
第９９回日本脳神経外科学会九州支部会プログラム 

2008年6月28日（土）  

 
会場：久留米大学医学部 筑水会館 

 
 

 

セッション１ 血管障害１  9:00～ 9:45 
 

座長 陶山 一彦（長崎大学） 
 

01 頭蓋内内頚動脈解離の4症例 
雪の聖母会 聖マリア病院 脳神経外科 

○ 倉 明彦、中島 進、下川 尚子、中川 摂子、古賀 仁士、高橋 研二、上宮 菜穂子、 

荒巻 ゆかり 

 

02 急性期STA-MCAバイパス術の1例 
新古賀病院 脳神経脳卒中センター 

○ 西村 中、一ッ松 勤、石堂 克哉、伊藤 理 

 

03 皮質下出血を発症した無症候性中大脳動脈閉塞の１症例 
長崎県立島原病院 脳神経外科 1)長崎大学 医学部 脳神経外科 2) 

○ 中本 守人1)、石坂 俊輔2)、川原 一郎1)、松尾 義孝1)、徳永 能治 1) 

 

04 脳梗塞で発症した大動脈解離の一例～アルテプラーゼのピットフォール

～長崎労災病院 脳神経外科 

○ 奥永 知宏、日宇 健、吉岡 努、出雲 剛、横山 博明 

 

05 両側後頭葉脳梗塞で発症した遺残原始動脈(PHA)狭窄症の1例 
医療法人誠和会 和田病院 脳神経外科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)

○ 笠 新逸1)、杉本 哲朗1)、大田 元2)、竹島 秀雄2) 

  



 

セッション２ 血管障害２  9:45～10:30 
 

座長 森岡 基浩（熊本大学） 
 

06  末梢性上小脳動脈瘤の１例高邦会 高木病院 脳神経外科1) 

久留米大学 脳神経外科2) 

○  原 真弥1)、刈茅 崇1)、中原 公宏1)、重森 稔2 

 

07  非分岐部distal MCA動脈瘤の一例 
福岡大学救命救急センター1)同 脳神経外科2)同 病理学3)同 放射線科4) 

○  武村 有祐1)、岩朝 光利1)、石倉 宏恭1)、阪元 政三郎2)、井上 亨2)、坂田 則行3)、高野 浩

一4) 

 

08  Azygos anterior cerebral arteryに合併した破裂能動脈瘤の一例 
琉球大学 医学部 脳神経外科学講座1)獨協医科大学越谷病院脳神経外科2) 

○  外間 洋平1)、兵頭 明夫2)、安間 伸1)、久志 助光1)、金城 繁正1)、伊藤 公一1)、与那覇 克

博1)、土田 幸広1)、吉井 與志彦1) 

 

09  前頭葉脳内血腫を伴うくも膜下出血で発症した後大脳動脈瘤の一例 
佐世保中央病院 脳神経外科1)福岡大学医学部 脳神経外科2) 

○  八尋 龍巳1)、安部 洋1)、井上 亨2) 

 

10  Growing up aneurysmの一例 
独立行政法人 国立病院機構 嬉野医療センター 脳神経外科1)新古賀病院2)九州大学大学院医学研究

院 脳神経外科3) 

○  石橋 秀昭1)、宮園 正之1)、伊藤  理2)、一ッ松 勤2)、鳥巣 利奈3)、佐々木 富男3) 

  
 

セッション３ 血管障害３ 10:30～11:15 
 

座長 上原 久生（宮崎大学） 
 

11  急性硬膜下血腫で発症した篩骨部硬膜動静脈瘻の１例 
福岡和白病院 脳神経外科 

○ 角本 孝介、玉置 裕一郎、一ノ瀬 誠、福山 幸三、白水 徹 

 

12  静脈洞血行再建が奏効した静脈洞交会部硬膜動静脈瘻の１例 
小倉記念病院 脳神経外科 

○ 武澤 正浩、中原 一郎、東 登志夫、岩室 康司、渡邉 芳彦、松本 省二、村田 大樹 

 

13  経静脈アプローチが可能であった横‐S状静脈洞部isolated sinus型硬膜

動静脈瘻の1例 
長崎大学 医学部 脳神経外科 

○  福田 雄高、石坂 俊輔、竹下 朝規、溝田 新吾、宗 剛平、諸藤 陽一、林 健太郎、北川 直

毅、陶山 一彦、永田 泉 



14  くも膜下出血で発症した頭蓋頚椎移行部脳動静脈奇形の一例 
大井病院 脳神経外科 

○ 川原 隆、中元 和孝、門田 紘輝 

 

15  アミロイドアンギオパチーによる脳葉型出血に対する神経内視鏡下血腫

除去を行った１例宗像水光会総合病院 脳神経外科1)久留米大学 病理学2) 

○  木下 良正1)、安河内 秀興1)、原田 篤邦1)、津留 英智1)、内藤 嘉紀2)、鹿毛 政義2) 

  
 

セッション４ 外傷その他 11:15～12:00 
 

座長 阿部 竜也（大分大学） 
 

16  クリッピング術にて根治し得た外傷性脳動脈瘤の1例 
大分大学医学部脳神経外科1)大分赤十字病院脳神経外科2) 

○  久光 慶紀1)、石井 圭亮1)、阿部 英治1)、阿南 光洋1)、久保  毅1)、肥川 誉慎1)、下村 剛
2)、藤木 稔1)、古林 秀則1) 

 

17  外傷性亜急性硬膜下血腫の検討 
飯塚病院 救急部1)飯塚病院 脳神経外科2) 

○ 山田 哲久1)、由比 文顕2)、村田 秀樹2)、今本 尚之2)、濱田 康宏2)、名取 良弘2) 

 

18  低髄液圧症候群に慢性硬膜下血腫を合併した１治験例 
有田共立病院 脳神経外科1)白石共立病院 脳神経脊髄外科2)白石共立病院 放射線科3)熊本機能病院 

脳神経外科4)溝口医院5) 

田中  達也1)、本田 英一郎2)、安座間 真也3)、松本 幸一3)、江口 議八郎4)、溝口 克弘5) 

 

19  海綿状血管腫からの出血が原因となった脳表ヘモジデリン沈着症の一例 
済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科1)済生会熊本病院 脳卒中センター 神経内科2)済生会

熊本病院 中央検査センター 病理部3)熊本大学 大学院 医学薬学研究部 脳神経外科4) 

○ 谷口 秀和1)、加治 正知1)、西 徹1)、築城 裕正1)、濱田 一也1)、古賀 一成1)、池野 幸一2)、

神尾 多喜浩3)、藤岡 正導1)、倉津 純一4) 

 

20  ドナー側移植条件不良下にも関わらず移植が成功した心停止下腎臓提供

2症例の解析 
医療法人財団池友会 新小文字病院1)同院 看護部 院内移植コーディネーター2) 

○ 吉開 俊一1)、外尾 要1)、山本 小奈実2)、飼野 千恵美2)、穴井 はるみ2) 

 

  
ランチョンセミナー   12:15-13:00 

 座長 徳富孝志 （久留米大学） 

 

演者：深谷 親 （日本大学医学部 脳神経外科 先端医学系応用システム 

准教授） 

演題：不随意運動症に対する脳深部刺激療法 ―パーキンソン病を中心にー 



 

理事会 （筑水会館1階 小会議室）  12:15-13:15 
 

 

セッション５ 脳腫瘍１ 13:15～14:00 
 

座長 平野 宏大（鹿児島大学） 
 

21 テント切痕髄膜腫に関連した対側三叉神経痛の一例 
宮崎大学医学部脳神経外科 

○ 秋山 寛、池田 俊勝、山下 真治、上原 久生、竹島 秀雄 

 

22 Cystic meningiomaの一例 
九州大学大学院医学研究院 脳神経外科 

○ 松尾 吉紘、吉本 幸司、天野 敏之、佐々木 富男 

 

23 著明な脳腫張を呈したrambdoid meningiomaの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、松本 省二、武澤 正浩、村田 大樹 

 

24 高位円蓋部海綿状血管腫の１例 
九州中央病院 脳神経外科1)飯塚病院 脳神経外科2)飯塚病院 救急部3) 

○ 松尾 諭1)、山田 哲久3)、今本 尚之2)、濱田 康宏2)、由比 文顕2)、名取 良弘2) 

 

25 前頭骨cavenous angiomaの一例 
佐賀大学 医学部 脳神経外科 

○ 鈴山 千恵、増岡 淳、岡本 浩昌、松島 俊夫 

  
 

セッション６ 脳腫瘍２ 14:00～14:45 
 

座長 庄野 禎久（九州大学） 
 

26 第3脳室に発生したganglioneurocytoma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 検査部病理2) 

○ 戸田 啓介1)、平尾 朋仁1)、小野 智憲1)、高畠 英昭1)、堤 圭介1)、馬場 啓至1)、米倉 正大
1)、伊東 正博2) 

 

27 chordoid glioma of the third ventricleの一手術例 
久留米大学 医学部 脳神経外科 

○ 吉冨 宗建、山下 伸、坂田 清彦、宮城 尚久、重森 稔 

 

28 松下体実質細胞腫瘍の1例 
九州大学 医学部 大学院 医学研究院 脳神経外科 

○ 迎 伸孝、松本 健一、天野 敏之、溝口 昌弘、庄野 禎久、森岡 隆人、佐々木 富男 

 



29 TSH産生下垂体腺腫の一例 
長崎大学 医学部 脳神経外科1)長崎大学 医学部 第一内科2) 

○ 竹下 朝規1)、宗 剛平1)、林 之茂1)、松尾 孝之1)、陶山 一彦1)、堀江 一郎2)、宇佐 俊郎2)、

永田 泉1) 

 

30 下垂体膿瘍の一例 
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 脳神経外科 

○ 上坂 十四夫、山口 慎也、松角 宏一郎 

  
 

セッション７ 脳腫瘍３ 14:45～15:30 
 

座長 峯田 寿裕（佐賀大学） 
 

31 放射線誘発海綿状血管腫の1例 
宮崎大学 医学部 脳神経外科 

○ 松元 文孝、新甫 武也、山下 真治、竹島 秀雄 

 

32 放射線療法後にmalignant fibrous histiocytomaを発症した1例 
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科 

○ 田中 俊一、米澤 大、大吉 達樹、平野 宏文、有田 和徳 

 

33 髄芽腫治療後、35年後に発症した放射線誘発性膠芽腫の一例 
熊本大学 医学部 脳神経外科 

○ 濱崎 清利、上田 泰明、中村 英夫、牧野 敬史、倉津 純一 

 

34 脳生検術により確定診断され早期より化学療法を開始された血管内リン

パ腫の1例 
九州労災病院 脳神経外科1)九州大学病院 神経内科2)九州労災病院 神経内科3)九州労災病院 血液内

科4)九州労災病院 病理5) 

○ 井上 大輔1)、濱村 威1)、上原 平2)、三好 克枝3)、葛城 武文4)、友田 和宏3)、竹下 岩男1)、

濱田 哲夫5 

 

35 頭蓋外転移した頭蓋内原発悪性リンパ腫の一例 
済生会福岡総合病院 脳神経外科1)久留米大学 医学部 脳神経外科2) 

○ 斎藤 裕1)、松本 松いく1)、高崎 勝幸1)、吉村 文秀1)、大倉 章生1)、重森 稔2) 

  
 

セッション８ 先天性疾患・機能的脳神経外科 15:30～16:15 
 

座長 継 仁（福岡大学） 
 

36 頭蓋頚椎移行部に認めたendodermal cystの1手術例 
九州厚生年金病院 脳神経外科1)九州大学医学部 神経内科2)九州厚生年金病院 小児科3) 

○ 中村 隆治1)、岩島 とも2)、尾中  貞夫1)、西村 博行1)、高橋 保彦3) 



37 新生児重症Chiari II型奇形に対する治療戦略 
産業医科大学 脳神経外科 

○ 北川 雄大、高橋 麻由、秋葉 大輔、齋藤 健、副島 慶輝、青山 雄一、山本 淳考、西澤 茂 

 

38 顔面痙攣を呈した小脳橋角部類表皮腫の一例 
鹿児島大学 医歯学総合研究科 脳神経外科 

○ 羽生 未佳、米澤 大、永山 哲也、平野 宏文、有田 和徳 

 

39 鞍上部dermoid cyst破裂の一例 
産業医科大学 脳神経外科 

○ 齋藤 健、山本 淳考、青山 雄一、高橋 麻由、副島 慶輝、秋葉 大輔、北川 雄大、西澤 茂 

 

40 脳深部刺激療法が著効したvoice tremorの一例 
福岡大学 医学部 脳神経外科1)福岡2) 

○ 大村 忠寛1)、安部 洋1)、馬場 康彦2)、西川 渉1)、井上 亨1) 

  
 

セッション９ 脊椎脊髄16:15～17:09 
 

座長 詠田 眞治（九州医療センター） 
 

41 歯突起後方椎間板ヘルニアの1手術例 
久留米大学 脳神経外科 

○ 岡田 洋介、内門 久明、竹重 暢之、前田 充秀、重森 稔 

 

42 脊柱管内に伸展し、両下肢麻痺を来した胸椎軟骨腫の一例 
熊本大学 医学部 脳神経外科 

○ 天達 俊博、濱崎 清利、紀 武志、森岡 基浩、倉津 純一 

 

43 腰椎黄色靭帯骨化症の1例 
福岡和白病院 脊椎脊髄外科 

○ 藤村 陽都、井上 崇文 

 

44 抗血小板療法中に発症した特発性頚椎硬膜外血腫の一例 
北九州市立八幡病院 脳神経外科1)長崎大学脳神経外科2) 

○ 出端 亜由美1)、竹下 朝規2)、野田 満1)、岩永 充人1)、越智 章1) 

 

45 二期的手術で全摘出した上位頚椎神経鞘腫の一例 
医療財団法人 池友会 新小文字病院 脊髄脊椎センター 

○ 土方 保和、西田 憲記、小川 浩一、英 賢一郎、高橋 雄一 

 

46 多発する末梢神経鞘腫の経過中に発症した腕神経叢神経鞘腫の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 病理検査部2) 

○ 森 恩1)、河野 健一1)、中溝 玲1)、卯田 健1)、詠田 眞治1)、上杉 憲子2) 


