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●セッション１  
脳動脈瘤 9:00～ 9:45  座長 兵頭明夫（琉球大学） 

 
 
01 PICA 末梢解離性動脈瘤と思われた一例 
 川内市医師会立市民病院 脳神経外科 1) 

鹿児島大学医学部 脳神経外科 2) 
  ○谷口 歩 1)、土屋 政寛 2)、田実 謙一郎 1)、時村 洋 1) 
   

02 解離性前大脳動脈瘤の一剖検例 
 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) 

福岡大学 病理部 4) 
  ○重川 誠二 1)、継 仁 1)、溝口 強美 1)、新井 鐘一 2)、福島 武雄 3)、

濱崎 慎 4)、鍋島 一樹 4) 
   

03 脳梗塞で発症しくも膜下出血を起こした前大脳動脈解離性動脈瘤の

一例 
 新古賀病院 脳神経センター 
  ○有村 公一、一ッ松 勤、石堂 克哉、伊藤 理 
   

04 脳梗塞急性期にくも膜下出血をおこした１例 
 熊本セントラル病院 脳神経外科 池田耕一 1) 

福岡大学 医学部 放射線科 2) 

福岡大学 医学部 脳神経外科 3) 
  ○池田 耕一 1)、山本 正昭 1)、白石 昭治 1)、宇都宮 英綱 2)、福島 武

雄 3) 
   

05 複合手術にて治療を行った Midline vertebro-basilar junction aneurysm 
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) 

森の木脳神経外科 脳神経外科 3) 
  ○大石 豪 1)、上田 茂雄 1)、峯田 寿裕 1)、安部 雅光 1)、高瀬 幸徳 2)、

古賀 久伸 3) 
   

 

  
 



●セッション 2  
AVM, AVF 他  9:45～10:30 座長 中野真一（宮崎大学） 

 
 
06 ダウン症および Eisenmenger 症候群に併発した出血発症の前頭蓋底

硬膜動静脈瘻の一例 
 社会保険小倉記念病院 脳神経外科 
  ○宗光 俊博、中原 一郎、東 登志夫、岩室 康司、渡邉 芳彦、松本

省二、菊地 哲広 
   

07 Parkinsonism で発症した海綿静脈洞硬膜動静脈瘻の一例 
 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) 
  ○吉岡 史隆 1)、大石 豪 1)、野田 公寿茂 1)、高瀬 幸徳 2)、阿部 雅光

1) 
   

08 定位放射線照射後 11 年の経過で慢性被包化脳内血腫を生じた脳動

静脈奇形の一例 
 九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科 1) 

長崎大学 脳神経外科 2) 
  ○尾中 貞夫 1)、松本 健一 1)、吉川 雄一郎 1)、溝口  昌弘 1)、森岡 隆

人 1)、詠田 眞治 1)、松尾 孝之 2)、佐々木 富男 1) 
   

09 流入血管の同定が困難であった脊髄硬膜動静脈瘻（spinal dAVF）の

一例 
 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) 

広島大学 大学院 医歯薬学総合研究科 脳神経外科 2) 
  ○貞村 祐子 1)、湯之上 俊二 1)、永山 哲也 1)、八代 一孝 1)、新納 正

毅 1)、山口 智 2)、有田 和徳 1) 
   

10 Cervical spondylosis による椎骨脳底狭窄症の一症例 
 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) 
  ○氏福 健太 1)、角田 圭司 1)、日宇 健 1)、林 健太郎 1)、北川 直毅 1)、

堤 圭介 1)、永田 泉 1)、林 徳眞吉 2) 
   

 

  
 

●セッション 3  
脳血管障害(その他)10:30～11:15 座長 詠田眞治（九州大学） 

 
 
11 妊娠中に発症した脳出血の 3 症例 
 鹿児島市立病院 脳神経外科 
  ○坂元 健一、平原 一穂、山田 正彦、石井 毅、渡邉 剛助、中瀬 孝、

友杉 哲三、上津原 甲一 



   

12 多発性海綿状血管腫の 1 例 
 大分大学医学部脳神経外科 
  ○森重 真毅、杉田 憲司、若林 礼浩、阿部 竜也、石井 圭亮、肥川

誉慎、藤木 稔、古林 秀則 
   

13 経過観察中に海綿状血管腫を生じたモヤモヤ病の 1 例 
 大分県立病院 脳神経外科 1) 

熊本大学大学院 医学薬学研究部 脳神経外科分野 2) 

大分大学 医学部 脳・神経機能統御講座 3) 
  ○是松 幸二郎 1)、吉岡 進 1)、永井 康之 1)、阿部 英治 1)、古林 秀則

3)、倉津 純一 2) 
   

14  急性期ＣＥＡを施行した内頚動脈狭窄症の一例 
 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 脳血管神経センター 脳神経外科 1) 

独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 脳血管神経センター 脳血管内科 2) 

福岡大学 脳神経外科 3) 
  ○八尋 龍巳 1)、野中  将 1)、横山 葉子 2)、古賀 政利 2)、中根 博 2)、

福島 武雄 3) 
   

15 症候性頸動脈高度狭窄に対し, 二期的経皮的血管形成術を施行した

一例 
 国立病院機構九州医療センター 脳神経外科 1) 

国立病院機構九州医療センター 放射線科 2) 

国立病院機構九州医療センター 脳血管内科 3) 
  ○竹本 光一郎 1)、卯田 健 1)、井上 亨 1)、安森 弘太郎 2)、中溝 玲 1)、

吉川 雄一郎 1)、岡村 耕一 1)、平田 陽子 1)、岡田 靖 3) 
   

 

  
 

●セッション 4  
外傷・感染他 11:15～12:10 座長 徳富孝志（久留米大学） 
 
 
16 くも膜嚢胞に合併した慢性硬膜下血腫の一例 
 福岡赤十字病院 脳神経外科 1) 

吉永脳神経外科クリニック 2) 

福岡大学 脳神経外科 3) 
  ○川口  寛 1)、橋本 昌典 1)、土持 廣仁 1)、吉永 真也 2)、福島 武雄

3) 
   

17 診断に苦慮した経眼窩的穿通性脳損傷の一例 
 長崎労災病院 脳神経外科 1) 

十善会病院 脳神経外科 2) 
  ○奥永 知宏 1)、吉岡 努 1)、出雲 剛 1)、山下 弘己 1)、横山 博明 1)、

清水 正 2) 
   



 
18 頭蓋骨異物除去の一例 
 飯塚病院 脳神経外科 
  ○亀田 勝治、山田 哲久、濱田 康宏、今本 尚之、由比 文顕、名取

良弘 
   

19 松果体部周辺からテント上下面に主座を持つ肉芽腫性硬髄膜炎の一

例 
 琉球大学 医学部 脳神経外科 
  ○宮城 智央、金城 竜也、土田 幸広、安間 伸、伊藤 公一、松本 浩

明、與那覇 博克、杉本 耕一、兵頭 明夫、吉井 與志彦 
   

20 急性発症した化膿性脳室炎の 1 例 
 産業医科大学 脳神経外科 1) 

北九州病院グループ 2) 
  ○秋葉 大輔 1)、中野 良昭 1)、高橋 麻由 1)、宗前 匠 1)、青山 雄一 1)、

太田 浩嗣 1)、西澤 茂 1)、横田 晃 2) 
   

21 限局性頭痛で発症し、急性増悪した大脳縦裂硬膜下膿瘍 
 独立行政法人 労働者健康福祉機構 九州労災病院 脳神経外科 1) 

独立行政法人 労働者健康福祉機構 九州労災病院 神経内科 2) 
  ○佐本 研 1)、大田 正流 1)、竹下 岩男 1)、眞崎 勝久 2) 
   

 

  
 
●ランチョンセミナー (鶴陵会館中ホール 1F) 

12:15～13:05    座長 横山俊一 (南風病院) 
 

演題：下垂体機能低下症に対するホルモン補充療法 

  －より良き治療を目指して－ 

演者：島津 章 (京都医療センター 臨床研究センター長) 
 
 
 
●理事会 (鶴陵会館ゲストルーム 2F) 

12:15～13:15 
 
 
 
 
 



●セッション 5 
 脳腫瘍１ 13:15～14:00  座長 阿部雅光（佐賀大学） 
 
 
22 動脈瘤を合併した延髄下部背側血管芽腫の一手術例 
 福岡大学 脳神経外科 1) 

福岡大学 放射線科 2) 
  ○西川 渉 1)、大村 忠寛 1)、安部 洋 1)、高野 浩一 2)、宇都宮 英綱 2)、

福島 武雄 1) 
   

23 遅発性に頭蓋内転移を来した hemangiopericytoma の 1 手術例 
 久留米大学 脳神経外科 
  ○村岡 範裕、竹内 靖治、宮城 尚久、広畑 優、徳富 孝志、重森 稔
   

24 長期経過で出血を繰り返した Cavernous Angioma と Ependymoma の

合併例 
 熊本大学 医学部 脳神経外科 1) 

公立多良木病院 脳神経外科 2) 
  ○穴井 茂雄 1)、多田 建智 1)、櫻間 智孝 1)、紀 武志 1)、竹島 秀雄 1)、

倉津 純一 1)、小林 修 2)、益満 務 2) 
   

 
25 高齢者髄芽腫の一例 
 宮崎大学 医学部 付属病院 脳神経外科 
  ○新甫 武也、川添 琢磨、山崎 浩司、中野 真一 
   

26 放射線照射後 30 年を経て発症した脳幹部膠芽腫の１例 
 佐世保市立総合病院 脳神経外科 1) 

佐世保市立総合病院 病理部 2) 
  ○竹下 朝規 1)、豊田 啓介 1)、江崎 泰之 1)、鎌田 健作 1)、岩崎 啓介

2)、上之郷 眞木雄 1) 
   

 

  
 

●セッション 6 
 脳腫瘍２ 14:00～14:45  座長 竹島秀雄（熊本大学） 
 
 
27 転移性脳腫瘍の傍に存在し病理標本で偶然発見された側脳室

ependymoma の一例 
 貝塚病院 脳神経外科 1) 

九州大学大学院医学研究科 神経病理学 2) 
  ○村上 信哉 1)、上加世田 和文 1)、鈴木 諭 2) 
   



 
28 カルチノイド腫瘍から頭蓋内転移を来たした 2 例 
 鹿児島大学病院 脳神経病態制御外科学講座 
  ○本村 友美、内田 裕之、西牟田 洋介、大吉 達樹、永山 哲也、八

代 一孝、平野 宏文、新納 正毅、有田 和徳 
   

29 水頭症で発症した中脳水道部脳腫瘍の一例 
 九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科 
  ○西村 中、天野 敏之、鳥巣 利奈、庄野 禎久、溝口 昌弘、森岡 隆

人、佐々木 富男 
   

30 腫瘍性髄膜炎で発症した精巣原発悪性リンパ腫の一例 
 新日鐵八幡記念病院 臨床研修部 1) 

新日鐵八幡記念病院 脳血管内科 2) 

新日鐵八幡記念病院 脳神経外科 3) 

新日鐵八幡記念病院 病理部 4) 
  ○村上 昇 1)、藤本 茂 2)、井上 琢哉 3)、金城 満 4)、鈴木 聡 3) 
   

31 γ-knife 治療後に腫瘍内出血を繰り返した 1 症例 
 藤元早鈴病院 脳神経外科 1) 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻神経病理学脳神経病態制御外科学 2)

  ○森 正如 1)、中村 克己 1)、大坪 俊昭 1)、山崎 一朗 1)、八代 一孝 2)、

有田 和徳 2) 
   

 

  
 

●セッション 7 
 トルコ鞍部病変他 14:45～15:30 座長 藤木稔（大分大学） 
 
 
32 Angiocentric glioma による難治部分てんかんの 1 例 
 国立病院機構長崎医療センター 脳神経外科 1) 

国立病院機構長崎医療センター 研究病理部 2) 

久留米大学 病理学 3) 
  ○小野 智憲 1)、戸田 啓介 1)、馬場 啓至 1)、馬場 史郎 1)、吉田 光一

1)、高畠 英昭 1)、陶山 一彦 1)、米倉 正大 1)、新野 大介 2)、杉田 保

雄 3) 
   

33 頭蓋底 solitary plasmacytoma の 1 例 
 国立病院機構九州医療センター 脳神経外科 1) 

国立病院機構九州医療センター 放射線科 2) 

国立病院機構九州医療センター 病理 3) 

九州がんセンター 整形外科 4) 
  ○平田 陽子 1)、中溝 玲 1)、井上 亨 1)、卯田 健 1)、吉川 雄一郎 1)、

竹本 光一郎 1)、安森 弘太郎 2)、上杉 憲子 3)、横山 良平 4) 
   



 
34 Dynamic MRI が 診 断 , 生 検 に 有 用 だ っ た Lymphocytic 

infundibuloneurohypophysitis の一例 
 福岡大学 医学部 脳神経外科 1) 

同放射線科 2) 

同内科 3) 
  ○小松 文成 1)、阪元 政三郎 1)、大城 真也 1)、福島 武雄 1)、高野 浩

一 2)、宇都宮 英綱 2)、明比 裕子 3)、吉田 亮子 3)、小野 順子 3) 
   

35 蝶形骨洞粘液嚢腫の二例 
 飯塚病院 脳神経外科 
  ○山田 哲久、亀田 勝治、今本 尚之、濱田 康宏、由比 文顕、名取

良弘 
   

36 トルコ鞍空洞症に合併した髄液鼻漏の１例 
 社会保険小倉記念病院 脳神経外科 
  ○岩室 康司、中原 一郎、東 登志夫、渡邉 芳彦、松本 省二、宗光

俊博、菊地 哲広 
   

 

  
 

●セッション 8 
 脊髄・脊椎 15:30～16:15  座長 太田浩嗣（産業医科大学） 
 
 
37 低侵襲頚椎椎弓形成術(K-Method) 
 長崎大学 医学部附属病院 脳神経外科 
  ○角田 圭司、永田 泉 
   

38 HA ブロックを用いた椎体形成術の 1 例 
 宮崎大学 医学部 附属病院 脳神経外科 
  ○笠 新逸、中野 真一、杉本 哲朗、浅見 尚規 
   

39 頚椎椎弓切除術後遅発性に発症した頚胸椎硬膜外脂肪腫症の１手術

例 
 久留米大学 医学部 脳神経外科 
  ○服部 剛典、内門 久明、前田 充秀、重森 稔 
   

40 脊椎腫瘍の 1 例 
 医療法人財団池友会 小文字病院 脊髄脊椎外科 
  ○高橋  雄一、西田 憲記、井上 崇文、小川 浩一 
   

41 仙骨部症候性 perineurial cyst の 2 例 
 白石共立病院 脳神経脊髄外科 1) 

久留米大学病院 病理 2) 
  ○橋川 正典 1)、本田 英一郎 1)、杉田 保雄 2) 
   



 

  
 

●セッション 9 
 その他 16:15～17:00  座長 新納正毅（鹿児島大学） 
 
 
42 aneurysmal bone cyst の一例 
 熊本大学 脳神経外科 1) 

済生会熊本病院 脳神経外科 2) 
  ○坪田 誠之 1)、紀 武志 1)、牧野 敬史 1)、甲斐 豊 1)、竹島 秀雄 1)、

倉津 純一 1)、西 徹 2) 
   

43 最近 3 年間 8 例の死亡後腎移植ドナーの解析 
 医療法人財団 池友会 小文字病院 脳神経外科 1) 

医療法人財団 池友会 小文字病院 救急救命部 2) 
  ○吉開 俊一 1)、立林 恭子 1)、長嶺 貴一 2) 
   

44 特発性低髄液圧症候群と脊髄腫大について 
 国立病院機構・鹿児島医療センター  脳神経外科 
  ○今村 純一、森 正如、池田 信一 
   

45 頭痛外来における副鼻腔ターゲットＣＴ併用の有用性 
 誠友会南部病院 脳神経外科 
  ○上田 孝 
   

46 脳神経外科病院におけるもの忘れ外来の現状 
 厚地脳神経外科病院 脳神経外科 1) 

厚地脳神経外科・放射線科クリニック 2) 
  ○厚地 正道 1)、高崎 孝二 1)、小田 博重 2)、厚地 政幸 1) 
   

 


