
学術プログラム 

《発表時間》 

一般口演(症例報告)：発表 4 分、討論 1 分 （演題ナンバー下線なし） 

一般口演(臨床研究)：発表 5 分、討論 2 分 （演題ナンバー下線あり） 

  

 

開会の挨拶 8:30～8:35 鈴木秀謙（三重大学） 

 

午前の部 

8:35～9:05  

脳血管障害 1  座長：花岡 吉亀 先生（信州大学） 

 

1. 血管内治療による経動脈的塞栓術と開頭流出静脈離断術で根治しえた出血発症

marginal sinus dAVF の 1例 

熊谷 昌紀, 榎本 由貴子, 佐々木 望, 澤田 重信, 山内 圭太, 江頭 裕介, 

中山 則之, 大江 直行, 矢野 大仁, 岩間 亨 

岐阜大学脳神経外科 

 

2. 分節動脈の閉塞を伴う脊髄硬膜動静脈瘻に対して側副血行路経由で経動脈塞栓術を

行った一例 

塚田 哲也, 泉 孝嗣, 西堀 正洋, 玉利 洋介, 石田 衛, KROPP 明日香 ELISABETH, 

若林 俊彦 

名古屋大学脳神経外科 

 

3. NBCA を使用し治療し得た破裂感染性脳動脈瘤の一例 

桒原 聖典 1, 森谷 茂太 1, 前田 晋吾 1, 溝口 良順 2 

1公立西知多総合病院脳神経外科, 2公立西知多総合病院病理診断科 

 

4. NBCA による TAEで Microcathterが抜去困難となった後下小脳動脈遠位部瘤の 1例 

松田 謙, 山田 真輔, 木戸口 正宗, 赤澤 愛弓, 東野 芳史, 常俊 顕三,  

有島 英孝, 小寺 俊昭, 北井 隆平, 菊田 健一郎 

福井大学学術研究院医学系部門医学領域脳脊髄神経外科分野 



5. 数値流体力学を用いた脳動脈瘤親血管近位部閉塞における血栓化の予測 

谷岡 悟1, 石田 藤麿1, 岸本 智之1, 辻 正範2, 古川 和博3, 田中 克浩1,  

霜坂 辰一1, 鈴木 秀謙4 

1三重中央医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2紀南病院脳神経外科,  

3桑名西医療センター脳神経外科,4三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学 

 

9:05～9:41  

腫瘍・硬膜下血腫 1  座長：木下 雅史先生（金沢大学） 

 

6.  副鼻腔癌脳転移を疑った前頭葉放射線壊死の一例 

常俊 顕三, 北井 隆平, 木戸口 正宗, 赤澤 愛弓, 山田 真輔, 東野 芳史,  

松田 謙, 有島 英孝, 小寺 俊昭, 菊田 健一郎 

福井大学学術研究院医学系部門医学領域脳脊髄神経外科分野 

 

7.  サイバーナイフ治療を行った肺癌脳転移長期生存例の検討 

水松 真一郎 1, 波多野 学 1, 龍 浩志 1, 野村 契 1, 吉川 哲史 1, 井上 憲夫 2 

1総合青山病院脳・脊髄センター, 2総合青山病院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

 

8.  骨縫合に発生した類皮腫の 2例 

羽生 健人, 波多野 寿, 岡本 剛, 服部 健一, 藤谷 繁, 木部 祐士, 伊藤 圭志 

名古屋第一赤十字病院脳神経外科 

 

9.  脳腫瘍との鑑別を要した原発性中枢神経系血管炎の臨床像 

川副 雄史 1, 大場 茂生 2, 中江 俊介 2, 西山 悠也 2, 山田 勢至 3, 安倍 雅人 4,  

廣瀬 雄一 2 

1藤田保健衛生大学病院 脳神経外科, 2藤田保健衛生大学医学部脳神経外科, 

3藤田保健衛生大学医学部, 4藤田保健衛生大学医療科学部臨床検査学科病理学 

 

10. ダビガトラン内服中の再発慢性硬膜下血腫患者に対して特異的中和剤であるイダ

ルシズマブを使用し良好な結果を得た一例 

坂倉 悠哉, 稲永 親憲, 天野 裕貴, 黒田 直生人, 飯島 健太郎, 中戸川 裕一, 

田中 篤太郎 

総合病院聖隷浜松病院脳神経外科 

 



9:41～10:13  

脳血管障害 2  座長：小田 淳平 先生（藤田保健衛生大学）     

 

11. 手術所見で解離腔を確認した破裂中大脳動脈解離性動脈瘤の１例 

南出 尚人 1, 池田 正人 1, 佐野 宏樹 1, 赤池 秀一 1, 小林 雅子 2 

1金沢市立病院脳神経外科, 2金沢市立病院病理科 

 

12. 開頭クリッピング術中の中大脳動脈の微細な損傷により生じた医原性脳動脈瘤の 

  1例 

金城 雄太, 山内 滋, 浦野 裕美子, 村田 敬二 

市立島田市民病院脳神経外科 

 

13. 下垂体機能低下症にて発症した内頚動脈海綿静脈洞部巨大脳動脈瘤の 1例 

浜田 さおり 1, 柏崎 大奈 2, 加茂 徹大 2, 秋岡 直樹 2, 桑山 直也 2, 黒田 敏 2 

1市立砺波総合病院脳神経外科, 2富山大学医学部脳神経外科 

 

14. 未破裂脳動脈瘤術後慢性硬膜下血腫と五苓散の開始時期の関係性 

宮谷 京佑 1, 加藤 庸子 1, 川瀬 司 1, 山田 康博 1, 田中 里樹 1, 渡部 彩子 2 

1藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院脳神経外科, 2中部労災病院脳神経外科 

 

15. Tentorial dural arteriovenous fistulaの術後出血 

村岡 真輔, 荒木 芳生, 宇田 憲司, 太田 慎次, 西堀 正洋, 泉 孝嗣, 岡本 奨, 

若林 俊彦 

名古屋大学脳神経外科 

 

10:13～10:47  

腫瘍  座長：矢野 大仁 先生（岐阜大学） 

 

16. 覚醒下手術後に視野の改善を認めた神経膠腫の一例 

一ノ瀬 惇也 1, 木下 雅史 1, 中嶋 理帆 2, 宮下 勝吉 1, 中田 光俊 1 

1金沢大学脳神経外科, 2金沢大学リハビリテーション科学領域 

 

 

 



17. glioma に対する定位放射線治療後 10年以上経過して生じた放射線壊死の３例 

大石 知也, 山崎 友裕, 小泉 慎一郎, 野崎 孝雄, 鮫島 哲朗, 平松 久弥, 

杉山 憲嗣, 難波 宏樹 

浜松医科大学脳神経外科 

 

18. 膠芽腫術後再発に対する当院におけるガンマナイフ治療成績 

鳥居 潤 1, 加藤 丈典 2, 内藤 丈裕 2, 山本 高士 2, 加藤 直毅 2, 石井 一輝 2,   

長谷川 俊典 2 

1小牧市民病院脳神経外科, 2小牧市民病院 

 

19. 小脳虫部に発生した Lhermitte-Duclos病の一例 

柴田 広海, 松本 隆, 渡邉 隆之, 山本 光晴, 松尾 州佐久 

豊川市民病院脳神経外科 

 

20. 乳児巨大脈絡叢乳頭腫の無輸血手術 

中野 瑞生, 池田 公, 前田 憲幸, 伊藤 元一, 竹本 将也, 松尾 衛, 伊藤 芳記, 

渋谷 正人 

JCHO中京病院脳神経外科 

 

10:47～11:19  

脊椎・脊髄  座長：玉瀬 玲 先生（金沢医科大学） 

 

21. L5/S１椎間不安定性を呈した強直性脊椎骨増殖症の経験 

箱崎 浩一 1, 倉石 慶太 2, 水野 正喜 3, 南平 麻衣 1, 岡田 健 2, 鈴木 秀謙 2 

1三重大学医学部附属病院脳神経外科, 2三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学, 

3三重大学大学院医学系研究科脊髄末梢神経低侵襲外科学 

 

22. 環椎破裂骨折に小脳梗塞を併発し減圧開頭術を要した 1例 

伊佐治 泰己, 丹羽 愛知, 上甲 眞宏, 高安 正和 

愛知医科大学脳神経外科 

 

23. 脊髄空洞症を伴った頭蓋頸椎移行部くも膜嚢胞の一例 

飯田 知宏, 山内 圭太, 大江 直行, 岩間 亨 

岐阜大学脳神経外科 



 

24. キアリ奇形は認めず頭蓋内病変を伴った脊髄空洞症の一例 

平松 拓, 岡田 健, 遠藤 乙音, 原口 健一, 藤井 健太郎, 水野 晃宏, 髙栁 海 

愛知県厚生連海南病院脳神経外科 

 

25. 脊椎内視鏡事始め 

中島 康博 1, 尾原 裕康 2, 富田 禎之 2, 松岡 秀典 2, 菊地 奈穂子 2, 木村 孝興 2, 

水野 順一 2 

1新百合ヶ丘総合病院, 2新百合ヶ丘総合病院脳神経外科 

 

11:19～11:49  

感染  座長：有島 英孝 先生（福井大学）           

 

26. Scedosporium感染に起因した真菌性脳動脈瘤破裂の一例 

髙田 翔, 玉瀬 玲, 立花 修, 白神 俊祐, 岡本 一也, 飯塚 秀明 

金沢医科大学脳神経外科 

 

27. 当院で経験したクロイツフェルト・ヤコブ病の 1例 

清水 大輝 1, 原 敬史 2, 岩井 克成 2, 野崎 康伸 2, 大山 健 2, 渡邊 麻希 2,  

雄山 博文 1, 若林 健一 1, 佐藤 雅基 1, 横山 勇人 1, 権田 友美 1, 鈴木 一秋 1 

1豊橋市民病院脳神経外科, 2豊橋市民病院神経内科 

 

28. ST 合剤耐性 Nocardia farcinica による脳膿瘍の 1例 

玉井 翔 1, 渡邉 卓也 1, 村上 健一 1, 上野 恵 1, 林 裕 1, 南 啓介 2, 渡邉 珠代 3 

1石川県立中央病院脳神経外科, 2石川県立中央病院救急科, 

3石川県立中央病院免疫感染症科 

 

29. 弓部大動脈人工血管感染に続発した多発脳膿瘍に対する治療経験 

藤浪 亮太 1, 大野 貴之 1, 打田 淳 1, 出村 光一朗 2, 山中 智康 1, 橋本 信和 1,  

金井 秀樹 1 

1名古屋市立東部医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2中東遠総合医療センター脳神経外科 

 

 

 



30. メトロニダゾール誘発性脳症の 1例 

白坂 暢朗 1, 安田 宗義 1, 船井 三規子 1, 伊藤 圭佑 1, 宮嵜 章宏 1, 根来 眞 1,  

岩本 久幸 2, 渋谷 高志 3 

1一宮西病院脳神経外科, 2一宮西病院外科, 3一宮西病院内分泌内科 

 

 

 

 

 

午後の部 

 

12:00～13:00 ランチョンセミナー（会場：臨床第 3講義室） 

座長：松原年生（三重大学医学部附属病院 脳神経外科 講師） 

「てんかん診療最前線 ～神経救急からてんかん外科まで～」 

演者：  久保田 有一 先生  

（朝霞台中央総合病院 脳神経外科 統括部長 脳卒中・てんかんセンター 

センター長, 東京女子医科大学 てんかん外来） 

 

共催：大塚製薬株式会社／ユーシービージャパン株式会社 

 

 

12:00～12:50 日本脳神経外科学会中部支部理事会  

会場：三重大学医学部病態医科学研究棟 大会議室 

 

 

13:05～13:25 日本脳神経外科学会中部支部社員総会 

会場：三重大学医学部 臨床第 1講義室 

 

 

 

 



13:30～13:50   

第 92回日本脳神経外科学会中部支部学術集会 優秀論文表彰式 

 

演題39 「MRI対応圧可変式シャントシステムのアーチファクト-1.5Tと3T MRIの比較」 

    総合病院聖隷浜松病院脳神経外科 

 天野 裕貴 先生 

  

演題 5 「脳梗塞および頭蓋内転移を来たした内頸動脈内膜肉腫の一例」  

 名古屋市立大学医学部脳神経外科 

 庄田 幹先生 

  

演題 6 「斜台部脊索腫に対する経鼻的内視鏡手術についての検討」  

 名古屋大学医学部脳神経外科 

 川端 哲平先生 

 

 

13:55～14:35  

腫瘍・画像  座長：富田 隆浩 先生(富山大学)         

 

31. 髄膜腫と椎体変形を合併した Gorlin症候群の一例 

根石 拡行 1, 竹内 浩明 1, 吉田 一彦 1, 細田 哲也 2, 北井 隆平 3, 菊田 健一郎 3 

1公立丹南病院脳神経外科, 2市立敦賀病院脳神経外科, 

3福井大学学術研究院医学系部門医学領域脳脊髄神経外科分野 

 

32. 高齢者の症候性髄膜腫に対して NBCA による栄養血管塞栓術で腫瘍体積の減少効果 

を得た１例 

布施 佑太郎 1, 中島 拓真 1, 小島 隆生 2, 近藤 辰磨 1, 松野 宏樹 1, 秋 禎樹 1,  

新帯 一憲 1, 岸田 悠吾 1, 高須 俊太郎 1, 渡邉 督 1, 永谷 哲也 1, 関 行雄 1 

1名古屋第二赤十字病院脳神経外科, 2福島県立医科大学脳神経外科学講座 

 

33. 術前栄養動脈塞栓術が有効であった眼窩内 solitary fibrous tumor の 1例 

出村 宗大 1, 笹川 泰生 1, 林 康彦 1, 上野 貴雄 2, 見崎 孝一 1, 毛利 正直 1,  

内山 尚之 1, 高比良 雅之 3, 中田 光俊 1 

1金沢大学脳神経外科, 2金沢大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科, 3金沢大学眼科 



34. 当院での Embosphere を用いた頭蓋内髄膜腫に対する術前栄養血管塞栓術の治療 

経験 

山本 篤志, 佐藤 裕, 浅田 玲緒尚, 津田 和彦 

松阪中央総合病院脳神経外科 

 

35. Half Sitting Position（半座位）の後頭蓋窩、後頭葉病変に対する有用性 

市村 真也 1, 中屋 雅人 1, 望月 洋一 1, 深谷 雷太 1, 森脇 五六 2,  

Helmut Bertalanffy3, 大井 静雄 3, Madjid Samii3, 福地 正仁 1, 藤井 浩治 1 

1静岡市立清水病院脳神経外科, 2静岡市立清水病院麻酔科, 

3International Neurscience Institute Hannover 

 

36. 人工骨下に生じた慢性硬膜外血腫の 1例 

貴田 覚, 斎藤 靖, 徳山 勤, 天神 博志 

静岡赤十字病院脳神経外科 

 

14:35～15:15 

 脳血管障害 3  座長：芝 真人 先生（三重大学） 

 

37. 多発性嚢胞腎に合併した脳動脈瘤の検討 

南平 麻衣 1, 荒木 朋浩 1, 市川 尚己 1, 三浦 洋一 1, 金丸 憲司 1, 遠藤 真由美 2, 

松尾 浩司 2, の村 信介 2 

1鈴鹿回生病院脳神経外科, 2鈴鹿回生病院腎臓内科 

 

38. たこつぼ型心筋症を合併した脳梗塞と脳出血の 2症例 

縣 正大, 東山 史子, 大屋 房一, 酒井 圭一 

独立行政法人国立病院機構信州上田医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

 

39. 破裂中大脳動脈瘤塞栓術の 2ヵ月後に急性硬膜下血腫を発症した１例 

山田 哲也, 加納 清充, 岡 直樹, 石澤 錠二, 郭 泰彦 

朝日大学歯学部附属村上記念病院脳神経外科 

 

40. 動脈瘤のコイル塞栓術後慢性期に生じた症候性の多発性造影病変の 1例 

庄田 健二 1, 米澤 慎悟 1, 竹中 俊介 2, 石黒 光紀 1, 原 秀 1, 深澤 誠司 1 

1静岡市立静岡病院脳神経外科, 2豊橋医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 



41. 頭蓋内内頚動脈解離により多発性脳梗塞を発症した小児の 1例 

児玉 琢磨, 藤田 修英, 堀越 恒, 谷口 敬, 井口 整, 長谷川 浩, 井関 征祐, 

上野 英明, 渡邉 瑞也, 中尾 保秋, 山本 拓史 

順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科 

 

42. 治療抵抗性の中枢熱により多臓器不全をきたし死亡に至った橋出血の 1例 

近藤 辰磨, 岸田 悠吾, 布施 佑太郎, 中島 拓真, 松野 宏樹, 秋 禎樹,  

新帯 一憲,高須 俊太郎, 渡邉 督, 永谷 哲也, 関 行雄 

名古屋第二赤十字病院脳神経外科 

 

15:15～15:49  

腫瘍・硬膜下血腫 2  座長：山崎 友裕 先生（浜松医科大学）              

 

43. 髄膜腫に隣接して転移性脳腫瘍が併発した 1例 

中屋 雅人 1, 市村 真也 1, 中村 雅登 2, 望月 洋一 1, 深谷 雷太 1, 福地 正仁 1,  

藤井 浩治 1 

1静岡市立清水病院脳神経外科, 2静岡市立清水病院病理診断科 

 

44. 石灰化著明だった右中頭蓋窩髄膜腫の手術症例 

浦野 裕美子, 村田 敬二, 山内 滋, 金城 雄太 

市立島田市民病院脳神経外科 

 

45. 頭蓋骨原発骨肉腫の 1例 

北野 詳太郎 1, 毛利 元信 1, 西川 拓文 2, 中島 英貴 1, 佐野 貴則 1, 種村 浩 1,  

宮 史卓 1 

1伊勢赤十字病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科,  

2三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学 

 

46. 側臥位による局所麻酔下定位脳生検術の有用性 

吉識 賢志, 木下 雅史, 田中 慎吾, 宮下 勝吉, 中田 光俊 

金沢大学脳神経外科 

 

 

 



47. 当院における慢性硬膜下血腫の治療成績、再発因子についての検討 

林 裕樹, 出村 光一朗, 鳥飼 武司, 梅津 正成, 市橋 鋭一 

中東遠総合医療センター脳神経外科 

 

15:49～16:21 

脳血管障害 4  座長：荒木 芳生 先生（名古屋大学）           

  

48. くも膜下出血で発症した三叉神経脳動静脈奇形の 1例 

池澤 宗成 1, 亀井 裕介 1, 深澤 恵児 1, 梅田 靖之 1, 山本 章貴 2, 田代 晴彦 2 

1三重県立総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2三重県立総合医療ｾﾝﾀｰ救命救急ｾﾝﾀｰ 

 

49. 顔面神経麻痺を伴う小脳脚部 AVM の一例 

内田 充 1, 西川 祐介 1, 岩田 卓士 2, 柴田 帝式 1, 相原 徳孝 1, 片野 広之 1, 

間瀬 光人 1 

1名古屋市立大学医学部脳神経外科, 2いなべ総合病院 

 

50. Occipital transtentorial approachにて全摘出した小脳虫部上面 AVMの一例 

松田 憲幸, 内野 晴登, 秋岡 直樹, 加茂 徹大, 富田 隆浩, 柏崎 大奈,  

桑山 直也, 黒田 敏 

富山大学医学部脳神経外科 

 

51. 脳動静脈奇形に対するガンマナイフ治療後の嚢胞形成および嚢胞内出血に対する

手術にて残存ナイダスが確認された 1例 

鈴木 健也 1, 中原 一郎 1, 渡邉 定克 1, 長谷部 朗子 1, 我那覇 司 1, 小田 淳平 1, 

立山 慎一郎 2, 廣瀬 雄一 2 

1藤田保健衛生大学医学部脳卒中科, 2藤田保健衛生大学医学部脳神経外科 

 

52. 開頭手術後に硬膜動静脈瘻を生じた２例の検討 

中島 英貴, 宮 史卓, 佐野 貴則, 北野 詳太郎, 種村 浩, 毛利 元信 

伊勢赤十字病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

 

 

 

 



16:21～16:55  

小児・てんかん・機能外科  座長：名倉 崇弘 先生（愛知医科大学）                

 

53. 神経内視鏡的第三脳室開窓術が奏功した ChiariⅠ型合併水頭症の一例 

齋藤 剛 1, 水谷 信彦 1, 伊藤 聡 1, 岡部 広明 1, 渡邉 督 2 

1江南厚生病院脳神経外科, 2名古屋第二赤十字病院脳神経外科 

 

54. 乳幼児水頭症におけるシャント挿入時の注意点シャント抜去後にクリップアンカ

ーが脳内遺残した 2例 

今岡 永喜, 原田 英幸, 片岡 弘匡, 太田 圭祐, 牧野 一重, 高橋 郁夫, 加野 貴久 

安城更生病院脳神経外科 

 

55. 小脳扁桃下降の経時的な進行を認めたキアリ I型奇形の 1例 

一之瀬 峻輔, 花岡 吉亀, 伊東 清志, 堀内 哲吉, 本郷 一博 

信州大学医学部脳神経外科 

 

56. 側頭葉に静脈性血管腫の併存を認めた前頭葉てんかんの一例 

近藤 聡彦 1, 臼井 直敬 1, 新田 直樹 1, 松田 一己 1, 鳥取 孝安 1, 寺田 清人 2,  

井上 有史 3 

1静岡てんかん・神経医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2静岡てんかん・神経医療ｾﾝﾀｰ神経内科, 

3静岡てんかん・神経医療ｾﾝﾀｰ精神科 

 

57. Leksell Gamma Knife最新装置 Icon の使用経験 

津川 隆彦 1, 小林 達也 1, 加藤 祥子 1, 森 美雅 2 

1名古屋共立病院名古屋放射線外科ｾﾝﾀｰ, 2愛知医科大学放射線医学講座 

 

16:55～17:27  

脳血管障害 5  座長：西川 祐介 先生（名古屋市立大学） 

 

58. 脳梗塞急性期血管内治療の工夫 A Stent-retrieving into an Aspirator with 

Proximal balloon ASAP technique 

石川 晃司郎, 大島 共貴 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院脳神経外科 

 



59. 動脈硬化性中大脳動脈閉塞に対して Neuroform Atlasを用いて急性期血行再建を 

行った 1例 

川北 文博, 藤本 昌志, 朝倉 文夫, 村田 浩人, 諸岡 芳人 

済生会松阪総合病院脳神経外科 

 

60. 頚動脈ｽﾃﾝﾄ留置術後に急性心筋梗塞を生じた一例 

佐野 貴則 1, 中島 英貴 1, 北野 詳太郎 1, 種村 浩 1, 毛利 元信 1, 瀬口 優 2,  

宮 史卓 1 

1伊勢赤十字病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科,  

2伊勢赤十字病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳血管内治療科 

 

61. 多発頸動脈狭窄症の手術１例 

松尾 衛, 池田 公, 前田 憲幸, 伊藤 元一, 竹本 将也, 中野 瑞生, 伊藤 芳記, 

渋谷 正人 

JCHO中京病院脳神経外科 

 

62. 構音障害の精査にて発見された頸部内頸動脈瘤に対して塞栓術を施行した一例 

土屋 拓郎, 金丸 英樹, 清水 重利 

鈴鹿中央総合病院脳神経外科 

 

 

閉会の挨拶 17:30-17:35 

 


