
 

 

 

第 117 回日本脳神経外科学会九州支部会 

プログラム 

 

 

2014 年 6 月 28 日(土) 

会場：清武町文化会館 1 階 半九ホール 

 

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になります。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下さい。 

(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) 本支部会では FD 講習会は開催いたしません。 

 

4) 清武町文化会館は、午前 8 時 30 分 開錠 です。 



■宮崎空港より車で約 20 分。 

■バ ス 

宮崎交通「清武総合支所前」バス停から徒 

歩約 1 分。 

「宮崎駅」から約 30 分。 

「宮交シティー・南宮崎駅」から約 15 分。 

（清武経由大学病院行き、または清武経由 

大学病院・宮崎大学行きをご利用下い。) 

■電 車 

 JR 日豊本線「清武駅」から徒歩約 10 分。 

 宮  崎—清武…約 15 分 

 南宮崎—清武…約 10 分 

■駐車場 宮崎市役所清武総合支所駐車場 

（無料）をご利用下さい。 

■住  所宮崎県宮崎市西新町 6 番地 5 

電  話 0985-84-0181 
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第 117 回日本脳神経外科学会九州支部会プログラム 

2014 年 6 月 28 日(土) 

開会の辞 8:55        竹島 秀雄 

セッション 1 脳腫瘍（1）      9:00～9:36 
 

座長 矢野 茂敏 (熊本大学) 
 

01 経過中に特徴的な画像所見を呈した成人発症 PNET 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 宮崎大学医学部病理学講座腫瘍･再生病態学講座, 3宮崎大学医学部附属病院病理診断科･病理部 

牟田 淳一郎 1, 齋藤 清貴 1, 入佐 剛 1, 武石 剛 1, 山崎 浩司 1, 横上 聖貴 1, 福島 剛 2, 

佐藤 勇一郎 3, 竹島 秀雄 1 
 

02 頭蓋内腫瘤を主病変とした Olfactory neuroblastoma の一例 
 九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

藤岡 寛, 秦 暢宏, 三月田 祐平, 井上 大輔, 詠田 眞治 
 

03 眼球突出で発症した三叉神経鞘腫の一例 
 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 

音琴 哲也 1, 馬場 裕子 1, 山下 伸 1, 倉本 晃一 1, 坂田 清彦 2, 森岡 基浩 2 
 

04 大耳介神経を用いて神経再建を行った顔面神経鞘腫の 1 例 
 福岡大学医学部脳神経外科 

堀尾 欣伸, 勝田 俊郎, 左村 和宏, 湧田 尚樹, 井上 亨 

 

セッション 2 脳腫瘍（2）       9:36～10:21 
 

座長 溝口 昌弘 (九州大学) 
 

05 非定型的な画像所見を呈した oligodendroglioma の１例 
 1 静便堂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, 3久留米大学医学部病理学教室 

大石 豪 1, 本田 英一郎 1, 田中 達也 2, 桃崎 宣明 2, 杉田 保雄 3 
  

06 小脳 oligoastrocytoma の一例 
 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 

田中 秀明 1, 福島 浩 1, 吉野 慎一郎 1, 平川 勝之 1, 井上 亨 2 
 

07 Hemangioblastoma に酷似した成人小脳 Pilocytic Astrocytoma の一例 
 1 静便堂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, 3久留米大学医学部病理学教室 

大石 豪 1, 本田 英一郎 1, 田中 達也 2, 桃崎 宣明 2, 杉田 保雄 3 
 



08 診断に苦慮した右小脳半球腫瘤性病変の一例 
 (株)麻生飯塚病院脳神経外科 

舟越 勇介, 村上 信哉, 山田 哲久, 今本 尚之, 古賀 広道, 名取 良弘 
 

09 Multi-stage で治療を行った巨大な hemangiopericytoma の一例 
 1 国家公務員共済組合連合会浜の町病院脳神経外科, 2原三信病院脳神経外科 

瀧川 浩介 1, 山口 慎也 1, 高岸 創 2, 松角 宏一郎 1 

 

セッション 3 脳腫瘍（3）・機能的疾患  10:21～11:06 
 

座長 鎌田 健作 (長崎大学) 
 

10 後縦隔に進展して呼吸不全を呈した乳児硬膜外奇形腫の一例 
1 佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館脳神経外科, 2佐賀大学医学部脳神経外科, 3佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館小児外科 

吉岡 史隆 1, 下川 尚子 2, 萩原 直司 1, 溝上 泰一朗 1, 伊崎 智子 3, 生野 猛 3,  

坂田 修治 1 
 

11 重粒子線治療後に発生した cavernous angioma 
産業医科大学脳神経外科 

近藤 弘久, 高橋 麻由, 副島 慶輝, 山本 淳考, 北川 雄大, 植田 邦裕, 宮岡 亮, 
梅村 武部, 高松 聖史郎, 宮地 裕士, 西澤 茂 

 

12 再発嗅窩部髄膜腫腫瘍摘出後に腹直筋弁を用いて頭蓋底再建を 
行った一例 
1 佐賀大学医学部脳神経外科, 2佐賀大学医学部形成外科, 3福岡山王病院 脳・神経機能ｾﾝﾀｰ 

古川 隆 1, 中原 由紀子 1, 井上 浩平 1, 河島 雅到 1, 安田 聖人 2, 上村 哲司 2,  

松島 俊夫 3 
 

13 若年発症片側顔面痙攣の一例 
嬉野医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

井戸 啓介, 前田 善久, 宮園 正之 
 

14 聴神経腫瘍に合併した片側顔面痙攣の一症例 
1 新古賀病院脳卒中脳神経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, 井戸 啓介 2, 石堂 克哉 1, 伊藤 理 1, 一ツ松 勤 1 

 

セッション 4 脳血管障害（1）     11:06～11:42 
 

座長 花谷 亮典 (鹿児島大学) 
 

15 未破裂の真の後交通動脈瘤の 1 例 
九州大学大学院医学研究院脳神経外科 

小柳 侑也, 松尾 諭, 尾辻 亮介, 橋口 公章, 吉本 幸司, 佐山 徹郎, 溝口 昌弘, 

飯原 弘二 
 



16 瘤内塞栓術後に摘出した巨大血栓化椎骨動脈瘤の症例 
池友会福岡和白病院脳神経外科 

郡家 克旭, 吉田 卓史, 押方 章吾, 原田 啓, 一ノ瀬 誠, 福山 幸三 
 

17 くも膜下出血で発症した VA-PICA 及び true PICA kissing 
aneurysms の一例 
1 中津市民病院, 2九州医療センター脳血管内治療科 

松本 健一 1, 松尾 吉紘 1, 徳永 聡 2 
 

18 脳室内出血後、遅発性に発症した一過性急性水頭症 
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 

藤岡 寛 1, 森高 千尋 2, 三月田 祐平 1, 井上 大輔 1, 秦 暢宏 1, 詠田 眞治 1 
 

 
 
 
 
■理事会：会議室 (清武町文化会館 2 階)    12:00～13:00 

 

 

 
■ランチョンセミナー： 
  小ホール (清武町文化会館 1 階)    11:50～12:50 
 

座長 上原 久生 (宮崎大学) 

演者：山本 貴道 先生 

  （聖隷浜松病院 院長補佐兼てんかんセンター長） 

 

演題：｢脳神経外科におけるてんかん初期治療から難治例へ
の対応まで －診断･薬剤選択･外科･VNS－｣ 

 

 

 



セッション 5 脳血管障害（2）    13:00 ～13:45 
 

座長 河島 雅到 (佐賀大学) 
   

19 錐体‐斜台部髄膜腫に対するγ‐ナイフ治療後にくも膜下出血 
を発症した 1 例 
 福岡徳洲会病院脳神経外科 

本原 慶彦, 吉田 英紀, 原 健太, 宮松 雄一郎, 坂元 孝光, 長谷川 亨, 金子 好郎 
 

20 頸部内頸動脈起始部閉塞にもやもや病様側副血行路を認めた脳 
出血の 2 例 
1 済生会熊本病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科, 

3 国立循環器病研究ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

河井 浩志 1, 時村 洋 2, 菅田 真生 3, 有田 和徳 2 
 

21 右頸部内頚動脈閉塞に対して rt-PA 療法施行後早期に対側頸部内 
頚動脈閉塞をきたした 1 例 
1 済生会日向病院脳神経外科, 2産業医科大学脳神経外科 

鈴木 恒平 1, 太田 浩嗣 1, 横田 晃 1, 西澤 茂 2 
 

22 術中心停止した頸動脈狭窄症の一例 
出水総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

加治 正知, 池田 信一, 瀬戸 弘 
 

23 Floating thrombus を有し progressing stroke をきたした内頚動脈狭 
窄症に対して緊急 CEA を行った 1 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 

 

セッション 6 脳血管障害（3）    13:45 ～14:30 
 

座長 広畑 優 (久留米大学) 
 

24 破裂脳動静脈奇形に対し緊急塞栓術直後に nidus 摘出術を行った 
一例 
小倉記念病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

渡邉 定克, 太田 剛史, 中原 一郎, 松本 省二, 石橋 良太, 五味 正憲, 坂 真人, 

岡田 卓也, 宮田 悠, 西 秀久, 園田 和隆, 高下 純平, 永田 泉 
 

25 脳動脈瘤破裂が原因と考えられた直接型内頚動脈海綿静脈洞瘻 
の一例 
福岡大学医学部脳神経外科 

藤原 史明, 福本 博順, 福田 健治, 大川 将和, 東 登志夫, 井上 亨 
 

 

 



26 経過中に脳出血をきたした円蓋部硬膜動静脈瘻の１例 
長崎大学病院 脳神経外科 

伊木 勇輔, 松永 裕希, 福田 修志, 諸藤 陽一, 堀江 信貴, 出雲 剛, 林 健太郎, 

松尾 孝之 

27 血管内治療後に開頭術を行い根治した Sphenoparietal sinus dural 
AVF の一例 
佐賀大学医学部脳神経外科 

中城 博子, 緒方 敦之, 高瀬 幸徳, 中原 由紀子, 伊藤 寛, 河島 雅到 
 

28 経動脈的ステント併用コイル塞栓術と経静脈的塞栓術の併用に 
て治療を行った海綿静脈洞部脳動脈瘤破裂による Direct CCF の 
一症例 
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 

梶原 壮翔 1, 竹内 靖治 1, 神崎 由起 1, 前田 充秀 1, 吉村 文秀 1, 宮城 知也 1,  

大倉 章生 1, 廣畑 優 2, 森岡 基浩 2 

 

セッション 7 脳血管障害（4）    14:30 ～15:15 
 

座長 東 登志夫 (福岡大学) 
 

29 側副血行路起始部(A1)に発生した脳動脈瘤破裂によるくも膜下 
出血で発症した中大脳動脈(M1)形成不全の 1 例 
1 長崎医療ｾﾝﾀｰ初期研修プログラム, 2 長崎大学大学院医歯学総合研究科 脳神経外科, 

3 長崎医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

平山 航輔 1, 松永 裕希 2, 福田 雄高 3, 日宇 健 3, 小野 智憲 3, 戸田 啓介 3, 堤 圭介 3, 

馬場 啓至 3 
 

30 下位脳神経麻痺で発症した両側頭蓋外内頸動脈瘤の一例 
久留米大学医学部脳神経外科 

中嶋 大介, 竹重 暢之, 野口 慶, 伊藤 隆浩, 折戸 公彦, 青木 孝親, 広畑 優, 

森岡 基浩 
 

31 MERCI retriever による血行再建術後のクモ膜下出血後に水頭症 
を来した 1 例 
1 伊万里有田共立病院脳神経外科, 2 伊万里有田共立病院神経内科, 3 伊万里有田共立病院救急科, 

4 静便堂白石共立病院脳神経外科 

田中 達也 1, 内山 拓 1, 桃崎 宣明 1, 後藤 公文 2, 吉田 昌人 3, 大石 豪 4,  

本田 英一郎 4 
 

32 進行性増悪を呈する急性期脳梗塞に対して緊急 CAS を施行した 7 
例 
九州医療ｾﾝﾀｰ脳血管内治療科 

徳永 聡, 鶴﨑 雄一郎, 三本木 良紀, 津本 智幸 
 

 

 



33 当院における rt-PA 静注療法と内頚動脈閉塞に対する血管内治療 
の成績 
福岡徳洲会病院脳神経外科 

吉田 英紀, 宮松 雄一郎, 原 健太, 長谷川 亨, 金子 好郎, 坂元 孝光 

 

セッション 8 脊椎･脊髄（1）    15:15 ～16:00 
 

座長 副島 慶輝 (産業医科大学) 
 

34 小児脊髄膠芽腫の 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 宮崎県立延岡病院脳神経ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

山本 隆広 1, 牧野 敬史 1, 亀野 功揮 2, 竹崎 達也 1, 倉津 純一 1 
 

35 高齢者胸椎硬膜内髄外腫瘍の一例 
1 大分大学医学部脳神経外科, 2 日高病院 病理部病理診断科 

内田 晋 1, 川崎 ゆかり 1, 籾井 泰朋 1, 藤木 稔 1, 中里 洋一 2 
 

36 発症初期に片麻痺を呈し虚血性脳血管障害として加療された頸 
椎黄色靭帯石灰化症の 1 手術例 
1 伊万里有田共立病院脳神経外科, 2 伊万里有田共立病院神経内科, 3 伊万里有田共立病院救急科, 

4 静便堂白石共立病院脳神経外科 

田中 達也 1, 桃崎 宣明 1, 内山 拓 1, 後藤 公文 2, 吉田 昌人 3, 大石 豪 4,  

本田 英一郎 4 
 

37 転倒による軸椎骨折から左椎骨動脈損傷・脳梗塞をきたし、椎骨 
動脈コイル塞栓術と頚椎固定術を施行し軽快した一例 
久留米大学医学部脳神経外科 

山口 絵美, 音琴 哲也, 中村 普彦, 折戸 公彦, 宮原 孝寛, 服部 剛典, 廣畑 優, 

森岡 基浩 
 

38 NMO による横断性脊髄炎後疼痛に対して SCS を施行した 1 例 
1 長崎川棚医療ｾﾝﾀｰ・西九州脳神経ｾﾝﾀｰ 脳神経外科, 2 佐世保中央病院神経内科 

定方 英作 1, 豊田 啓介 1, 竹尾 剛 2, 浦崎 永一郎 1 

 

セッション 9 脊椎･脊髄（2）・感染  16:00～16:45 
 

座長 内田 晋 (大分大学) 
39 特発性脊髄空洞症と"Arachnoid Web" について 

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 脳神経外科 

穴井 茂雄 1, 浜崎 禎 1, 竹崎 達也 1, 西 徹 2, 倉津 純一 1 
 

40 治療に難渋した癒着性くも膜炎後、脊髄空洞症の一例 
小倉記念病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

五味 正憲, 中原 一郎, 太田 剛史, 松本 省二, 石橋 良太, 坂 真人, 岡田 卓也, 

宮田 悠, 西 秀久, 園田 和隆, 高下 純平, 渡邉 定克, 永田 泉 
 



41 胎児期 MRI で OEIS complex に合併した終末部脊髄嚢胞瘤と診断 
しえた 1 例 
1JCHO 九州病院脳神経外科, 2 正和なみき病院, 3 九州労災病院 小児外科医・病理医, 

4 九州労災病院脳神経外科 

連 乃駿 1, 伊野波 諭 1, 郡 隆輔 1, 西村 博行 2, 山本 順子 3, 森岡 隆人 4 
 

42 脳転移を来した菌状息肉症の 1 例 
九州大学大学院医学研究院脳神経外科 

尾辻 亮介, 松尾 諭, 橋口 公章, 天野 敏之, 吉本 幸司, 佐山 徹郎, 溝口 昌弘, 

飯原 弘二 
 

43 健常小児で拡散強調画像高信号域を呈さなかった脳膿瘍の一例 
長崎大学病院 脳神経外科 

松永 裕希, 福田 修志, 出端 亜由美, 吉田 光一, 鎌田 健作, 松尾 孝之 

 

セッション 10 その他       16:45～17:30 
 

座長 上原 久生 (宮崎大学) 
 

44 ガンマナイフ治療の既往を有する聴神経腫瘍摘出術後髄液漏に 
内視鏡支援下の修復術が有用であった NF２患者の一例 
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, 羽生 未佳, 時村 洋, 有田 和徳 
 

45 両側側脳室前角経由による神経内視鏡下開窓術を行った鞍上部 
クモ膜嚢胞の 1 例 
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 

貞村 祐子, 藤尾 信吾, 平野 宏文, 大吉 達樹, 時村 洋, 有田 和徳 
 

46 ラムダ縫合早期癒合症に対する縫合切除術 
産業医科大学脳神経外科 

高松 聖史郎, 高橋 麻由, 副島 慶輝, 山本 淳考, 北川 雄大, 宮岡 亮, 植田 邦裕, 

梅村 武部, 近藤 弘久, 宮地 裕士, 西澤 茂 

 

47 腰椎腹腔シャント術施行後に腹腔側カテーテルが気管支内に迷 
入した 1 例 
鹿児島市立病院脳神経外科 

山下 学, 川原 隆, 東 拓一郎, 川原 団, 久保 文克, 石井 毅, 山田 正彦, 

友杉 哲三, 平原 一穂 
 

48 蝶形骨形成不全に対し手術加療を行った一例 
宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 

松元 文孝, 武石 剛, 横上 聖貴, 上原 久生, 竹島 秀雄 

 

 

閉会の辞       竹島 秀雄 
 


