
第 88回  日本脳神経外科九州地方会 プログラム 
 
2004年 9月 18日（土） 
 
セッション１ 
脳血管障害  9:00～ 9:40 

 

座長 詠田眞治（九州大学） 
 

01 Parasagittal dural AVFの一例 
 九州大学病院 脳神経外科 
  ○亀田 勝治、山口 慎也、庄野 禎久、松角 宏一郎、森岡 隆人、詠

田 眞治、佐々木 富男 
   

02 後下小脳動脈遠位部動脈瘤の 1例 
 済生会 日向病院 脳神経外科1)、産業医科大学 脳神経外科2)

  ○秋葉 大輔1)、太田 浩嗣1)、横田 晃2)

   

03 重複中大脳動脈分岐部未破裂動脈瘤の一例 
 熊本大学 医学部 脳神経外科 
  ○工藤 真励奈、森岡 基浩、甲斐 豊、濱田 潤一郎、倉津 純一 
   

04 選択的脳血管造影を行い、ガンマナイフ治療を行なった micro AVM
 天神会新古賀病院 脳神経センター 
  ○金屋敷 享江、伊藤 理、石堂 克哉、後藤 勝弥、宮園 正之 
   

05 先天的右内頚動脈欠損に合併した前交通動脈瘤破裂の 1例 
 白十字病院 脳神経外科1)、白十字病院 放射線科2)、福岡大学 脳神経外科3)

  ○吉野 慎一郎1)、重川 誠二1)、溝口 強美1)、新井 鐘一2)、山本 正昭3)、

福島 武雄3)

   
 

 
 

セッション２ 
脊髄脊椎  9:40～10:20 

 

座長 西田憲記（小文字病院） 
 

06 石灰沈着性急性頚長筋腱炎の２症例 
 白石共立病院 脳神経脊髄外科1)、佐賀大学 医学部 放射線科2)

  ○橋川 正典1)、本田 英一郎1)、江頭 秀哲1)、野尻 淳一2)

   

07 経硬膜的に摘出を行わざるをえなかった腰椎椎間板ヘルニアの２例



 医療法人財団池友会小文字病院 脊髄脊椎外科 
  ○西田 憲記、井上 崇文、小川 浩一 
   

08 神経線維腫症 1型に合併した椎骨動静脈瘻の 1例 
 長崎労災病院 脳神経外科 
  ○吉岡 努、氏福 健太、清水 正、山下 弘己、横山 博明 
   

09 下位頸椎ー頸胸椎移行部脱臼損傷の一手術例 
 久留米大学 医学部 脳神経外科 
  ○折戸 公彦、服部 剛典、内門 久明、重森 稔 
   

10 第 6/7頚椎に発生した化膿性椎間板炎の一症例 
 池友会福岡和白病院脳神経外科 
  ○一ノ瀬 誠、隈元  真志、福山 幸三、高木 勝至 
   

 

 
 

セッション３ 
合併症、その他 10:20～11:00 

 

座長 藤木 稔（大分大学） 
 

11 V-Pシャントチューブによる胃穿通の一例 
 佐賀大学 医学部 脳神経外科 
  ○増岡 淳、香畑 智彦、峯田 寿裕、田渕 和雄 
   

12 急性出血性白質脳炎と思われた一例 
 産業医科大学 医学部 脳神経外科 
  ○出井 勝、斉藤 健、浦崎 永一郎、横田 晃 
   

13 特発性髄液鼻漏の一手術例 －原因検索について－ 
 佐世保中央病院 脳神経外科1)、福岡大学 脳神経外科2)、福岡大学 放射線科3)

白十字病院 脳神経外科4)

  ○大村 忠寛1)、阪元 政三郎2)、高尾 聖二4)、高野 浩一3)、宇都宮 英

綱3)、福島 武雄2)

   

14 開頭術後１２年を経過し緊張性気脳症をきたした一例 
 十善会病院 脳神経外科1)

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・制御学講座 神経病態制御学2)

  ○諸藤 陽一1)、出雲 剛1)、笠 伸年1)、永田 泉2)

   

15 神経内視鏡下第三脳室開窓術後３年目に再手術を要した１例 
 国立病院機構 九州医療センター 脳神経外科1)、山元外科病院 脳神経外科2)

  ○松野 左和子1)、佐山  徹郎1)、卯田 健1)、八尋 龍巳1)、井上 亨1)、

岡 一成2)

   
 



 
 
 

セッション４ 
外傷、その他 11:00～11:40 

 

座長 山本正昭（福岡大学） 
 

16 クモ膜嚢腫に合併した慢性硬膜下血腫の小児の１例 
 白石共立病院 脳神経脊髄外科 
  ○橋川 正典、本田 英一郎 
   

17 ローラーコースターが原因と考えられた硬膜下血腫の１例 
 正島脳神経外科病院 
  ○正島 和人、正島 隆夫 
   

18 慢性硬膜下血腫術後に合併したテント下出血の一例 
 熊本赤十字病院 脳神経外科1)、九州記念病院 脳神経外科2)

熊本大学 医学部 脳神経外科3)

  ○大森 雄樹1)、賀来 泰之1)、山本 恵三1)、北村 伊佐雄1)、三浦 正毅1)、

曽山 直宏2)、倉津 純一3)

   

19 錐体骨破壊を伴った後頭蓋窩血腫の 1例 
 国立長崎医療センター 
  ○吉田 光一、戸田 啓介、平尾 朋仁、小野 智憲、鎌田 健作、陶山

一彦、馬場 啓至、米倉 正大 
   

20 特発性頭蓋内内頚動脈解離の２例 
 福岡大学病院 脳神経外科1)、福岡大学病院 神経放射線科2)

  ○竹本 光一郎1)、岩朝 光利1)、野田 大輔1)、阪元 政三郎1)、福島 武

雄1)、宇都宮 英綱2)、高野 浩一2)、黒岩 大三2)

   

 

 

理事会  １１：３０～ 

支部総会 １２：００～ 

 

理事会・支部総会 会場 

医学部教育 2号館 201 教室 
 
 
 
 



セッション５ 
良性腫瘍 13:00～13:40 

 

座長 阿部雅光（佐賀大学） 
 

21 多発性脳腫瘍（神経鞘腫と下垂体腺腫）の一症例  
 一ノ宮脳神経外科1)、大分大学脳神経外科2)

  ○阿部 英治1)、丸岩 光1)、一ノ宮 知典1)、古林  秀則2)

   

22 慢性硬膜下血腫を伴った円蓋部髄膜腫の 1手術例 
 済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科1)、熊本大学 医学部 脳神経外科2)

  ○住吉 学1)、山城 重雄1)、平原 正志1)、西 徹1)、古賀 一成1)、牟田

大助1)、滝口 浩祐1)、藤岡 正導1)、倉津 純一2)

   

23 Intrasellar meningiomaの 1例 
 熊本大学 医学部 脳神経外科 
  ○吉田 晋介、矢野 茂敏、築城 裕正、倉津 純一 
   

24 副神経鞘腫の一例 
 天草地域医療センター 脳神経外科1)、熊本大学 医学部 脳神経外科2)

  ○竹崎 達也1)、植村 正三郎1)、木村 浩1)、倉津 純一2)

   

25 急性の頭痛で発症した両側傍矢状洞髄膜腫の一例 
 麻生飯塚病院 脳神経外科 
  ○野中 大樹、吉川 雄一郎、久田 圭、由比 文顕、名取 良弘 
   

 

 
 

セッション６ 
悪性腫瘍 13:40～14:20 

 

座長 新納正毅（鹿児島大学） 
 

26 脳ドックMRIで発生過程が観察された gliosarcomaの一例 
 九州大学 医学部 脳神経外科 
  ○有村 公一、山口 慎也、庄野 禎久、森岡 隆人、詠田 眞治、佐々

木 富男 
   

27 長期経過で症状が進行した後頭葉退形成性上衣腫の１例 
 鹿児島大学 大学院 医歯学総合研究科 脳神経病態制御外科学1)

群馬大学 大学院 医学系研究科 病態病理学分野2)

  ○内田 裕之1)、大吉 達樹1)、小原 壮一1)、竹島 秀雄1)、新納 正毅1)、

中里 洋一2)

   

28 Exophytic growthを伴った高齢者小脳膠芽腫の一例 



 熊本赤十字病院 脳神経外科1)、熊本大学 医学部 脳神経外科2)

  ○北村 伊佐雄1)、賀来 泰之1)、大森 雄樹1)、山本 恵三1)、三浦 正毅1)、

中村 英夫2)、倉津 純一2)

   

29 Pilocytic astrocytomaの２例 
 福岡大学病院 脳神経外科1)、福岡大学病院 神経放射線科2)、福岡大学病院 小児科3)

  ○西川 渉1)、継  仁1)、福島 武雄1)、宇都宮 英綱2)、高野 浩一2)、

柳井 文男3)

   

30 Glioneuronal tumor with neuropil-like islandsの一例 
 佐賀県立病院好生館 脳神経外科  
  ○萩原 直司、坂田 修治 
   

 

 
セッション７ 
トルコ鞍、松果体部腫瘍 14:20～15:00 

 

座長 三浦正毅（熊本赤十字病院） 
 

31 Pituitary adenoma with neuronal choristoma(PANCH)の一例 
 鹿児島市立病院 脳神経外科1)、鹿児島市立病院 病理研究検査室2)

  ○平野 拓郎1)、中間 哲郎1)、安榮 良悟1)、石井 毅1)、山田 正彦1)、

友杉 哲三1)、平原 一穂1)、上津原 甲一1)、松木田 純香2)、末吉 和

宣2)

   

32  pineocytomaの１例 
 熊本セントラル病院 脳神経外科1)、福岡大学医学部 脳神経外科2)

  ○池田 耕一1)、永嶋 智成1)、継 仁2)、山本 正昭2)、福島 武雄2)

   

33 著明な石灰化を呈し、高プロラクチン血症を合併した鞍内・鞍上部

腫瘍の一例 
 大分大学 医学部 脳神経外科1)、河野脳神経外科病院2)

  ○阿南 光洋1)、井上 亮1)、阿部 竜也1)、上田 徹1)、藤木 稔1)、児玉

裕司2)、河野 義久2)、古林 秀則1)

   

34 肺の高分化型腺癌と合併した松果体細胞腫の一例 
 鹿児島大学 脳神経病態制御外科学1)、熊本大学大学院医学薬学研究部脳神経外科2)

  ○小原 壮一1)、大吉 達樹1)、竹島 秀雄1)、新納 正毅1)、倉津 純一2)

   

35 鞍上部類皮嚢腫の一例 
 宮崎大学 医学部付属病院 脳神経外科 
  ○是枝 麻子、脇坂 信一郎、中野 真一、森山 拓造 
   

 
 
 



セッション８ 
閉塞性脳血管障害 15:00～15:40 

 

座長 堤 圭介（長崎大学） 
 

36 Long segment頚部内頸動脈狭窄症に対する血行再建術 
 九州医療センター脳神経外科1)、九州医療センター放射線科2)

九州医療センター脳血管内科3)

  ○卯田 健1)、井上 とおる1)、佐山 徹郎1)、八尋 龍巳1)、安森 弘太郎2)、

松野 左和子1)、池田 次郎1)、岡田 靖3)

   

37 中大脳動脈急性閉塞に対し冠動脈ステントによる経皮的血管形成術

が奏功した 1例 
 小倉記念病院 脳神経外科 
  ○岩室 康司、中原 一郎、東 登志夫、渡邉 芳彦、平田 英周、奥 高

行 
   

38 外頚動脈からの側副血行の発達した右総頚動脈閉塞と左頚部内頚動

脈狭窄を呈した一例 
 佐世保共済病院 脳神経外科 
  ○濱田 康宏、山川 勇造、福井 仁士 
   

39 急性期内頚動脈起始部高度狭窄患者に緊急内膜剥離術（CEA）を施
行した 3例 

 大分中村病院 脳神経外科 
  ○花岡 真実、瀧本 理、大林 正明 
   

40 Tandem lesionを伴った内頚動脈狭窄症の 1例 
 宮崎大学 医学部 脳神経外科 
  ○武石 剛、中野 真一、是枝 麻子、杉本 哲朗、川添 琢磨、脇坂 信

一郎 
   

 

 
 

セッション９ 
転移性腫瘍、その他 15:40～16:20 

 

座長 中野真一（宮崎大学） 
 

41 転移性脳腫瘍内出血をきたした非セミノ－マ精巣腫瘍の 1例 
 九州労災病院 脳神経外科1)、九州労災病院 泌尿科2)

  ○大田 正流1)、竹下 岩男1)、松岡 士郎1)、中島 信能2)

   

42 右耳介後部に生じた sinus pericraniiの症例 



 北九州市立医療センター 脳神経外科 
  ○中崎 清之、古賀 広道、勝田 俊郎、中垣 博之 
   

43 内視鏡下に摘出を行った高齢者第三脳室内頭蓋咽頭腫の一例 
 久留米大学 医学部 脳神経外科 
  ○坂田 清彦、寺崎 瑞彦、内門 久明、宮城 尚久、倉本 晃一、徳富

孝志、重森 稔 
   

44 脳転移をきたした前立腺がんの 1例 
 佐賀大学 医学部 脳神経外科1)、佐賀大学 医学部 泌尿器科2)

  ○香畑 智彦1)、中原 由紀子1)、増岡 淳1)、阿部 雅光1)、田渕 和雄1)、

有働 和馬2)、西村 和重2)、真崎 善二郎2)

   

45 前頭骨と胸椎に発生した骨原発性リンパ腫の一例 
 飯塚病院 脳神経外科1)、九州大学脳神経外科2)

  ○吉川 雄一郎1)、野中 大樹1)、久田 圭1)、由比 文顕1)、名取 良弘1)、

詠田 眞治2)

   
 

 
セッション１０ 
小児、その他 16:20～17:00 

 

座長 浦崎永一朗（産業医科大学） 
 

46 左動眼神経に発生した Endodermal cystの一例 
 長崎大学 医学部歯学部附属病院 脳神経外科1)

長崎大学 医学部歯学部附属病院 病理部2)

  ○奥永 知宏1)、林 之茂1)、松尾 孝之1)、林 徳真吉2)、堤 圭介1)、永

田 泉1)

   

47 OEIS complexの一例 
 長崎大学 医学部 附属病院 脳神経外科1)、長崎大学 医学部 附属病院 小児科2)

  ○川久保 潤一1)、牛島 隆二郎1)、松尾  孝之1)、永田 泉1)、田川 正

人2)、角 至一郎2)

   

48 第 4脳室開口部膜様閉塞による水頭症 
 大分県立病院 脳神経外科1)、大分大学 脳神経外科2)、熊本大学 脳神経外科3)

  ○丸山 崇1)、若林 礼浩1)、是松 幸二郎1)、吉岡 進1)、古林 秀則2)、

倉津 純一3)

   

49 脊髄 neurenteric cystの１例 
 大分県立病院 脳神経外科1)、大分大学 脳神経外科2)、熊本大学 脳神経外科3)

  ○丸山 崇1)、若林 礼浩1)、是松 幸二郎1)、吉岡 進1)、古林 秀則2)、

倉津 純一3)

   

50 嚥下障害で発症したくも膜嚢胞の一例 
 福岡市民病院 脳神経外科1)、福岡市民病院 神経内科2)



  ○上野 雄史1)、平川 勝之1)、松本  省二2)、長野 祐久2)

   
 


