 秋葉 大輔, 植田 邦裕,  

宮岡 亮, 鈴木 恒平, 近藤 弘久, 西澤 茂 

 

38.頭痛で発症した成人頭蓋内solitary fibrous tumor 

産業医科大学脳神経外科 

近藤 弘久, 梅村 武部, 山本 淳考, 高橋 麻由, 中野 良昭, 齋藤 健, 秋葉 大輔, 植田 邦裕,  

宮岡 亮, 鈴木 恒平, 髙松 聖史郎, 西澤 茂 

 

39.Klipper Feil syndromeを有す頸椎手術の一例 

1静便会白石共立病院脳神経外科, 2伊万里有田共立病院脳神経外科 

大石 豪1, 本田 英一郎1, 田中 達也2, 桃崎 宣明2 

 

40.直静脈洞のvertical embryonic positioningに加えて同側の頭皮・顔面の奇形

と裂脳症を伴った右頭頂部atretic cephaloceleの一例 

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, 4九州大学大学院医学研究院皮膚科 

瀧川 浩介1, 村上 信哉1, 森岡 隆人2, 吉川 雄一郎1, 溝口 昌弘1, 鈴木 諭3, 内 博史4 
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セッション11   外傷･リハビリテーション            16：30  ～ 17：06  

座長  中野 俊久 （大分市医師会立アルメイダ病院） 

 

41.受傷直後より完全盲を呈しながらもVEPの反応が確認された外傷性視神経

損傷の一例 

1久留米大学医学部救命救急部, 2久留米大学医学部脳神経外科 

小牧 哲1, 野口 慶2, 竹重 暢之2, 坂田 清彦2, 末松 慶子2, 森岡 基浩2 

 

42.自動釘打ち機による穿通性頭部外傷の1例 

大分県厚生連鶴見病院脳神経外科 

松田 剛, 加賀 明彦 

 

43.nail-gunによる頭部穿通外傷に対して開頭術を施行した１例 

1済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科,  2熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学分野 

甲斐 恵太郎1, 吉永 豊1, 井中 康史1, 山本 隆広1, 賀耒 泰之1, 小林 修1, 水野 隆正1,後藤 智明1, 

山本 東明1, 西 徹1, 倉津 純一2 

 

44.ロボットスーツHALを用いたリハビリテーションで失調に伴う歩行障害が改善

した2症例 

1医療法人白十字会白十字病院脳神経外科, 2福岡大学医学部神経内科・健康管理科, 

3福岡大学医学部リハビリテーション科, 4福岡大学医学部脳神経外科 

濱田 緒美1, 緒方 利安2, 福田 宏幸3, 野中 将4, 岩朝 光利4, 東 登志夫4, 塩田 悦仁3, 井上 亨4 

 


