
第 90 回 日本脳神経外科学会九州地方会 プログラム 
 

2005 年 6 月 4 日（土） 
 
セッション１ 
血管障害   9:00～ 9:40    座長 詠田眞治（九州大学） 

 
 

01 バセドウ病に脳主幹動脈の狭小化を合併した一例 
 白十字病院 脳神経外科 1)、白十字病院 神経放射線科 2)、福岡大学 脳神経外科 3) 
  ○重川 誠二 1)、八尋 龍巳 1)、継 仁 1)、溝口 強美 1)、新井 鐘一 2)、

福島 武雄 3) 
   

02 くも膜下出血で発症した carotid rete mirabile の一例 
 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) 
  ○平山 貴久 1)、西 徹 1)、古賀 一成 1)、濱田 一也 1)、後藤 智明 1)、

加治 正知 1)、坪田 誠之 1)、倉津 純一 2)、藤岡 正導 1) 
   

03 吃逆にて発症した延髄 vascular malformation の一手術例 
 九州大学 脳神経外科 
  ○左村 和宏、橋口 公章、有村 公一、宮城 靖、溝口 昌弘、詠田 眞

治、佐々木 富男 
   

04 転移性脳腫瘍内出血に引き続き繰り返し出血した多発性海綿状血管

腫の一例 
 新日鐵八幡記念病院 脳神経外科 1)、新日鉄八幡記念病院 脳血管内科 2) 
  ○井上 琢哉 1)、藤本 茂 2)、鈴木 聡 1) 
   

 

  
セッション２ 

AVF    9:40～10:20    座長 兵頭明夫（琉球大学） 
 

 
05 経静脈的塞栓術にて根治した、isolated sinus となった硬膜動静脈瘻の

1 例 
 社会保険小倉記念病院 
  ○岩室 康司、中原 一郎、東 登志夫、岩朝 光利、渡邉 芳彦、常俊

顕三、宗光 俊博、Mahmoud Taha 
   

06 テント上に脳動静脈奇形と動静脈瘻を合併した一例 
 琉球大学 医学部 脳神経外科 1)、中部徳洲会病院 2)、沖縄県縄県立中部病院 3) 

勝田病院 水戸ガンマハウス 4) 
  ○伊藤 公一 1)、兵頭 明夫 1)、嶺井 聡 2)、稲次 忠介 1)、 

與那覇 博克 1)、市倉 明男 3)、山本 昌昭 4)、吉井 與志彦 1) 



   

07 横洞部硬膜動静脈瘻 (non-sinus fistula) の一手術例 
 嬉野医療センター 脳神経外科 
  ○鳥巣 利奈、一ツ松 勤 
   

08 ガレン大静脈瘤様の所見を呈した硬膜動静脈瘻の一例 
 新古賀病院 脳神経センター 
  ○有村 公一、伊藤 理、後藤 勝弥、石堂 克哉、宮園 正之 
   

 

 
 
セッション３ 
動脈瘤   10:20～11:10    座長 堤 圭介（長崎大学） 

      
 

09 破裂部位の診断に苦難した SAH の一症例 
 福岡徳洲会病院 脳神経外科 
  ○田中 康恵、大浅 貴朗、吉田 英紀、金子 好郎、河野 輝昭 
   

10 高地にて発症し保存治療で軽快した内頚動脈海綿静脈洞部巨大動脈

瘤の１例 
 大分県立病院 脳神経外科 1)、大分大学医学部脳神経外科 2)、 

熊本大学医学部脳神経外科 3) 
  ○永井 康之 1)、吉岡 進 1)、丸山 崇 1)、是松 幸二郎 1)、古林 秀則 2)、

倉津 純一 3) 
   

11 内頚動脈重複中大脳動脈分岐部未破裂動脈瘤の 1 例 
 大分県立病院 脳神経外科 1)、大分大学医学部脳神経外科 2)、 

熊本大学医学部脳神経外科 3) 
  ○永井 康之 1)、吉岡 進 1)、丸山 崇 1)、是松 幸二郎 1)、古林 秀則 2)、

倉津 純一 3) 
   

12 真の破裂後交通動脈瘤の二症例 
 国立病院機構長崎医療センター脳神経外科 
  ○氏福 健太、陶山 一彦、吉田 光一、小野 智憲、高畠 英昭、戸田

啓介、馬場 啓至、米倉 正大 
   

13 頸部内頸動脈動脈瘤の１症例 
 長崎労災病院 脳神経外科 1)、長崎大学医学部 脳神経外科 2) 
  ○吉岡 努 1)、宗 剛平 1)、清水 正 1)、山下 弘己 1)、横山 博明 1)、 

永田 泉 2) 
   

 

  
 
 



 

セッション４ 
血管内外科  11:10～12:00  座長 中野真一（宮崎大学） 

 
 

14 抜歯後に発生した外傷性動静脈瘻の一例 
 佐賀大学 医学部 脳神経外科 1)、佐賀大学 医学部 放射線科 2) 

佐賀大学 医学部 口腔外科 3)、大津市民病院 脳神経外科 4) 
  ○大石 豪 1)、田渕 和雄 1)、高瀬 幸徳 2)、原田 大二 3)、池田 周平 3)、

小泉 徹 4) 
   

15 内頚動脈前壁血豆状動脈瘤に対して血管内手術を施行した一症例 
 佐世保市立総合病院 脳神経外科 
  ○江崎 泰之、鎌田 健作、馬場 史郎、高畠 英昭、上之郷 眞木雄 
   

16 対側椎骨動脈低形成の破裂解離性椎骨動脈瘤に STA-SCA吻合術,coil
塞栓術を行った 1 例 

 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)、浜の町病院 3) 
  ○竹本 光一郎 1)、卯田 健 1)、佐山 徹郎 1)、川原 卓馬 1)、井上 亨 1)、

安森 弘太郎 2)、松島 俊夫 3) 
   

17 血行再建術待機中に急性閉塞を起こした内頚動脈狭窄症の一例 
 社会保険 小倉記念病院 脳神経外科 
  ○岩朝  光利、中原 一郎、東 登志夫、岩室 康司、渡邉 芳彦、常俊

顕三、宗光 俊博、Taha Mahmoud 
   

41     多発性ノカルジア脳膿瘍の１例 
           九州労災病院 脳外科 1)、内科 2)、病理 3) 

                        ○大田正流 1)、竹下岩男 1)、古藤真里 2)、濱田哲夫 3) 

 
理事会 11:30～ 2 階 第 2 会議室 
臨時支部総会 12:00～ １階 第１会議室 

  
 
 
セッション５ 
外傷・感染 他  13:00～13:40 

座長 中山顕児（大牟田市立総合病院） 
 

18 脳神経外科疾患と高気圧酸素治療 
 産業医科大学 脳神経外科 高気圧治療部 
  ○合志 清隆 
   



19 痙攣重積治療中に薬剤性血管炎に起因したと考えられる上大静脈血

栓症を来した一例 
 福岡大学 救命救急センター1)、福岡大学 脳神経外科 2)、福岡大学 放射線科 3) 
  ○武村 有祐 1)、岩朝 光利 1)、竹本 光一郎 1)、重本 典子 1)、 

大脇 和男 1)、継  仁 1)、福島 武雄 2)、東原 秀行 3) 
   

20 経過中に失語症、右片麻痺および錯語様メールをきたした亜急性期

硬膜下血腫の 1 症例 
 福岡徳洲会病院 脳神経外科 
  ○久貝 宮仁、金子 好郎、河村 健太郎、田中 康恵、福田 健治、 

吉田 秀紀、大浅 貴朗、河野 輝昭 
   

21 Tissue Expander による皮弁形成を要した多発脳動脈瘤の１例 
 佐賀大学 医学部 脳神経外科 1)、佐賀大学 医学部 形成外科 2) 
  ○緒方 敦之 1)、井上 浩平 1)、古田 誠 1)、増岡 淳 1)、峯田 寿裕 1)、

上村 哲司 2)、田渕 和雄 1) 
   

 

 
 
セッション６ 
脳腫瘍 1  13:40～14:10  座長 土持廣仁（福岡赤十字病院） 

 
 

22 急性小脳炎と鑑別が困難であった成人小脳グリオーマの一例 
 熊本大学 医学部 脳神経外科 1)、熊本大学 医学部 神経内科 2) 
  ○大田 和貴 1)、中村 英夫 1)、牧野 敬史 1)、矢野 茂敏 1)、 

長谷川 秀 1)、工藤 真励奈 1)、森岡 基浩 1)、倉津 純一 1)、森 麗 2)、

内野 誠 2) 
   

23 ADC 低値を示した anaplastic astrocytoma の一例 
 熊本赤十字病院 脳神経外科 1)、熊本大学 脳神経外科 2) 
  ○大森 雄樹 1)、三浦 正毅 1)、植田 裕 1)、山本 恵三 1)、 

北村 伊佐雄 1)、中村 英夫 2)、牧野 敬史 2)、倉津 純一 2) 
   

24 アミノレブリン酸を用いた光線力学的診断が全摘出に有用だった膠

芽腫の 1 症例 
 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 神経病態制御学教室 1) 

長崎大学医学部付属病院 病理部 2) 
  ○林 之茂 1)、松尾 孝之 1)、堤 圭介 1)、永田 泉 1)、林 徳真吉 2) 
   

 

 
 
 
  



セッション７ 
脳腫瘍 2  14:10～14:40   座長 平原一穂（鹿児島市立病院） 

    
 

25 小脳血管芽腫内に腎細胞癌の転移を認めた一例 
 久留米大学 医学部 脳神経外科 
  ○福島 慎太郎、寺崎 瑞彦、刈茅 崇、倉本 晃一、坂田 清彦、 

重森 稔 
   

26 眼窩内腺様嚢胞癌の一例 
 麻生 飯塚病院 脳神経外科 
  ○亀田 勝治、山田 哲久、久田 圭、今本 尚之、由比 文顕、 

名取 良弘 
   

27 HTLV-１に関連した原発性中枢性悪性リンパ腫の 1 例 
 大分大学 医学部 脳神経外科 1)、大分大学 医学部 血液内科 2) 
  ○大場 寛 1)、阿部 竜也 1)、井上 亮 1)、上田 徹 1)、藤木 稔 1)、古林

秀則 1)、菊池 博 2) 
   

 

  
セッション８ 
脳腫瘍 3   14:40～15:20    座長 藤木 稔（大分大学） 

  
 

28 胞体内空胞性変化を伴った側脳室上衣腫の一例 
 佐世保共済病院 脳神経外科 1)、佐世保共済病院 臨床検査室病理 2) 
  ○濱田 康宏 1)、山川 勇造 1)、井関 充及 2)、福井 仁士 1) 
   

29 腫瘍内出血で発症した側脳室三角部 pilocytic astrocytoma の 1 例 
 福岡赤十字病院 脳神経外科 1)、福岡赤十字病院 病理部 2)、福岡大学 脳神経外科 3) 
  ○川口  寛 1)、河岡 大悟 1)、橋本 昌典 1)、土持 廣仁 1)、中島 豊 2)、

継 仁 3)、福島 武雄 3) 
   

30 術中 MEP が有効であった蝶形骨縁髄膜腫の一例 
 飯塚病院 
  ○山田 哲久、亀田 勝治、久田 圭、今本 尚之、由比 文顕、 

名取 良弘 
   

31 硬膜外アプローチが有用であった中頭蓋窩髄膜腫の一例 
 宮崎大学 医学部 付属病院 脳神経外科 1)、宮崎大学 医学部 付属病院 放射線科 2) 
  ○是枝 麻子 1)、森山 拓造 1)、杉本 哲朗 1)、中野 真一 1)、 

脇坂 信一郎 1)、小玉 隆男 2) 
   

 

 
 



 
セッション９ 
奇形   15:20～15:40  座長 吉岡  進（大分県立病院） 

 
 
32 小脳形成不全を伴った全前脳胞症の 1 例 
 長崎大学 脳神経外科 1)、長崎大学小児科 2) 
  ○日宇 健 1)、牛島 隆二郎 1)、田川 正人 2)、松尾 孝之 1)、 

北川 直毅 1)、堤 圭介 1)、永田 泉 1) 
   

33 上衣嚢胞と考えられた１例 
 荒尾市民病院 脳神経外科 1)、荒尾市民病院 臨床病理科 2)、熊本大学 脳神経外科 3) 
  ○篠島 直樹 1)、不破 功 1)、大久保 勝美 1)、大河原 進 2)、 

倉津 純一 3) 
   

 

 
  

セッション 10 

脊椎･脊髄 1  15:40～16:20  座長 阿部雅光（佐賀大学） 
 

 
34 膀胱直腸障害のみを呈した馬尾神経鞘腫の１手術例 
 久留米大学 医学部 脳神経外科 
  ○香月 裕志、内門 久明、村岡 範裕、重森 稔 
   

35 腰部硬膜に転移した anaplastic astrocytoma の一例 
 九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科 
  ○吉川 雄一郎、庄野 禎久、溝口 昌弘、井上 大輔、森岡 隆人、 

佐々木 富男 
   

36 Spinal Perimedullary AVF の一例 
 福岡大学 脳神経外科 1)、福岡大学 放射線科 2) 
  ○河岡 大悟 1)、野田 大輔 1)、野中  将 1)、阪元 政三郎 1)、福島 武

雄 1)、高野 浩一 2)、宇都宮 英綱 2) 
   

37 腰仙部に発生した premembrabous hematoma の２例 
 医療法人静便堂 白石共立病院 脳神経脊髄外科 1)、佐賀大学 医学部 病理 2) 
  ○橋川 正典 1)、本田 英一郎 1)、杉田  保雄 2) 
   

 

 
 
 
 



  
セッション 11 
脊椎･脊髄 2  16:20～16:50 座長 西田憲記（小文字病院） 

 
 
38 骨硬化性像を呈した胸、腰椎 multiple myeloma の１例 
 医療法人静便堂 白石共立病院 脳神経脊髄外科 
  ○橋川 正典、本田 英一郎 
   

39 脊髄腫瘍と鑑別を要した外傷性頚髄症の症例 
 九州厚生年金病院脳神経外科 
  ○中崎 清之、金子 陽一、山辺 和俊 
   

40 同時期に前方後方手術を要した頚椎変性疾患の検討 
 医療法人財団池友会小文字病院 脊髄脊椎外科 
  ○井上 崇文、西田 憲記、島田 健司 
   

 


