
 第 130 回日本脳神経外科学会九州支部会 

プログラム 

 

2018 年 9 月 8 日 土曜日 

会場：熊本大学医学部医学総合研究棟 3 階 講習室 

受付開始：午前 8 時 00 分 

 
座長・演者の先生方もクールビズでご参加下さい。 

 
＜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、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ください。） 
 
３ 本支部会でのランチョンセミナーと FD 講習は新専門医制度の脳神経外科領域講習

として認定されております。詳細は、次頁をご参照下さい。なお本部会では医療

安全講習は開催致しません。 
 
４ 理事会は 12：00 より図書棟 6 階会議室にて開催いたします。 
 
５ 会費：1000 円 
 
６ 本支部会終了後に FD 講習を開催致します。 



【脳神経外科領域講習について】 
 

1. 本支部会のランチョンセミナー（1 単位）、FD 講習（1 単位）は新専門医制度の領域講

習として認定されております。尚、FD 講習は指導医講習を兼ねています。参加予定者

はご来場後「参会受付」を済ませた後に「入退場受付」にもお立ち寄り頂き「IC 会員

カード」をカードリーダーにかざして「入場受付」を行ってください。またセミナ

ー、講習会終了後お帰りになられる際（退場時）に必ず入退場受付にお寄り頂き 
「退場受付」を行ってください。 
 

2. 単位算定は IC カード読み取りにより機械的に行われ指定業者により自動集計されま

す。 
 

3. データは学会事務局では保管いたしませんので入退場の受付を失念された場合、期間

中の受付デスクまたは後日学会事務局で個別に対応することが一切できません。特に

退場時の受付をお忘れにならないよう、ご注意下さい。 
 

4. 非専門医の先生方は入退場受付をして頂く必要はございません。（認定単位はありませ

ん） 
 
 

【口演要領】 
1. 口演時間：6 分（予鈴 5 分）質疑：3 分 合計持ち時間 9 分間です。 
2. 発表形式：PC、液晶プロジェクター1 台 
3. 発表者は遅くとも発表の 30 分前には受付を行って下さい。発表の 10 分前には次

演者席にご着席下さい。発表時は演題上にモニター、マウスを設置いたしますので

ご自身で操作をお願い致します。 
4. 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同一フォルダ内にご準備ください。 
5. Windows Power Point 2007, 2010, 2013 に対応しております。PC 持ち込みも可能

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 持ち込みでお願い致します。 
6. 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。ただ

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をご参照くだ

さい。（http://square.umin.ac.jp/jnskyu/） 

 

http://square.umin.ac.jp/jnskyu/


第 130 回日本脳神経外科学会九州支部会 会場のご案内 

会場： 熊本大学医学部医学総合研究棟 3 階 講習室 
   熊本市中央区本荘 1－1－1 Tel: 096-373-5219 (脳神経外科医局) 
 

JR 熊本駅から 
バス （約 15 分）：第１環状線【駅 2】、中央環状線【駅 3】、 

熊本駅長嶺線【鹿 3】熊本駅県庁線【県 4】に乗車「大学病院前」下車  
タクシー（約 10 分） 
熊本交通センターから 
バス  （約 15 分）： 熊本都市バス流通団地線【南 4】、八王子環状線【南 1】に乗車 

「大学病院前」下車  
タクシー（約  5 分）  
熊本空港から 
バス   （約 40 分）：リムジン・シャトルバスに乗車、 

「交通センター」下車、交通センターで乗り換え 
タクシー（約 40 分）  
 

  
駐車場ご利用の方へ：  
無料駐車券を会場受付に準備しておりますので、お帰りの際にお申しつけ下さい。  

  

理事会  6F 

支部総会 6F 会場 

受付 ３F 

大学病院

正面入口 

駐車場 

⑩医学教育図書棟 

⑪医学総合研究棟 



第 130 回日本脳神経外科学会九州支部会 プログラム 

2018 年 9 月 8 日（土） 8:30 開始 

熊本大学医学部総合研究棟 3F 講習室 

 
 

開会の辞           武笠晃丈 

 
 
 

セッション 1 脳腫瘍（１）       8：35～9:05 

座長: 溝口昌弘 （九州大学） 
コメンテータ： 氏福健太 （長崎大学） 

S1-1 腫瘍内出血による短期間での増大を認めた膵臓癌原発転移性脳腫瘍の 
一例 
九州医療センター脳神経外科 

忽那 史也, 松尾 諭, 林 大輔, 天野 敏之, 中溝 玲 
 

S1-2 出血発症した右後頭葉放射線壊死の一例 
福岡赤十字病院 1 脳神経外科, 2 病理診断科, 3 つちもち脳神経外科・内科ｸﾘﾆｯｸ, 

 4 福岡大学医学部脳神経外科 

高木 友博 1, 平田 陽子 1, 吉岡 努 1, 継 仁 1, 西山 憲一 2, 半田 瑞樹 2,  

土持 廣仁 3, 井上 亨 4           

      

S1-3 三期的治療が有効であった小脳血管芽腫の一例   
宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野    

入佐 剛, 横上 聖貴, 田村 充, 末松 裕貴, 奥山 洋信, 齋藤 清貴, 松元 文孝,  
武石 剛, 水口 麻子, 山下 真治, 渡邉 孝, 大田 元, 竹島 秀雄 

 
  



 

セッション 2 脳腫瘍（２）          9：05～9：45 

座長: 菅原健一 （琉球大学） 
コメンテータ： 竹崎達也 （熊本大学） 

S2-1 くも膜下出血と脳実質内出血で発症した髄膜腫の一例 
新古賀病院 1脳卒中脳神経ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2病理診断科, 3久留米大学医学部病理学講座 
亀田 勝治 1, 辛島 聡志 1, 西田 直代 2, 石堂 克哉 1, 杉田 保雄 3, 一ツ松 勤 1 

               
S2-2 副神経シュワン細胞腫の 1 例 

熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野 

中垣 祐紀, 上田 隆太, 牧野 敬史, 武笠 晃丈 
             

S2-3 下垂体腺腫と鑑別を要したトルコ鞍内発生脊索腫の一例 
久留米大学医学部脳神経外科     

上瀧 善邦, 坂田 清彦, 小牧 哲, 音琴 哲也, 中村 英夫, 宮城 尚久, 森岡基浩  
              

S2-4 診断に苦慮した腰椎硬膜内髄外類上皮腫の一例 
久留米大学医学部 1脳神経外科, 2病理学講座     

中嶋 大介 1, 山本 真文 1, 服部 剛典 1, 杉田 保雄 2, 森岡 基浩 1 

 
 

セッション 3 機能的疾患        9：45～10:25 

座長:  中野良昭 （産業医科大） 
コメンテータ： 花田朋子 （鹿児島大学） 

S3-1  Polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young (PLNTY) 
による難治性てんかんに対する外科手術の 1 症例 
1九州大学大学院医学研究院脳神経外科, 2福岡市立こども病院脳神経外科, 
3九州大学大学院医学研究院神経病理学, 4九州大学大学院医学研究院神経内科学, 
5九州大学病院検査部 

宮松 雄一郎 1, 迎 伸孝 1, 森岡 隆人 2, 鈴木 諭 3, 上原 平 4, 酒田 あゆみ 5,  
飯原 弘二 1             

 



S3-2 Basal temporal language area を持つ左側頭葉てんかんに対し 
焦点切除術を行った 1 例 
1人吉医療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, 
3久留米大学医学部脳神経外科, 4熊本大学医学部附属病院病理部 

井上 博貴 1, 浜崎 禎 2, 中村 英夫 3, 黒田 順一郎 2, 上田 隆太 2, 天達 俊博 2,  
三上 芳喜 4, 武笠 晃丈 2           

            

S3-3 遺残性原始三叉動脈による三叉神経痛の一例 
(株)麻生飯塚病院脳神経外科 

 三木 健嗣, 野口 直樹, 森 恩, 山田 哲久, 甲斐 康稔, 名取 良弘 
    

S3-4  顔面けいれんで発症した chordoma の 1 例 
  長崎労災病院脳神経外科    

高平 良太郎, 広瀬 誠, 白川 靖, 北川 直毅 
 

■コーヒーブレイク      10：25～10：30 
 

セッション 4 小児          10:30～11:20 

座長:  大吉達樹 （鹿児島大学） 
コメンテータ： 迎 伸孝 （九州大学） 

S4-1  小児のチアノーゼ性先天性心疾患に関連して生じた脳膿瘍 
九州大学大学院医学研究院 1脳神経外科, 2小児科 

桶谷 英司 1, 赤木 洋二郎 1, 有村 公一 1, 空閑 太亮 1, 秦 暢宏 1, 溝口 昌弘 1,  
長友 友作 2, 名西 悦郎 2, 飯原 弘二 1        
             

S4-2  ごく少量の硬膜外血腫で激烈な頭痛を生じた静脈洞狭窄の小児例 
佐賀大学医学部脳神経外科 

吉岡 史隆, 並川 裕貴, 下川 尚子, 坂本 祐史, 中城 博子, 緒方 敦之, 
井上 浩平, 高瀬 幸徳, 中原 由紀子, 増岡 淳, 阿部 竜也 

 

S4-3  シートベルト外傷による外傷性くも膜下出血を発症し、重度な 
脳血管攣縮による遅発性脳虚血を呈した一小児例 
熊本赤十字病院脳神経外科 

田尻征治, 長谷川秀, 植田裕, 佐々木謙介, 三浦正毅 
 



             

S4-4 Developmental venous anomaly により閉塞性水頭症を発症した一例 
1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科, 2鹿児島市立病院小児科, 3小原病院脳神経外科 

比嘉 那優大 1, 大吉 達樹 1, 四俣 一幸 2, 田中 俊一 1, 米澤 大 1, 平野 宏文 3,  
吉本 幸司 1             
 

S4-5  幼児の症候性 os odontoideum に対して後方固定術を行った 1 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,  

3医療法人ニューロスパインうちかど脳神経外科クリニック 

平尾 宜子 1, 堀尾 欣伸 1, 福本 博順 2, 岩朝 光利 1, 安部 洋 2, 野中 将 2,  

東 登志夫 2, 内門 久明 3, 井上 亨 2 

 

セッション 5 炎症性疾患         11:20～12:00 

座長:  坂田清彦 （久留米大学） 
コメンテータ： 森下登史 （福岡大学） 

S5-1 舌下神経麻痺を呈し、斜台部に発生した特発性肥厚性硬膜炎の一例 
新古賀病院 1脳卒中脳神経ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2病理診断科, 3久留米大学医学部病理学講座 

辛島 聡志 1, 亀田 勝治 1, 西田 直代 2, 石堂 克哉 1, 杉田 保雄 3, 一ツ松 勤 1 
               
S5-2  脳実質病変を伴う肥厚性硬膜炎の一例   

1済生会熊本病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2熊本大学医学部附属病院脳神経外科 

鈴木 悠平 1, 牟田 大助 1, 竹崎 達也 1, 加治 正知 1, 賀耒 泰之 1, 竹島 裕貴 1,  
萩田 大地 1, 山城 重雄 1, 武笠 晃丈 2 

      

S5-3 全身性痙攣発作で発症した肥厚性硬膜炎の一例   
佐賀大学医学部 1脳神経外科, 2脳神経内科, 3病理部・病理診断部   

岩下 英紀 1, 中原 由紀子 1, 増岡 淳 1, 下川 尚子 1, 緒方 敦之 1, 井上 浩平 1, 
吉岡 史隆 1, 若宮 富浩 1, 中城 博子 1, 坂本 祐史 1, 阿部 竜也 1, 井手 俊宏 2, 
原 英夫 2, 青木 茂久 3, 花島 克幸 3, 戸田 修二 3      
    

S5-4 Multiloculated hydrocephalus を呈したサルコイドーシスの一例 
宮崎大学医学部 1臨床神経科学講座脳神経外科学分野, 2病理学講座構造機能病態学分野 

田村 充 1, 松元 文孝 1, 武石 剛 1, 横上 聖貴 1, 佐藤 勇一郎 2, 竹島 秀雄 1  
 



■ランチョンセミナー（領域講習 1 単位） ： 総合研究棟 3 階 講習室  
        12：00～13：00 
 

座長：河野 隆幸 （熊本大学） 
 

演題：「脳動脈瘤手術におけるクリッピング手技の基礎と応用」 
 

演者：西 徹 （桜十字病院 院長補佐）  
     共催：株式会社メディカ・ライン 
 
■理事会： 医学教育図書棟 6 階   会議室   12：00～13：00 
 
■支部総会： 医学教育図書棟 6 階 会議室   13：00～13：30 
 

       

セッション 6 脊椎・髄液漏・のう胞性疾患      13：30～14：10 

座長:  野中 将 （福岡大学） 
コメンテータ： 山本真文 （久留米大学） 

S6-1 2 度の手術を要した首下がり症候群の 1 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, 3長崎大学医学部脳神経外科 

田中 達也 1, 本田 英一郎 2, 角田 圭司 3, 劉 軒 1, 桃崎 宣明 1 
 

S6-2 受傷後 19 年が経過した後に気脳症で発症した遅発性髄液漏の一例 
佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館脳神経外科     

桃崎 明彦, 松本 健一, 古川 隆, 溝上 泰一朗, 坂田 修治    
         

S6-3 頭蓋骨に発生した動脈瘤様骨嚢腫の一例 
熊本赤十字病院脳神経外科     

佐々木 謙輔, 長谷川 秀, 田尻 征治, 植田 裕, 三浦 正毅 

 
S6-4  前床突起粘液嚢胞による鼻性視神経症の一例 

長崎大学医学部脳神経外科 

岡村 宗晃, 松永 裕希, 馬場 史郎, 氏福 健太, 吉田 光一, 鎌田 健作, 
松尾 孝之 



セッション 7 脳血管障害（1）    14:10～14：50 

座長:  横上聖貴 （宮崎大学） 
コメンテータ： 森重真毅 （大分大学） 

S7-1  左肺上葉切除後に発症した急性中大脳動脈閉塞症の 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 

坪木 辰平 1, 橋口 昭人 1, 諸木 浩一 1, 徳田 元 1, 武笠 晃丈 2 

 

S7-2 孤発性両側中小脳脚梗塞の一例 
蜂須賀病院脳神経外科 

瀧川 浩介, 前田 善久 
 

S7-3 再灌流療法後に遅発性白質脳症を来たした心原性脳塞栓症の 1 例 
社会医療法人製鉄記念八幡病院脳卒中･神経ｾﾝﾀｰ 1 脳神経外科, 2 脳血管・神経内科 

秋山 智明 1, 山口 慎也 1, 日高 壮意 2, 荒川 修治 2, 佐山 徹郎 1 

 

S7-4 CEA 後の kinking stenosis を危惧し内頚動脈の shortening procedure 
を施行した 1 例 
福岡大学医学部脳神経外科     

垰本 僚太, 小林 広昌, 藤原 史明, 高原 正樹, 森下 登史, 安部 洋, 野中 将,  
東 登志夫, 井上 亨 
               

 

セッション 8 脳血管障害（2）      14：50～15:30    

座長:  諸藤陽一 （長崎大学） 
コメンテータ： 鈴山堅志 （唐津赤十字病院） 

S8-1 頭皮動静脈瘻に対する直達手術 
産業医科大学脳神経外科 

酒井 恭平, 北川 雄大, 中野 良昭, 齋藤 健, 鈴木 恒平, 近藤 弘久, 宮地 裕士, 
藤 圭太, 山本 淳考 

 
 
 



S8-2 頸椎後縦靭帯骨化症  ossification of posterior longitudinal ligament 
(OPLL) に対して椎弓形成術を施行した後に、頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈

ろう cranio-cervical junction dural arteriovenous fistula (CCJ - dAVF)  
を認めた 1 症例 
新小文字病院 1 脊髄脊椎外科治療ｾﾝﾀｰ, 2 脳神経外科,3 新久喜総合病院脳神経外科,  

4 東京品川病院脊髄脊椎外科    

佐々田 晋 1, 藤村 陽都 2, 久壽米木 亮 1, 押方 章吾 2, 谷口 俊介 3, 
藤原 誠人 2, 高橋 雄一 1, 西田 憲記 4       
         

S8-3 頭蓋頸椎移行部 AVF に対し外科的シャント離断術を施行した 1 例 
1 地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科, 2 久留米大学医学部脳神経外科 

杉 圭祐 1, 江藤 朋子 1, 山下 伸 1, 倉本 晃一 1, 森岡 基浩 2 
 

S8-4 骨セメントを用いた interhemispheric approach での前頭洞閉鎖法 
国立病院機構熊本医療センター脳神経外科     

松浦 任, 大塚 忠弘, 中川 隆志, 甲斐 恵太郎 
 
 

■コーヒーブレイク      15：30～15：35 
 
 

セッション 9 脳血管障害（3）    15：35～16:15 

座長:  森重真毅 （大分大学） 
コメンテータ： 大田元 （宮崎大学） 

S9-1 直接血行再建術後に生じた中硬膜動脈瘤の一例 
大分大学医学部脳神経外科     

大西 晃平, 森重 真毅, 津田 聖一, 久光 慶紀, 久保 毅, 藤木 稔 
             

S9-2 頭蓋外椎骨動脈解離によりくも膜下出血を発症した一例 
熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野 

水上 秀紀, 天達 俊博, 大森 雄樹, 佐々木 謙輔, 武笠 晃丈 
 
 

 



S9-3 症候性脳底動脈先端部部分血栓化動脈瘤に対して直達・血管内治療 
の複合手術で治療を行った１例 

  小倉記念病院脳卒中ｾﾝﾀｰ 1 脳神経外科, 2 脳神経内科 

千原 英夫 1, 波多野 武人 1, 安藤 充重 1, 小倉 健紀 1, 鈴木 啓太 1, 
山上 敬太郎 1, 近藤 大祐 2, 鎌田 貴彦 1, 東 英司 1, 坂井 翔建 1, 阪本 宏樹 1, 
永田 泉 1 

         

S9-4 動眼神経麻痺で発症した脳底動脈-上小脳動脈分岐部動脈瘤に対して 
STA-SCA bypass 術とコイル塞栓術を行った一例 
福岡大学医学部脳神経外科 

平田 陽子, 松本 徳彦, 福本 博順, 高原 正樹, 小林 広昌, 安部 洋, 東 登志夫, 
井上 亨          

 

セッション 10 脳血管障害（4）    16：15～16:55 

座長:  増岡 淳 （佐賀大学） 
コメンテータ： 齋藤 健 （産業医科大） 

S10-1 下垂体 macroadenoma の経過観察中に de novo anterior cerebral artery 
aneurysm が破裂した 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 
 

S10-2 Duplicate origin と考えられる中大脳動脈起始部に発生した未破裂脳動脈瘤

の１例  
1 長崎医療ｾﾝﾀｰ初期研修医, 2長崎医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科    

 中村 光流 1, 平山 航輔 2, 原口 渉 2, 日宇 健 2, 川原 一郎 2, 小野 智憲 2,  
   牛島 隆二郎 2, 堤 圭介 2        

         
S10-3 傍前床突起部内頚動脈瘤に関連した眼動脈起始異常の一例 

長崎大学医学部脳神経外科   

大園 恵介, 出雲 剛, 伊木 勇輔, 諸藤 陽一, 堀江 信貴, 案田 岳夫, 
松尾 孝之 

 
 
 
 



S10-4  PICA 起始部 VA 部分血栓化紡錘状動脈瘤に対して OA-PICA bypass 併用

による近位 VA と PICA 起始部閉塞を行った症例  
池友会福岡和白病院脳神経外科    

三小田 享弘, 梶原 真仁, 駒谷 英基, 原田 啓, 福山 幸三    

 

 

閉会の辞      武笠晃丈 

 

 

■FD 講習（領域講習 1 単位）：総合研究棟 3 階 講習室      17：00～18：00 
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