
第 139 回 日本脳神経外科学会九州支部会 

プログラム 
 

2021 年 9 月 4 日（土） 

Zoom  を用いたオンライン発表とラ イブ視 聴 

宮崎大学脳神経外科（現地会場はありません） 

■ 開 会  ：  9 時 00 分～ 

■ 理 事 会  ： 12 時 00 分～ （Web 会議） 

■ 支部総会  ： 13 時 00 分～ （Web 会議） 

■ 領域講習  ： 12 時 00 分～  

＜連絡事項＞ 

新型コロナウィルス感染予防対策として、本会は Zoom を用いたオンライン形式にて開催します。

現地会場はありません。参会には事前の参加登録が必要ですので、9 月 1 日（水）までに下記 

ＵＲＬより登録をお願いいたします。参加登録時のリプライメールを確認し、参加費 1,000 円を指定

の銀行口座へ 9 月 3 日（金）までにお振込みをお願いします。  

お振込み確認後、ご登録されたメールアドレス宛にＺｏｏｍ「ＵＲＬ」をお送りいたします。  

 

事 前 参 加 登 録 ＵＲＬ：  https://forms.gle/T879aC7ohkuRVSiC6  

（脳神経外科学会ＨＰ→学術総会・関連学会→支部会→九州支部 139 回→事前参加登録） 

※事前登録期日 ： 9 月 1 日 （水）      ※参会費振込期日 ： 9 月 3 日 （金） 

 

➢ 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 HP をご参照ください）。  

➢ 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、初期研修医および他の支

部会に所属し年会費を納めているものは、学術集会参会費のみで発表が許容されます。入会に関し

ては九州支部 HP をご参照ください（http://square.umin.ac.jp/jnskyu/index.htm）。  

➢ 講演時間は 6 分、質疑応答は 2 分です。座長、演者の方は、オンラインマニュアル（座長/演者用）

を別途お送り いたしますのでご確認ください。  

➢ 視聴参加の方は、Web 開催：オンラインマニュアル（視聴者用）をご確認ください。  

➢ プログラム・抄録集は HP（http://jns.umin.ac.jp/meeting/branch/ky139）よりダウンロードできます。 

https://forms.gle/T879aC7ohkuRVSiC6


Web 開催：オンラインマニュアル（視聴者用） 

 
Ⅰ ．事 前 準 備                                                                              
 

１）ネットワークの準備と設定 

⚫ 有線 LAN 接続を強く推奨いたします。 

⚫ 高速 Wi-Fi も使用可能ですが、通信が安定しない場合が多々あります。事前に YouTube、 

GYAO！など複数の動画配信サイトを 10 分程度視聴できることをご確認ください。  

⚫ 学内ネットワークをお使いの場合、セキュリティにより Zoom にアクセスできない場合がありま

す ので、事前にネットワーク管理者に Zoom を利用したウェブ学会参加を予定している旨を

ご確認いただけるとより安心です。  

 

～初めて Zoom 会議システムをご利用の方へ～  

２） アプリの事前インストールと動作確認 

Zoom 会議システムを初めて利用される場合は、事前にアプリケーションのダウンロードと 

インストール が必要となります。ネットワークの状況が悪いとダウンロードに時間がかかり、

学会開始に間に合わないことがあるため、事前にネットワークが十分な環境で動作確認して

おくことをお勧めいたします。 

 

 Ⅱ ．セッション視 聴 の際 の注 意 点                                   

Zoom でのセッションの視聴になります。  

 

１） 発表会場への入室方法 

事前に運営事務局より発表会場となる Zoom の「URL」をお送りします。 

URL をクリックして Zoom にアクセスしてください。クリックせずに、URL をコピー＆ペースト

して Zoom にアクセスした場合、正しく Zoom へ参加いただくことができません。  

この場合、一度 Zoom を終了し、「メールの URL をクリックする」ところから再入室して下さい。 

 

２） 質疑応答について  

質疑応答「Q＆A 機能」について  

質疑応答は Zoom の Q＆A 機能の画面から適宜質問を選んで、質疑応答を行います。 

Q＆A 機能を受けた質問は他の視聴者は見ることができません。座長が口頭で読み上げ、

該当の演者が口頭でお答え します。  

参加者（視聴者）は、マイクを使うことはできません。  

 

以上、よろしくお願いいたします。  

 

 



第 139 回 日本脳神経外科学会九州支部会 プログラム 

2021 年 9 月 4 日（土）  

Zoom による Web セッション  

 

 

■ 開会挨拶 9：00 竹島秀雄 （宮崎大学）  

 
 

セッション 1 脳腫瘍Ⅰ                    9：05-9：45 

座長 中野 良昭（産業医科大学） 
 

1 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症を併発し動眼神経麻痺と視力低下を 

呈したラトケ嚢胞の１例 

熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学講座 

高島 諒, 松崎 啓亮, 植川 顕, 篠島 直樹, 武笠 晃丈 

 

2 眼球運動障害で発症した右蝶形骨縁腫瘍の一例 

1 福岡市民病院脳神経外科, 2 福岡大学医学部脳神経外科 

廣田 篤 1, 吉野 慎一郎 1, 福島 浩 1, 平川 勝之 1, 井上 亨 2 

 

3 STA-MCA バイパス開頭術野に発生した angiomatous   
meningioma の一例 

1 佐世保中央病院 脳神経外科, 2 佐世保中央病院病理部,  
3 福岡大学医学部脳神経外科 

宮川 健 1, 松田 浩大 1, 吉永 進太郎 1, 藤原 史明 1, 千住 緒美 1, 米満 伸久 2, 

井上 亨 3 

 

4 神経内視鏡下開窓術が有効であった成人発症の半球間裂部くも膜嚢胞 

の 1 例 

済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科 

上田 隆太, 村井 晏, 山村 理仁, 山城 重雄 

 



5 腎全摘出術 20年後に脳転移及び肺転移を同時性に来した腎淡明細胞 

癌の一例 

1 久留米大学医学部脳神経外科, 2 久留米大学医学部病理学講座 

原田 久嗣 1, 音琴 哲也 1, 橋本 洋佑 1, 小牧 哲 1, 森坪 麻友子 2, 古田 拓也 2, 

中村 英夫 1,森岡 基浩 1 

 

セッション 2 脳腫瘍Ⅱ                    9：50-10：30 

座長 内田裕之（鹿児島大学） 
 

1 SMARCB1/INI1 欠損を伴った小児低悪性度 diffuse  

neuroepithelial tumor の一例 

1 九州大学大学院医学研究院脳神経外科, 2 医療法人松籟会 松籟病院, 
 3 群馬大学大学院医学系研究科病態病理学 

宮﨑 貴大 1, 三月田 祐平 1, 溝口 昌弘 1, 秦 暢宏 1, 空閑 太亮 1, 藤岡 寛 1,  

鈴木 諭 2,, 平戸 純子 3, 信澤 純人 3, 吉本 幸司 1 

 

2 当科で経験した Diffuse hemispheric glioma, H3 G34R-mutant  

の一例 

熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学講座 

森 遼介, 黒田 順一郎, 河野 達哉, 竹崎 達也, 林 建佑, 篠島 直樹, 武笠 晃丈 

 

3 ベバシズマブ投与終了後に発生し、急速な増大を認めた放射線誘発腫瘍 

（未分化多型肉腫）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 

山下 真治, 小笠原 奈月, 河野 智樹, 田村 充, 牟田 淳一郎, 齋藤 清貴,  

水口麻子, 渡邉 孝, 大田 元, 横上 聖貴, 竹島 秀雄 

 

4 乳癌治療中に発見された頭蓋底部軟骨肉腫 

産業医科大学脳神経外科 

清野 純平, 宮地 裕士, 中野 良昭, 斎藤 健, 藤 圭太, 野口 祥平, 佐藤 甲一朗, 

武田 晋太郎, 武田 康, 野村 得成, 山本 淳考 
 

 



5 臀部胞巣状軟部肉腫切除術３０年後に多発脳転移を来した 1 例 

長崎大学医学部脳神経外科 

岡村 宗晃, 小川 由夏, 松尾 彩香, 高平 良太郎, 定方 英作, 馬場 史郎,  

氏福 健太, 日宇 健, 吉田 光一, 堀江 信貴, 角田 圭司, 出雲 剛, 案田 岳夫, 

松尾 孝之 

 

セッション 3 脳腫瘍Ⅲ                    10:35-11:07 

座長 坂田清彦（久留米大学） 
 

1 持続顔面刺激モニタリング下に摘出を行った顔面神経鞘腫の一例 

1 久留米大学病院臨床研修センター, 2 久留米大学医学部脳神経外科, 
3 済生会八幡総合病院脳神経外科センター 

山川 曜 1, 坂田 清彦 2, 酒井 美江 3, 中原 慶子 2, 橋本 彩 2, 藤森 香奈 2,  

森岡 基浩 2 

 

2 出産を機に発覚した巨大舌下神経鞘腫の一例 

琉球大学医学部脳神経外科 

金城 雄生, 外間 洋平, 友利 荘志, 國仲 倫史, 小林 繁貴, 長嶺 英樹,  

菅原 健一,石内 勝吾 

 

3 舌下神経鞘腫の１例 

福岡大学医学部脳神経外科 

平尾 宜子, 天本 宇昭, 入江 由希乃, 河野 大, 堀尾 欣伸, 榎本 年孝,  

小林 広昌, 森下 登史, 野中 将, 安部 洋, 井上 亨 

 
4 初回手術より 10 年後に自然経過で悪性転化した三叉神経鞘腫の 1 例 

宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 

小笠原 奈月, 河野 智樹, 山下 真治, 田村 充, 牟田 淳一郎, 齋藤 清貴,  

水口 麻子, 渡邉 孝, 大田 元, 横上 聖貴, 竹島 秀雄 

 

 

セッション 4 機能外科・感染症             11：12-11：45 

座長 森下 登史（福岡大学） 
 



1 左側頭葉てんかん手術 20年後に発症した Super-refractory  

statusepilepticus に対して準緊急で左前頭葉焦点切除を行い良好な転帰

を得た一例 

1 九州大学大学院医学研究院脳神経外科, 2 原三信病院脳神経外科,  
3 九州大学病院検査部 

末廣 貴史 1, 迎 伸孝 1, 下川 能史 1, 要名本 あゆみ 1, 森岡 隆人 2,  

酒田 あゆみ 3, 溝口 昌弘 1, 吉本 幸司 1 

 

2 診断に難渋した脳脊髄液漏出症の一例 

1大分大学医学部附属病院, 2大分大学医学部脳神経外科, 3大分大学医学部小児科, 
4 大分県立病院脳神経外科 

武田 裕 1, 松下 航 2, 大西 晃平 2, 村田 久美 2, 麻生 大吾 2, 川崎 ゆかり 2,  

札場 博貴 2, 松田 浩幸 2, 森重 真毅 2, 籾井 泰朋 2, 杉田 憲司 2, 久保 毅 2,  

藤木 稔 2, 小林 修 3, 下高 一徳 4 

 

3 Wilson 病に伴う二次性ジストニアに対する髄腔内バクロフェン投与 

（ITB: intrathecal baclofen therapy）療法の経験 

1 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科,  
2 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児科 

山中 彩衣 1, 東 拓一郎 1, 花田 朋子 1, 花谷 亮典 1, 松永 愛香 2, 米衛 ちひろ 2, 

丸山 慎介 2, 吉本 幸司 1 

 

4 MRSAを起因菌とし感染性心内膜炎と腹腔内膿瘍を伴った脳膿瘍 

の 1 例 

嬉野医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

辛島 聡志, 高岸 創, 宮園 正之 

 

■理事会 （Web会議）                     12:00－13:00  

 
九州支部会事務局より送付しました、理事会 URLへご参加ください。 

 

■支部総会 （Web会議）                    13:00－13:30  

 
九州支部会事務局より送付しました、支部総会 URLへご参加ください。 



■領域講習  12:00－12:50  

座 長：大田 元（宮崎大学） 

演 者：中原一郎先生（藤田医科大学医学部脳卒中科 教授） 

テーマ：『脳動脈瘤の血管内治療：新規デバイスを踏まえた 

外科治療のパラダイムシフト』 

 

セッション 5 脳血管障害Ⅰ               13：30-14：02 

座長 出雲 剛 （長崎大学） 
 

1 重複中大脳動脈起始部の窓形成様吻合部位に生じた未破裂脳動脈瘤の 

1 例 

長崎医療センター脳神経外科 

塩崎 絵理, 川原 一郎, 前原 洋順, 内田 大貴, 諸藤 陽一, 原口 渉, 小野 智憲, 

本田 和也, 森塚 倫也, 堤 圭介 

 

2 脳底動脈穿通枝破裂動脈瘤の一例 

長崎大学医学部脳神経外科 

松尾 彩香, 出雲 剛, 小川 由夏, 岡村 宗晃, 高平 良太郎, 定方 英作, 日宇 健, 

堀江 信貴, 案田 岳夫, 松尾 孝之 

 

3 紡錘状中大脳動脈瘤に対して target bypass と internal trapping を 

行った一例 

小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科 

阿河 祐二, 波多野 武人, 小倉 健紀, 宮田 武, 梅村 武部, 中島 弘淳,  

友寄 龍太, 阪本 宏樹, 辻本 吉孝, 中澤 祐介, 若林 拓也, 永田 泉 

 

4 経眼窩的穿通外傷に合併した外傷性後大脳動脈瘤の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 

古賀 隆之 1, 堀尾 欣伸 2, 小田 一徳 1, 天本 宇昭 2, 小林 広昌 2, 野中 将 2,  

岩朝 光利 1, 安部 洋 2, 井上 亨 2 

 

セッション 6 脳血管障害Ⅱ               14：05-14：37 

座長 増岡 淳（佐賀大学） 



1 末梢性前大脳動脈瘤破裂による非外傷性急性硬膜下血腫の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 

丹羽 悠 1, 江藤 朋子 1, 山下 伸 1, 倉本 晃一 1, 森岡 基浩 2
 

 

2 盗血症候群に合併した側壁型破裂椎骨動脈瘤の一例 

潤和会記念病院脳神経外科 

秋葉 大輔, 二見 宗智, 濵砂 亮一, 上原 久生, 呉屋 朝和 

 

3 Right aortic arch に aberrant left subclavian artery を合併した 

１例 

福岡大学医学部脳神経外科 

千住 和正, 天本 宇昭, 入江 由希乃, 河野 大, 堀尾 欣伸, 小林 広昌,  

森下 登史, 野中 将, 安部 洋, 井上 亨 

 

4 腹壁血腫・出血性ショックを来したクロピドグレル Hyper-responder 

の 1 例 

長崎労災病院脳神経外科 

近松 元気, 前田 肇, 広瀬 誠, 北川 直毅 

 

セッション 7 脳血管障害Ⅲ               14：40-15：04 

座長 有村 公一（九州大学） 
 

1 眼動脈解離性動脈瘤の一例 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 

田上 なつ子, 田中 俊一, 米永 理法, 東 拓一郎, 藤尾 信吾, 米澤 大, 花 

谷 亮典, 吉本 幸司 

 

2 症候性脳動脈瘤に対して Surpass Streamline Flow Diverter を 

用いて治療した 1例 

1 福岡大学筑紫病院脳神経外科, 2 福岡大学筑紫病院脳卒中センター 

坂本 王哉 1, 福本 博順 1, 花田 迅貫 1, 井上 律郎 1, 平田 陽子 1, 新居 浩平 1,  

木村 優子 2, 中村 大斗 2, 木村 聡 2, 津川 潤 2, 東 登志夫 1 
 

 

 



3 分節性動脈中膜融解症による腹腔内出血を合併したくも膜下出血の 

一例 

久留米大学脳神経外科 

髙島 知央, 矢内 正恒, 野中 崇久, 大久保 卓, 古賀 誉久, 折戸 公彦, 廣畑 優, 

森岡 基浩 

 

セッション 8 脳血管障害Ⅳ               15：07-15：39 

座長 横上 聖貴（宮崎大学） 

 
1 舌下神経麻痺で発症した内頸動脈解離の１例 

佐賀大学医学部脳神経外科 

稲吉 大地, 緒方 敦之, 岩下 英紀, 桃崎 明彦, 古川 隆, 伊藤 寛, 吉岡 史隆, 

井上 浩平, 中原 由紀子, 増岡 淳, 阿部 竜也 

 

2 全身多発血栓症から脳梗塞に至った１例 

福岡新水巻病院脳神経外科 

藤原 誠人, 三小田 享弘, 角本 孝介, 金 茂成 

 

3 当院における脳底動脈閉塞症に対する機械的血栓回収療法の成績と 

検討 

新行橋病院脳神経外科 

馬場 大地, 荒川 渓, 波多野 勇人, 山下 真吾, 赤池 祐司 
 

4 ガイディングカテーテル誘導困難であった急性期血行再建症例での 

SEL-E 型カテーテルの使用経験 

佐賀県医療センター好生館脳神経外科 

藤井 裕太郎, 井戸 啓介, 並川 裕貴, 横溝 明史, 松本 健一 

 

 

■ 閉会挨拶 15：40 竹島秀雄 （宮崎大学）  

 


