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第 121 回日本脳神経外科学会九州支部会  

プログラム 

 
2015 年 10 月 31 日（土） 

佐賀大学医学部臨床講堂 

 

午前 8 時 00 分より受付 

午前 8 時 30 分開始 

 
午後 12時～  FD講習会（大講義室 3208）(弁当配布あります) 

 

 

午後 12 時～  2010 Rhoton Microneuroanatomy Seminar in Japan ビデオ上映 

（小講義室 3113）(弁当配布あります) 

 
 

午後 12 時～  九州支部理事会（管理棟 3階大会議室） 

理事会終了後～ 九州支部総会（管理棟 3階大会議室） 

 
＜注意事項＞ 

1）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）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

ですので御注意ください。（詳細は日本脳神経外科学会ホームページを御参照ください。） 

3）FD講習会は、全視聴して頂くことを受講の条件と致します。いかなる理由があっても、途中入室・退

室の際、受講は無効となります。 

4）発表についてのお願い： 

①発表の30 分前までに受付を済ませ、動作確認を行って下さい。(特に動画) 

②発表の10 分前には次演者席にご着席下さい。 

③発表時は演台上にモニター、マウスを設置致しますので、ご自身で操作をお願い致します。 

④講演時間は6 分（予鈴5 分）、質疑応答は3 分です。 

⑤発表形式はPC プレゼンテーション（OS：Windows7、8 Power Point：2007,2010,2013に対応） 
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第 121回日本脳神経外科学会九州支部会 

会   場：佐賀大学医学部臨床講堂（佐賀市鍋島 5丁目 1-1, Tel 0952-34-2346） 

 

会場アクセス 

 
●JR 佐賀駅から ※バスセンターは東側に隣接しています。 

        タクシー（約 15 分） 

          佐賀駅北口から乗車 

          北部方向／佐賀駅バスセンター（乗車）→佐大医学部（降車） 

        バス（約 25 分） 

          行先番号 50（神野公園・佐賀大学病院）、51（卸センター・佐賀大学病院） 

●佐賀空港から 

        タクシー（約 40 分） 

        バス（約 60 分）佐賀駅バスセンターで乗り換え 

●佐賀大和インターから 自動車（約 15 分） 

福岡から（約 1 時間）長崎から（約 1 時間 30 分）熊本から（約 1 時間 50 分）大分から（約 2 時間） 

   
 

駐車料金について： 

車でお越しの方は駐車場に駐車の後、お帰りになる際に駐車券を持参のうえ、駐車場管理室に第 121回

日本脳神経外科学会九州支部会の参加者であることを届けてください。駐車料金は１００円となります。 

正面入口 

駐 車 場 

駐車場管理室 会 場 
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第121回日本脳神経外科学会九州支部会 プログラム 

2015年10月31日（土） 

開会の辞 8:30 阿部 竜也（佐賀大学） 

 

●セッション 1 血管障害（Ⅰ）  8:35～9:20 
 

座長 久保 毅（大分大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 出井 勝（産業医科大学） 
 

01 脳血管内手術のみで治癒できた前頭蓋窩硬膜動静脈瘻の 2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 

 ○津田 聖一1, 久保 毅1, 杉田 憲司1, 松田 浩幸1, 大西 晃平1, 藤木 稔1, 田上 秀一2, 

清末 一路 2 

 

 

02 直接型内頚動脈海綿静脈洞瘻(dCCF)の治療経験 
 1福岡大学医学部脳神経外科, 2福岡大学病院救命救急センター 

 ○古賀 嵩久 1, 福田 健治 1, 大川 将和 1, 重森 裕 2, 岩朝 光利 2, 東 登志夫 1, 井上 亨 1 
 

03 塞栓術のみで治療し得た脳動静脈奇形の 1例 
 九州医療ｾﾝﾀｰ脳血管内治療科 
 ○徳永 聡, 鶴崎 雄一郎, 津本 智幸 

    

04 短期間で狭窄病変の変化を認めた放射線治療後頚動脈狭窄症の２症例 
 1佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館脳神経外科, 2佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館脳血管内科, 

3佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館脳神経内科 

 ○溝上 泰一朗1, 上床 武史2, 井上 浩平1, 劉 軒1, 松本 健一1, 高島 洋3, 杉森 宏2, 

坂田 修治 1 

 

 

05 TEVERおよび両側腋窩左総頚動脈バイパス術後の左内頚動脈狭窄症に対し

頚動脈ステント留置術を行った一例 
 1福岡市民病院初期研修医, 2福岡市民病院脳神経外科, 3福岡大学医学部脳神経外科 

 ○岡村 真奈美1, 福島 浩2, 吉野 慎一郎2, 高原 正樹2, 平川 勝之2, 井上 亨3 
 

 

●セッション 2 腫瘍（Ⅰ）  9:20～10:05 
 

座長 平野 宏文（鹿児島大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 横上 聖貴（宮崎大学） 
 

06 Pilocytic astrocytoma component を伴う Glioblastoma の 1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 

 ○神崎 由起 1, 小林 広昌 1, 大川 将和 1, 安部 洋 1, 野中 将 1, 鍋島 一樹 2, 井上 亨 1 
 

07 Neurofibromatosis type 1を合併する小脳橋角部glioblastomaの1例 
 長崎大学医学部脳神経外科 

 ○伊木 勇輔, 松永 裕希, 佐藤 慧, 出端 亜由美, 氏福 健太, 吉田 光一, 鎌田 健作,松尾 孝之 
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08 Neurofibromatosis type1 に合併した小児 glioblastoma の同胞例 
 1沖縄県立中部病院脳神経外科, 2沖縄県立中部病院病理診断科 
 ○矢野 昭正 1, 石川 泰成 1, 仲宗根 進 1, 国島 文史 2 

 

09 Bevacizumab併用放射線再照射が有効であった高齢者再発glioblastomaの

一例 
 九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

 ○白水 寛理, 瀧川 浩介, 三月田 祐平, 秦 暢宏, 詠田 眞治 

   

10 出血で発症した石灰化前駆病変を伴う小細胞悪性神経膠腫 
 1九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2九州医療センター病理, 3九州大学大学院医学研究院神経病理 

 ○瀧川 浩介1, 白水 寛理1, 三月田 祐平1, 秦 暢宏1, 桃崎 征也2, 鈴木 諭3, 岩城 徹3, 

詠田 眞治1 

 

 

●セッション 3 腫瘍（Ⅱ） 10:05～10:41 
 

座長 上原 久生（宮崎大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 坂田 清彦（久留米大学） 
 

11 シルビウス裂内髄膜腫の一例 
 1佐世保中央病院脳神経外科, 2佐世保中央病院病理部, 3福岡大学医学部脳神経外科 

 ○榎本 年孝1, 竹本 光一郎1, 福本 博順1, 藤原 史明1, 阪元 政三郎1, 米満 伸久2, 

井上 亨 3 

   

12 出血で発症した松果体部の Solitary fibrous tumor 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, 3福岡大学医学部放射線科 
 ○河野 大 1, 大川 将和 1, 安部 洋 1, 小林 広昌 1, 鍋島 一樹 2, 高野 浩一 3, 井上 亨 1 

   

13 嗅神経芽細胞腫と鑑別が困難であった成人巨大前頭蓋底髄膜腫 
 1産業医科大学脳神経外科, 2関門医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

 ○鈴木 恒平1, 黒川 暢1, 山本 淳考1, 高橋 麻由1, 中野 良昭1, 副島 慶輝2, 秋葉 大輔1, 

植田 邦裕1, 梅村 武部1, 高松 聖史郎1, 大園 恵介1, 西澤 茂1 

 

 

14 Frontbasal transdural approachにて摘出した眼窩内上内側腫瘍の一例 
 1済生会八幡総合病院脳神経外科ｾﾝﾀｰ, 2久留米大学医学部脳神経外科 
 ○音琴 哲也 1, 坂本 六大 1, 岡田 洋介 1, 駒谷 英基 1, 岡本 右滋 1, 梶原 収功 1, 森岡 基浩 2 

 

●セッション 4 腫瘍（Ⅲ） 10:41～11:17 
 

座長 吉本 幸司（九州大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 安部 洋（福岡大学） 
 

15 側脳室三角部に発生した髄膜腫に対する外科治療 
 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, 出井 勝, 中野 良昭, 秋葉 大輔, 

植田 邦裕, 鈴木 恒平, 宮地 裕士, 西澤 茂  
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16 出血発症の肝細胞癌の脳転移の 1例 
 北九州市立八幡病院脳神経外科 
 ○福田 修志, 岩永 充人, 越智 章 

   

17 嚢胞破綻にて発症した中頭蓋窩類皮嚢腫の一例 
 熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野 
 ○今岡 幸弘, 大森 雄樹, 賀来 泰之, 矢野 茂敏, 倉津 純一 

   

18 再発 oligodendroglioma に肉腫様成分を伴う oligosarcoma 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, 2九州大学大学院医学研究院脳神経外科, 

3久留米大学医学部病理学講座 
 ○田中 俊也 1, 一ツ松 勤 1, 石堂 克哉 1, 伊藤 理 1, 波多江 龍亮 2, 吉本 幸司 2, 杉田 保雄 3 

 

●セッション 5 脳血管障害（Ⅱ） 11:17～11:53 
 

座長 東 登志夫（福岡大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 佐山 徹郎（九州大学） 
 

19 脳神経麻痺を呈した巨大非血栓化未破裂脳動脈瘤のコイル塞栓術2例 

の治療成績 
 1小倉記念病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2藤田保健衛生大学医学部脳神経外科 
 ○坂 真人1, 中原 一郎2, 石井 暁1, 松本 省二1, 定政 信猛1, 甲斐 康稔1, 石橋 良太1, 

安藤 充重1, 岡田 卓也1, 西 秀久1, 宮田 悠1, 瀧田 亘1, 園田 和隆1, 高下 純平1, 

永田 泉 1 

   

20 コイル塞栓術後に出現した多発増強病変を呈した1例：親水コーティング塞栓

との関連性について 
 友愛会豊見城中央病院 

 ○孫 宰賢, 藤井 教雄 

   

21 遠位AICA動脈瘤に対してハイブリッド治療によるflow alterationが奏功した

一例 
 九州大学大学院医学研究院脳神経外科 

 ○三木 健嗣, 西村 中, 迎 伸孝, 森 恩, 空閑 太亮, 橋口 公章, 吉本 幸司, 

佐山 徹郎, 飯原 弘二 

   

22 血管内治療 high-volume center における脳動脈瘤の直達手術 
 小倉記念病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
 ○定政 信猛, 石井 暁, 松本 省二, 石橋 良太, 安藤 充重, 坂 真人, 岡田 卓也, 

瀧田 亘, 宮田 悠, 西 秀久, 園田 和隆, 高下 純平, 永田 泉 

 

●12:00～13:00 ＦＤ講習会（ビデオ上映） 

（2Ｆ大講義室 3208） 
 

●12:00～13:00 2010 Rhoton Microneuroanatomy Seminar in  

Japan（ビデオ上映）（1Ｆ小講義室 3113） 
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●12:00～13:00 理事会（管理棟 3 階大会議室） 

●理事会終了後～13：30 支部総会（管理棟 3 階大会議） 

 

 

●セッション 6 腫瘍（Ⅳ） 13:30～14:06 
  

座長 矢野 茂敏（熊本大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 渡邉 孝（琉球大学） 
 

23 トルコ鞍部原発成人 neuroblastoma の一例 
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 
 ○駒柵 宗一郎, 米澤 大, 藤尾 信吾, 羽生 未佳, 平野 宏文, 時村 洋, 有田 和徳 

   

24 めまい，難聴にて発症した内耳道内 cavernous hemangioma の一例 
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 
 ○上田 哲誠, 比嘉 那優大, 山畑 仁志, 米澤 大, 大吉 達樹, 時村 洋, 有田 和徳 

   

25 側頭骨～中頭蓋窩に進展した顔面神経鞘腫の一例 
 佐賀大学医学部脳神経外科 
 ○小野 大地, 中原 由紀子, 江橋 諒, 古川 隆, 若宮 富浩, 吉岡 史隆, 緒方 敦之, 

高瀬 幸徳, 下川 尚子, 増岡 淳, 河島 雅到, 阿部 竜也 

   

26 脳実質内神経鞘腫の一例 
 宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 

 ○松元 文孝, 笠 新逸, 横上 聖貴, 上原 久生, 竹島 秀雄 

 

●セッション 7 腫瘍（Ⅴ） 14:06～14:42 
 

座長 菅原 健一（琉球大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 吉田 光一（長崎大学） 
 

27 脊髄播種を伴う松果体部乳頭状腫瘍の一例 
 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宮崎大学医学部 病理学講座 腫瘍・再生病態学分野, 3宮崎県立宮崎病院 神経内科 

 ○末松 裕貴1, 武石 剛1, 上原 久生1, 竹島 秀雄1, 福島 剛2, 片岡 寛章2, 秋山 裕2, 

酒井 克也 3 

   

28 初期治療後 17 年経過して再発した germinoma の一例 
 九州大学大学院医学研究院脳神経外科 
 ○川野 陽祐, 空閑 太亮, 橋口 公章, 吉本 幸司, 佐山 徹郎, 飯原 弘二 

   

29 小児の小脳に発生した多形黄色星細胞腫の一例 
 1久留米大学医学部脳神経外科, 2久留米大学医学部病理学教室 
 ○中島 慎治 1, 大久保 卓 1, 竹重 暢之 1, 武藤 礼治 2, 杉田 保雄 2, 森岡 基浩 1 
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30 Ganglioglioma の 1 例 
 佐世保市立総合病院脳神経外科 
 ○松尾 義孝, 林 之茂, 林 健太郎, 白川 靖, 上之郷 真木雄 

 

●セッション 8 血管障害（Ⅲ） 14:42～15:27 
 

座長 廣畑 優（久留米大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 坂田 修治（佐賀県医療センター好生館） 
 

31 右頚動脈高度狭窄に伴う cSAH の 1 例 
 JCHO九州病院脳神経外科 
 ○尾辻 亮介, 外間 政朗, 伊野波 諭 

   

32 川崎病の関連が疑われた破裂脳動脈瘤の一症例 
 1新別府病院脳神経外科, 2新別府病院放射線科 
 ○市村 誉 1, 三股 力 1, 豊国 公子 1, 岡原 美香 2 

   

33 Cerebral venous sinus thrombosisに急性硬膜下血腫を合併した一症例 
 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 
 ○宮地 裕士 1, 太田 浩嗣 1, 横田 晃 1, 西澤 茂 2 

   

34 遺伝性出血性毛細血管拡張症に伴う肺動静脈瘻を介した脳塞栓症の一例 
 1九州労災病院門司メディカルセンター, 2済生会日向病院脳神経外科, 3産業医科大学脳神経外科 
 ○近藤 弘久 1, 齋藤 健 1, 太田 浩嗣 2, 横田 晃 2, 西澤 茂 3 
   

35 SAPHO症候群に合併した類もやもや病の一例 
 長崎大学医学部脳神経外科 
 ○松永 裕希, 諸藤 陽一, 堀江 信貴, 出雲 剛, 松尾 孝之 

 

 ●セッション 9 先天奇形・その他 15:27～16:12 
 

座長 山本 淳考（産業医科大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 下川 尚子（佐賀大学） 
 

36 VP シャント腹側チューブが腸管内に迷入した成人例の 1 例 
 宮崎県立延岡病院脳神経ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
 ○亀野 功揮, 西川 重幸, 戸高 健臣 

   

37 後頭骨陥入を伴った頭蓋骨早期癒合症の一例 
 熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野 
 ○松崎 啓亮, 黒田 順一郎, 藤本 健二, 賀耒 泰之, 牧野 敬史, 矢野 茂敏, 

倉津 純一 

   

38 前額部皮下膿瘍と前頭骨ダンベル型類皮腫を伴った鼻根部先天性皮膚洞

の1例 
 1福岡市立病院機構福岡市立こども病院脳神経外科, 

2福岡市立病院機構福岡市立こども病院形成外科, 3九州大学大学院医学研究院神経病理学, 
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4福岡市立病院機構福岡市立こども病院小児神経科 
 ○下川 能史 1, 森岡 隆人 1, 小野澤 久輔 2, 鈴木 諭 3, 吉良 龍太郎 4 

   

39 脊髄脂肪腫術後に発症した偽性髄膜瘤に対し内視鏡併用硬膜修復術を 

行った一例 
 1佐賀大学医学部脳神経外科, 2佐賀大学医学部麻酔蘇生学講座 
 ○岡村 誠司1, 下川 尚子1, 吉岡 史隆1, 江橋 諒1, 古川 隆1, 高口 素史1, 若宮 富浩1, 

緒方 敦之1, 高瀬 幸徳1, 中原 由紀子1, 増岡 淳1, 河島 雅到1, 阿部 竜也1, 

平川 奈緒美2, 坂口 嘉郎2 

 

40 小脳出血を契機に診断された急性前骨髄球性白血病 
 1宗像水光会総合病院脳神経外科, 2水光会健康増進クリニック, 3久留米大学医学部病理学講座 

 ○木下 良正1, 安河内 秀興1, 原田 篤邦1, 津留 英智1, 田中 龍二2, 中村 謙3, 

佐々木 裕哉3, 大島 孝一3 

   

 

●セッション 10 脊椎・外傷 16:12～16:57 
  

座長 鎌田 健作（長崎大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 平原 一穂（鹿児島市立病院） 
 

41 高齢者胸腰椎圧迫骨折に対し腰椎後方固定術を施行した 4症例 
 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 
 ○大石 豪 1, 本田 英一郎 1, 桃崎 宣明 2, 田中 達也 2, 内山 拓 2 

   

42 嚥下障害を発症した前縦靱帯骨化症の 2 手術例 
 1伊万里有田共立病院脳神経外科, 2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, 本田 英一郎2, 大石 豪2 

   

43 後頸部包丁刺創にて脊髄損傷を来した一例 
 久留米大学医学部脳神経外科 
 ○山本 真文, 牧瀬 慧美, 宮原 孝寛, 朋部 剛典, 森岡 基浩 

   

44 慢性硬膜下血腫を合併したくも膜嚢胞の2例 
 1池友会福岡和白病院脳神経外科, 2新武雄病院脳神経外科 
 ○谷口 俊介1, 梶原 真仁1, 大中 洋平2, 一ノ瀬 誠2, 原田 啓1, 福山 幸三1 

 

45 外傷性解離性浅側頭動脈瘤の一例 
 1済生会熊本病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2済生会熊本病院病理部, 

3熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野 

 ○河井 浩志1, 西 徹1, 水野 隆正1, 小林 修1, 牟田 大助1, 竹崎 達也1, 林 建佑1, 

高見澤 幸子1, 神尾 多喜浩2, 倉津 純一3 

 

●セッション 11 血管障害（Ⅳ） 16:57～17:42 
  

座長 河島 雅到（佐賀大学） 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 西 徹（済生会熊本病院） 
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46 くも膜下出血で発症した PICA 解離性動脈瘤の 1 例 
 嬉野医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 
 ○村田 秀樹, 土持 諒輔, 宮園 正之 

   

47 Pterional approachと interhemispheric approachを併用してクリッピ

ングを行った大型ACA紡錘状動脈瘤 
 池友会福岡和白病院脳神経外科 
 ○肥後 尚樹, 福山 幸三, 吉田 卓史, 押方 章吾, 梶原 真仁, 原田 啓, 一ノ瀬 誠 

   

48 非外傷性・非細菌性中大脳動脈遠位部動脈瘤の一例 
 九州労災病院脳神経外科 
 ○前原 直喜, 天野 敏之, 芳賀 整 

   

49 中大脳動脈遠位部瘤破裂によるくも膜下出血の一例 
 1地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科, 2久留米大学脳神経外科 
 ○江藤 朊子1, 寺地 昭太2, 藤森 香奈1, 山下 伸1, 倉本 晃一1, 森岡 基浩2 

 

50 中大脳動脈動脈硬化性 mimicking aneurysm の一治療例 
 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 

 ○大石 豪1, 本田 英一郎1, 桃崎 宣明2, 田中 達也2, 内山 拓2 

 

 
閉会の辞 17:42 阿部 竜也（佐賀大学） 

 

 

 

 

 

 

協力協賛企業一覧 

 
アイティーアイ株式会社 

インテグラジャパン株式会社 

 カールツァイスメディテック株式会社  

 株式会社カネカメディックス  

サンエー精工株式会社 

シーシーエス株式会社 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コッドマン営業部 

日本ストライカー株式会社 

株式会社ミップス 

村中医療器株式会社 
（五十音順） 


