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連絡事項

＜共通事項＞
神経内科，脳神経外科共に，受付はウエストウイング 2 階に設置しております．脳神経外科学会会場
の入り口は 3 階，神経学会会場の入り口は 5 階です．企業展示は 3 階，喫茶コーナーは 3 階と 5 階です．
1）講演時間：6 分 ( 予鈴 5 分 )，質疑：2 分
2）発表形式：PC，液晶プロジェクター 1 台
　（注）発表者は，遅くとも発表の 30 分前には受付してください．発表の 10 分前には次演者席にご着

席ください . 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 .

＜神経学会＞
1）メディア USB メモリーのみ．ファイル名は演題番号 - 演者 . 拡張子
  ( 例：A-49- 九大太郎 .pptx) としてください．
2）動画 PowerPoint 内の動画のみとします．
3）抄録 神経学会所定の用紙に記入の上，当日のスライド受付時に必ず提出してください．
4）会費 非会員 1000 円

＜脳神経外科学会＞
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

ご持参ください．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，conflict of interest (COI)

状態を開示する義務があります．COI 自己登録及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ください．)

3）会費　1000 円
4）本支部会終了後に FD 講習会を開催します . 詳細はプログラムをご覧下さい .
5）理事会は 12 時 10 分より , 臨床小講堂１で行います . 理事の方はご参集ください .

〈口演要領〉
＊  USB メディアでの発表が可能ですが , 動画・音声を用いる場合は Power Point 文書とともに動画・

音声データも忘れずにお持ち下さい .
＊  OS は Windows, Power Point 2007, 2010, 2013 に対応しております . PC 持込も可能です .

尚 , Mac OS には対応しておりませんので , 上記環境でご発表頂くか , ご自身の PC 持ち込みでお願
いします .

＊  発表資格：発表者は九州支部会会員で年会費を納めている必要があります . 但し , 初期研修医及び
他の支部会に所属し年会費を納めている者は , 学術集会参加費のみでの発表が許容されます .  入会
に関しては九州支部会ホームページ（http://square.umin.ac.jp/jnskyu/）をご参照下さい .



神経学会

臨床大講堂

8:30 開会の辞　吉良潤一 ( 九州大学 ) 座長

8:35-9:15 セッション 1 吾郷哲郎（九州大学）

9:15-9:55 セッション 2 松下拓也（九州大学）

9:55-10:35 セッション 3 渡嘉敷崇（沖縄病院）

10:35-11:15 セッション 4 雪竹基弘（佐賀中部病院）

11:20-12:00 合同セッション
高瀬敬一郎（飯塚病院）
山本淳考（産業医大）

12:10-12:50 ランチョンセミナー 1 吉良潤一（九州大学）

13:00-13:30 世話人会（病院北棟 2 階多目的室）

13:40-14:20 セッション 5 笹ヶ迫直一（大牟田病院）

14:20-15:00 セッション 6 深江治郎（福岡大学）

15:00-15:48 セッション 7 木村成志（大分大学）

15:48 閉会の辞 吉良潤一（九州大学）



脳神経外科学会

臨床小講堂 2 臨床小講堂 1

8:30 開会の辞　井上　亨（福岡大学） 座長 コメンテーター

8:35-9:15 脳腫瘍 (1) 秦　暢宏（九州大学） 中野良昭（産業医大）

9:15-9:55 脳腫瘍 (2) 橫上聖貴（宮崎大学） 坂田清彦（久留米大学）

9:55-10:35 脳腫瘍 (3) 中村英夫（熊本大学） 米澤　大（鹿児島大学）

10:35-11:15 脳血管障害 (1) 青木孝親（久留米大学）緒方敦之（佐賀大学）

11:20-12:00
合同セッション
（臨床大講堂）

高瀬敬一郎　（飯塚病院）
山本淳考（産業医大）

12:10-12:50 ランチョンセミナー２ 勝田俊郎（済生会唐津病院）
脳神経外科学会
九州支部理事会

13:00-13:40 脳血管障害 (2) 案田岳夫（長崎大学） 長嶺英樹（琉球大学）

13:40-14:12 脳血管障害 (3) 菅原健一（琉球大学） 大田　元（宮崎大学）

14:12-14:44 機能外科・てんかん 増岡　淳（佐賀大学） 浜崎　禎（熊本大学）

14:44-15:16 小児・外傷 菅田真生（鹿児島大学）迎　伸孝（九州大学）

15:16-15:48 脊髄・感染・その他 籾井泰朋（大分大学） 氏福健太（長崎大学）

15:48 閉会の辞 井上亨 （福岡大学）

16:00-17:00 FD 講習会
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開会の辞 8:30               井上 亨 
 
1 脳腫瘍(1)                                 8:35～9:15 

      

座長 秦 暢宏 (九州大学) 

コメンテーター 中野 良昭 (産業医科大学) 

 
B-01 H3 K27M mutation を伴う脊髄 ganglioglioma の一例 
 九州大学大学院医学研究院脳神経外科 

  ○奥田 智裕, 秦 暢宏, 有村 公一, 吉本 幸司, 空閑 太亮, 西村 中, 赤木 洋二郎,迎 伸孝,  

河村 陽一郎, 飯原 弘二 
   

B-02 延髄～上位頚髄に発生した germ cell tumor の一例 
 琉球大学医学部脳神経外科 

  ○國仲 倫史, 小林 繁貴, 新屋 貴裕, 金城 雄生, 外間 洋平, 長嶺 英樹, 宮城 智央, 

 菅原 健一, 石内 勝吾 
   

B-03 経脳梁到達法で摘出した側脳室Diffuse midline glioma, H3K27Mmutantの一例 
 新古賀病院脳卒中脳神経ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

  ○秋山 智明, 一ツ松 勤, 石堂 克哉, 伊藤 理 

   

B-04 副鼻腔腺様嚢胞癌との鑑別に難渋したolfactory neuroblastoma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診断科, 3群馬大学医学部病理診断科 
  ○中島 頼子 1, 井上 浩平 1, 若宮 富浩 1, 山本 美保子 2, 吉岡 史隆 1, 緒方 敦之 1,高瀬 幸徳 1,  

下川 尚子 1, 中原 由紀子 1, 増岡 淳 1, 戸田 修二 2, 平戸 純子 3, 阿部 竜也 1 
   

B-05 Atypical teratoid/rhabdoid tumorの成人例 

 1熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野,2熊本大学医学部附属病院脳神経外科・機能神経外科先端

医療寄附講座,3熊本大学医学部附属病院 病理診断科, 4群馬大学大学院医学研究科 病態病理学分野 

  ○甲斐 恵太郎1, 篠島 直樹2, 浜崎 禎1, 武末 吉広1, 矢野 茂敏1, 三上 芳喜3, 横尾 英明4,  

武笠 晃丈1 

 
 
2 脳腫瘍(2)                       9:15～9:55 

      

座長 横上 聖貴 (宮崎大学) 
コメンテーター 坂田 清彦 (久留米大学) 

 
B-06 経鼻内視鏡下手術にて摘出した鞍上部顆粒細胞種の一例   

 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講座 

  ○梶原 壮翔1, 坂田 清彦1, 竹重 暢之1, 杉田 保雄2, 森岡 基浩1 

   

B-07 術36時間後に再貯留をきたしたラトケ嚢胞の一例 
 1福岡赤十字病院脳神経外科, 2福岡赤十字病院病理部, 3吉永脳神経外科クリニック ,4福岡大学病院脳神経外科 

  ○松田 浩大 1, 継 仁 1, 平田 陽子 1, 吉岡 努 1, 西山 憲一 2, 吉永 真也 3, 井上 亨 4 
   



B-08 初回手術から26年後に肺へ転移したgradeⅠmeningioma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学講座, 3福岡大学医学部外科系講座呼吸器乳腺内分泌小児 

外科 

  ○神崎 由起 1, 榎本 年孝 2, 福本 博順 1, 三木 浩一 1, 小林 広昌 1, 今村 奈緒子 3, 安部 洋 1,  

鍋島 一樹 2, 岩崎 昭憲 3, 井上 亨 1 
   

B-09 外転神経麻痺を伴い第四脳室内に発生したEpidermoid cyst 
 産業医科大学脳神経外科 
  ○近藤 弘久, 山本 淳考, 中野 良昭, 齋藤 健, 高松 聖史郎, 長坂 昌平, 西澤 茂 
   

B-10 頸動脈小体腫瘍（paraganglioma）の一例 
 1霧島記念病院, 2福岡和白病院 脳神経外科 
  ○坂元 健一 1, 平原 一穂 1, 徳重 宏二 1, 平川 愛 1, 上津原 甲一 1, 原田 啓 2 

 
 
 
 
 
3 脳腫瘍(3)                     9:55～10:35 

      

                 座長 中村 英夫 (熊本大学)

 コメンテーター 米澤 大 (鹿児島大学) 

 
B-11 ベバシズマブ/パクリタキセル併用療法が奏功している乳癌多発脳転移の一例 
 1原三信病院脳神経外科, 2原三信病院外科, 3原三信病院病理診断科 
  ○山上 敬太郎 1, 庄野 禎久 1, 小原井 朋成 2, 小川 尚洋 2, 河野 眞司 3 
   

B-12  診断に苦慮した一過性悪性黒色腫からの転移性脳腫瘍の一例 
 福岡輝栄会病院脳神経外科 

  ○阿部 悟朗, 尤 郁偉, 石橋 秀昭, 鈴木 聡 
   

B-13 松果体及び小脳虫部に発生した転移性脳腫瘍の一例 
 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講座 

  ○中嶋 大介1, 中島 慎治1, 竹重 暢之1, 坂田 清彦1, 宮城 尚久1, 森岡 基浩1, 小牧 哲2,  

杉田 保雄2 

   

B-14 小脳血管芽腫に前立腺癌の腫瘍内転移をきたした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 
  ○竹島 裕貴1, 山城 重雄1, 竹崎 達也1, 鈴木 悠平1, 萩田 大地1, 賀耒 泰之1, 加治 正知1,  

牟田 大助1, 武笠 晃丈2 
   

B-15 三叉神経に発生したMelanotic schwannomaの一例 
 1長崎大学医学部脳神経外科, 2長崎大学医学部病理診断科 
  ○杣川 知香 1, 馬場 史郎 1, 氏福 健太 1, 吉田 光一 1, 鎌田 健作 1, 案田 岳夫 1, 安倍 邦子 2,  

松尾 孝之 1 
 
 



4 脳血管障害(1)             10: 35～11:15 
      

       座長 青木 孝親 (久留米大学) 
コメンテーター 緒方 敦之 (佐賀大学) 

 
B-16 アプローチ困難例における総頚動脈直接穿刺の有用性 
 小倉記念病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

  ○舟越 勇介, 波多野 武人, 安藤 充重, 千原 英夫, 瀧田 亘, 徳永 敬介, 橋川 拓郎,  

鎌田 貴彦, 東 英司, 永田 泉 
   

B-17 対側閉塞を伴う内頚動脈狭窄の CAS 後に、対側虚血症状を呈した 1 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 
  ○梶原 真仁1, 原田 啓1, 肥後 尚樹1, 一ノ瀬 誠2, 福山 幸三1 

   

B-18 血栓回収直後に再閉塞をきたした症例 
 社会医療法人製鉄記念八幡病院脳卒中･神経センター 
  ○小柳 侑也, 山口 慎也, 坂井 翔建, 木村 俊介, 日高 壮意, 大崎 正登, 荒川 修治,  

佐山 徹郎 
   

B-19 中大脳動脈閉塞症に対して急性期血行再建術を行い転帰予後が良好であった小

児の一例 
 1福岡大学病院救命救急ｾﾝﾀｰ, 2福岡大学医学部脳神経外科 
  〇竹下 翔1, 天本 宇昭1, 吉永 貴哉1, 岩朝 光利2, 東 登志夫2, 井上 亨2   

     

B-20 脳梗塞の入院加療中にくも膜下出血を起こした両側解離性椎骨動脈瘤の一例 
 佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館脳神経外科 

  ○桃崎 明彦, 溝上 泰一朗, 江橋 諒, 松本 健一, 坂田 修治 

   

 
 
 
 
合同セッション（臨床大講堂）        11:20～12:00 

      

座長 神経内科 高瀬 敬一郎 (飯塚病院)             

脳神経外科 山本 淳考 (産業医科大学) 
 

合同-1 Over-shunting associated myelopathy の 1 例 
 済生会福岡総合病院 臨床教育部，神経内科，脳神経外科 

  ○木村 光邦，高下 純平，中村 普彦，橋本 哲也，田中 恵理，川尻 真和，山田 猛 

   

合同-2 視床 Vo 核手術が有効であった書痙の 2 例 
 医療法人相生会 福岡みらい病院 機能神経外科，脳神経外科 
  ○宮城 靖，浦崎 永一郎 

   



合同-3 脳深部刺激装置の電池消耗で急激な不随意運動の悪化を呈した 2 例 
 医療法人相生会 福岡みらい病院 機能神経外科，脳神経外科，看護部 

  ○宮城 靖，浦崎 永一郎，江口 弘子1 

   

合同-4 脳卒中後片側バリズムに対し淡蒼球内節(GPi)-DBS が奏功した 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 熊本大学医学部附属病院脳神経外科・機能神経外科先端

医療寄附講座 
  ○坪木 辰平1, 山田 和慶2, 篠島 直樹2, 武笠 晃丈1 

   

合同-5 脳出血術後に生じた paroxysmal sympathetic hyperactivity の 2 症例 
 1(株)麻生飯塚病院脳神経外科, 2(株)麻生飯塚病院脳神経外科 救急部 
  ○井上 大輔1, 三木 健嗣1, 森 恩1, 山田 哲久2, 甲斐 康稔1, 名取 良弘1 

   

 
 
 

ランチョンセミナー2                   12:10～12:50 
                     

座長 勝田 俊郎 (済生会唐津病院) 
 

演者： 野中 将 (福岡大学) 

演題：  「神経内視鏡による腫瘍摘出とギリアデル留置の工夫」 

共催： 第 128 回 日本脳神経外科学会九州支部会 
 エーザイ株式会社 
 
 
＊理事会 (九州大学病院 臨床小講堂１)      12:10～12:50    
   
 
 
5 脳血管障害(2)              13:00～13:40 

      

              座長 案田 岳夫 (長崎大学) 

コメンテーター 長嶺 英樹 (琉球大学) 

 
B-21 くも膜下出血発症 6 ヶ月後に De novo 脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血を来した一

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 
  ○牧園 剛大1, 江藤 朋子1, 山下 伸1, 倉本 晃一1, 森岡 基浩2 

   

B-22 バイパス併用手術で良好な経過を辿った内頚動脈血豆状動脈瘤破裂によるクモ膜

下出血の１例 
 長崎労災病院脳神経外科 
  ○広瀬 誠, 郡家 克旭, 豊田 啓介, 北川 直毅 



B-23 遺伝性球状赤血球症に合併した類もやもや病に対して血行再建術を行った 1 例 
 九州大学大学院医学研究院脳神経外科 
  ○桑原 和久, 西村 中, 河村 陽一郎, 赤木 洋二郎, 迎 伸孝, 有村 公一, 秦 暢宏, 吉本 幸

司,  

飯原 弘二 
   

B-24 脳動静脈奇形γナイフ治療後 12 年で生じた Chronic expanding hematoma の 1 例 
 嬉野医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

  ○村田 秀樹, 横溝 明史, 宮園 正之 
   

B-25 外転神経麻痺を合併したくも膜下出血の一例 
 1佐世保中央病院脳神経外科, 2佐世保中央病院脳血管内科, 3福岡大学医学部脳神経外科 
  ○平尾 宜子 1, 古賀 嵩久 1, 堀尾 欣伸 1, 佐原 範之 2, 竹本 光一郎 1, 阪元 政三郎 1, 井上 亨 3 

 
 
 
 
6 脳血管障害(3)              13: 40～14:12 

      

              座長 菅原 健一 (琉球大学) 

コメンテーター 大田 元 (宮崎大学) 

 
B-26 Primary intraventricular hemorrhage にて発症した上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻

の一例 
 1長崎医療センター 初期研修, 2長崎医療センター 脳神経外科, 3長崎大学病院 脳神経外科 
  ○近松 元気 1, 大園 恵介 2, 日宇 健 2, 川原 一郎 2, 本田 和也 2, 堀江 信貴 3, 小野 智憲 2,  

牛島 隆二郎 2, 堤 圭介 2 
   

B-27 Developmental venous anomalyを伴うDeep-seated AVFの一例 
 1福岡市民病院脳神経外科, 2福岡大学医学部病理学講座, 3福岡大学医学部放射線医学教室, 4福岡大学医学部脳 

神経外科 
  ○高木 友博1, 福島 浩1, 吉野 慎一郎1, 榎本 年孝2, 高野 浩一3, 平川 勝之1, 鍋島 一樹2,  

井上 亨4 
   

B-28 硬膜動静脈瘻に合併した頭蓋内圧亢進を伴う右横静脈洞狭窄に対してステント留

置術を施行した一例 
 九州医療ｾﾝﾀｰ脳血管内治療科 

  ○黒木 亮太, 宮崎 雄一, 津本 智幸 
   

B-29 Neurofibromatosis type I に合併した頭蓋外内頸動脈巨大仮性動脈瘤の 1 例 
 宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 
  ○河野 朋宏, 齋藤 清貴, 大田 元, 横上 聖貴, 竹島 秀雄 

 
 
 



7 機能外科・てんかん           14:12～14:44 
      

              座長 増岡 淳 (佐賀大学) 

コメンテーター 浜崎 禎 (熊本大学) 

 

B-30 AICA 圧迫による外転神経麻痺に VA-PICA 動脈瘤を併発した一例 
 福岡大学医学部脳神経外科 
  ○手賀 丈太, 神崎 由起, 松本 徳彦, 小林 広昌, 安部 洋, 野中 将, 東 登志夫, 井上 亨 
   

B-31 責任部位の同定に苦慮した血管圧迫のない三叉神経痛の一例 
 佐賀大学医学部脳神経外科 
  〇増岡 淳, 坂本 祐史, 中城 博子, 若宮 富浩, 高口 素史, 吉岡 史隆, 井上 浩平, 緒方 敦之,  

中原 由紀子, 高瀬 幸徳, 下川 尚子, 阿部 竜也 
   

B-32 正常内頸動脈による視神経圧迫が原因と考えられた視神経症の一例 
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 

  〇菅田 真生, 山畑 仁志, 花谷 亮典, 大吉 達樹, 米澤 大, 佐藤 雅紀, 有田 和徳 

  

B-33 Stereo-EEG を用いたてんかん原性推定 
 1福岡山王病院 脳・神経機能ｾﾝﾀｰ, 2福岡大学医学部脳神経外科 

  〇田中 秀明 1, 重藤 寛史 1, 大原 信司 1, 河井 伸一 1, 進村 光規 1, 赤松 直樹 1, 松島 俊夫 1,  

井上 亨 2 

 
 
8 小児・外傷               14:44～15:16 

      

              座長 菅田 真生 (鹿児島大学) 

コメンテーター 迎 伸孝 (九州大学) 
 

B-34 同一レベルで両側性に発生した小児硬膜内髄外腫瘍 
 産業医科大学脳神経外科 
  ○長坂 昌平, 山本 淳考, 中野 良昭, 齋藤 健, 高松 聖史郎, 近藤 弘久, 西澤 茂 
   

B-35 開頭術後経過中に自家骨弁部分融解を来した小児の１例 
 1(株)麻生飯塚病院脳神経外科, 2(株)麻生飯塚病院形成外科, 3(株)麻生飯塚病院救急部, 

4久留米大学病院形成外科・顎顔面外科 

  ○三木 健嗣 1, 森 恩 1, 植木 翔也 2, 井上 大輔 1, 山田 哲久 3, 甲斐 康稔 1, 力丸 英明 4,  

名取 良弘 1 
   

B-36 Peritentorial acute subdural hematomaの一例 
 1福岡東医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2福岡大学医学部脳神経外科 
  ○保田 宗紀1, 大城 真也1, 井上 亨2 
   

B-37 頭部外傷後、遅発性に浮腫の進行を認めた一例 
 1社会医療法人財団白十字会白十字病院脳神経外科, 2社会医療法人財団白十字会白十字病院脳血管内科,  

3福岡日本赤十字病院脳神経外科, 4福岡大学病院神経内科, 5福岡大学病院脳神経外科 
  ○入江 由希乃1, 武村 有祐1, 林 修司1, 榊 佑介2, 松田 浩大3, 三嶋 崇靖4, 井上 亨5 



 

9 脊髄・感染・その他           15:16～15:48 
      

              座長 籾井 泰朋 (大分大学) 
コメンテーター 氏福 健太 (長崎大学) 

 

B-38 環椎後頭骨癒合症の3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, 桃崎 宣明 1, 本田 英一郎 2 
   

B-39 Pancoast 腫瘍の 2 例 
 1社会医療法人財団池友会新小文字病院, 2一般社団法人巨樹の会新武雄病院 
  ○鬼山 佳祐 1, 久壽米木 亮 1, 高橋 雄一 1, 岡元 彰平 1, 佐々田 晋 1, 西田 憲記 2 
   

B-40 非機能性下垂体腺腫の ETSS 中に蝶形骨洞アスペルギルス症と診断した 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宮崎大学医学部病理学講座腫瘍・再生病態学分野 

  ○河野 智樹1, 渡邉 孝1, 二見 宗智1, 武石 剛1, 横上 聖貴1, 竹島 秀雄1, 前川 和也2 
   

B-41 頸椎症と水頭症を合併した神経サルコイドーシスの一例 
 1九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2九州医療ｾﾝﾀｰ脳血管神経内科 
  ○藤岡 寛1, 松尾 諭1, 天野 敏之1, 後藤 聖司2, 中溝 玲1 
   

 
 
閉会の辞 15:48               井上 亨 
 
 
 
●FD 講習会             16:00～17:00(予定) 
会場: 九州大学病院 臨床小講堂２ 
 
[注意事項] 

1)本支部会終了後に行います。講習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。 

2)受講の事前登録は不要です。当日会場での登録となります。 

3)(社)日本脳神経外科学会 IC カードでの受講確認を行いますので、受講のご希望の先生は、 

必ずご自身の IC 会員カードを受付にお持ちください。 
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