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会場のご案内 

 
＜交通アクセス＞ 

●飛行機で… 

山口宇部空港から連絡バスで 1 時間 15 分、北九州空港から

連絡バスで連絡バスで 1 時間 10 分、下関駅から徒歩 7 分 

●ＪＲで… 

小倉駅から在来線で 13 分、下関駅から徒歩 7 分、新下関 

駅から車で 20 分 

●お車で… 

中国自動車道「下関ＩＣ」から車で 15 分。料金所から“下関市

街”方面へ、椋野（むくの）トンネルを進んでください。 
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●新幹線でお越しの方

※新下関駅で降りますと交通が不便なため
小倉⇔在来線⇔下関駅のご利用が便利です。

２０分 ２時間１５分 ＪＲ新大阪駅ＪＲ博多駅 ＪＲ小倉駅

在来線１３分

ＪＲ下関駅

海峡メッセ下関

徒歩７分

東京方面から九州方面から

－1－



－ 3 －   

会場案内図 
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支部理事会	

ＦＤ講習会	 	 	 	 	

医療安全講習会	 	 	 	

JND 説明会ビデオ上映	

機器展示	 	 	 	

ドリンクコーナー	

総合受付	

クローク受付	

ＰＣ受付	
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ご  案 内 
 

☆参加者の皆様へ 

・ 12 月 9 日（土）午前 8 時 30 分より受付を開始します。 

・ 参会受付は、（一社）日本脳神経外科学会 IC 会員カードを利

用いたします。IC 会員カードをお持ちの方は、必ずご持参の

上、受付にてご自身の IC 会員カードを IC カードリーダーに読

み取らせ、参会受付、専門医クレジットカード（専門医の方のみ）

の登録を行ってください。その後、ネームカード（領収証）をお

渡しします。IC 会員カードをお持ちでない方は、受付にてお申

し出ください。 

・ 参会費（2,000 円）は、現金でお支払いくださいますようお願い

します。クレジットカード決済は受け付けできません。 

・ 会場内ではネームカード（領収証）に、所属・氏名をご記入の上、

必ず携帯してください。 

・ ネームカード（領収証）の再発行はできませんので、大切に保管

してください。 

・ プログラムおよび講演要旨集は学会当日必ずご持参ください。

ご希望の方には、受付にて 1 部 1,000 円で販売しますが、

ご用意できる数には限りがございますのでご了承ください。 

 

 

☆座長・コメンテーターの皆様へ 

・ 担当セッション開始 10 分前までに、次座長席におつきくださ

い。 

・ コメンテーターの方は、各セッション終了時に 3 分程度でセ

ッション全体のコメントをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－2－



－ 3 －   

会場案内図 
10F	

 
 
9Ｆ	

 
 
8Ｆ	

 
 
 
 
 
 
 

メイン会場	

支部理事会	

ＦＤ講習会	 	 	 	 	

医療安全講習会	 	 	 	

JND 説明会ビデオ上映	

機器展示	 	 	 	

ドリンクコーナー	

総合受付	

クローク受付	

ＰＣ受付	

－ 4 －   

ご  案 内 
 

☆参加者の皆様へ 

・ 12 月 9 日（土）午前 8 時 30 分より受付を開始します。 

・ 参会受付は、（一社）日本脳神経外科学会 IC 会員カードを利

用いたします。IC 会員カードをお持ちの方は、必ずご持参の

上、受付にてご自身の IC 会員カードを IC カードリーダーに読

み取らせ、参会受付、専門医クレジットカード（専門医の方のみ）

の登録を行ってください。その後、ネームカード（領収証）をお

渡しします。IC 会員カードをお持ちでない方は、受付にてお申

し出ください。 

・ 参会費（2,000 円）は、現金でお支払いくださいますようお願い

します。クレジットカード決済は受け付けできません。 

・ 会場内ではネームカード（領収証）に、所属・氏名をご記入の上、

必ず携帯してください。 

・ ネームカード（領収証）の再発行はできませんので、大切に保管

してください。 

・ プログラムおよび講演要旨集は学会当日必ずご持参ください。

ご希望の方には、受付にて 1 部 1,000 円で販売しますが、

ご用意できる数には限りがございますのでご了承ください。 

 

 

☆座長・コメンテーターの皆様へ 

・ 担当セッション開始 10 分前までに、次座長席におつきくださ

い。 

・ コメンテーターの方は、各セッション終了時に 3 分程度でセ

ッション全体のコメントをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－3－



－ 5 －   

☆演者の皆様へ  

講演時間 ： 5 分 

討論時間 ： 2 分 

コメンテーターによるコメント ： 3 分（各セッション終了時） 

発表形式 ： コンピュータ PC プレゼンテーション 

・ ご発表の 10 分前までに次演者席にお着きください。 

・ ご発表の 1 時間前（最初のセッションは 20 分前）までに会場 

 前の PC 受付にて受付を行ってください。 

・ ご発表データにつきましては、PC 受付に Windows MS  

 PowerPoint 2007～2016 のバージョンで作成したものを、USB 

 フラッシュメモリーまたは CD-R にてお持ちください。 

 ただし、動画を含む場合や Macintosh をご使用の方は、ご自 

 身の PC 本体をお持込みください。 

・ フォントは特殊なものではなく、PowerPoint に設定されている 

 標準フォントをご使用ください。また、ご自身の PC 以外でも文 

 字化け等がなくデータを読み込めるかどうかを事前にご確認く 

 ださい。 

・ 当日の発表の際の操作は発表者にて行っていただきます。 

・ PowerPoint の「発表者ツール」は使用できません。発表用原稿 

 が必要な方は各自ご準備ください。 

・ ご発表データは学会終了後、事務局で責任を持って消去いた 

 します。 

・ PC 本体をお持込みの場合には、以下にお気を付け下さい。 

 ＊PC 受付（会場前）にて、必ず試写を行ってください。 

 ＊会場でご用意する PC ケーブルコネクタの形状は D-SUB  

  Mini 15pin（図参照）です。この出力端子を持つパソコンをご 

  用意いただくか、この形状に変換するコネクタを必要とする場 

  合いには必ずご持参ください。 
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                （図） 

 

＊電源ケーブルはお忘れなくお持ちください。 

＊HDMI 端子についても、同様に変換ケーブルをお持ちくだ 

 さい。 

＊スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除して 

 おいてください。 

・ 発表スライドの 1 枚目に、筆頭演者の COI 状態について開示 

 するスライドの作成をお願いいたします。詳細は（一社）日本脳神 

 経外科学会ホームページまたは次頁の「COI 状態の開示につい 

 て」をご参照ください。 

 

 

 

 

ディスプレイ接続コネクタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

－4－



－ 5 －   

☆演者の皆様へ  

講演時間 ： 5 分 

討論時間 ： 2 分 

コメンテーターによるコメント ： 3 分（各セッション終了時） 

発表形式 ： コンピュータ PC プレゼンテーション 

・ ご発表の 10 分前までに次演者席にお着きください。 

・ ご発表の 1 時間前（最初のセッションは 20 分前）までに会場 

 前の PC 受付にて受付を行ってください。 

・ ご発表データにつきましては、PC 受付に Windows MS  

 PowerPoint 2007～2016 のバージョンで作成したものを、USB 

 フラッシュメモリーまたは CD-R にてお持ちください。 

 ただし、動画を含む場合や Macintosh をご使用の方は、ご自 

 身の PC 本体をお持込みください。 

・ フォントは特殊なものではなく、PowerPoint に設定されている 

 標準フォントをご使用ください。また、ご自身の PC 以外でも文 

 字化け等がなくデータを読み込めるかどうかを事前にご確認く 

 ださい。 

・ 当日の発表の際の操作は発表者にて行っていただきます。 

・ PowerPoint の「発表者ツール」は使用できません。発表用原稿 

 が必要な方は各自ご準備ください。 

・ ご発表データは学会終了後、事務局で責任を持って消去いた 

 します。 

・ PC 本体をお持込みの場合には、以下にお気を付け下さい。 

 ＊PC 受付（会場前）にて、必ず試写を行ってください。 

 ＊会場でご用意する PC ケーブルコネクタの形状は D-SUB  

  Mini 15pin（図参照）です。この出力端子を持つパソコンをご 

  用意いただくか、この形状に変換するコネクタを必要とする場 

  合いには必ずご持参ください。 

        

 

－ 6 －   

                （図） 

 

＊電源ケーブルはお忘れなくお持ちください。 

＊HDMI 端子についても、同様に変換ケーブルをお持ちくだ 

 さい。 

＊スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除して 

 おいてください。 

・ 発表スライドの 1 枚目に、筆頭演者の COI 状態について開示 

 するスライドの作成をお願いいたします。詳細は（一社）日本脳神 

 経外科学会ホームページまたは次頁の「COI 状態の開示につい 

 て」をご参照ください。 

 

 

 

 

ディスプレイ接続コネクタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

－5－



－ 7 －   

☆ COI 状態の開示について 

日本医学会の COI ガイドライン改訂を受け、（一社）日本脳神

経外科学会の COI 指針・細則が平成 26 年 11 月 1 日に改訂

されました。 

＜改訂点＞ 

1）申告・開示の対象期間が過去 1 年間から過去 3 年間に拡 

大された、2）寄付講座や奨学寄附金などの外部資金で雇用さ

れている研究者については、従来のように母教室だけの所属名

ではなく、寄付講座名や資金提供企業を明記することが必要に

なった、という 2 点です。 

過去 3 年間の COI 自己登録（オンラインでの登録）が完了し 

ていない、入会後 3 年未満の演者の先生は、自己申告書（紙 

媒体）の御提出をお願いします（（一社）日本脳神経外科学会

ホームページ「COI（利益相反）について」に専用フォームがご

ざいます）。第 84 回運営事務局（山口大学医学部 脳神経外

科）にお送りください。当日受付でのご提出でも結構です。学会

終了後にまとめて（一社）日本脳神経外科学会事務局に提出

いたします。 

寄付講座在籍の研究者や奨学寄附金などの外部資金によ

って雇用されている研究者の演題発表における演者の所属の

示し方については、所属は従来のように母教室名だけを表示す

るのではなく、所属施設・機関で使われる正式名称を記載し（母

教室の併記は可能）、その資金を提供している企業名を併記す

ること、複数の企業からの寄付金や外部資金による場合は年間 

200 万円以上の企業については該当する企業名をすべて記載

してください。 

詳しくは【（一社）日本脳神経外科学会ホームページ】 をご参

照ください。 

※ 過去 3 年間の COI 自己登録が完了していない場合には、 

演題登録・学会発表が行えません。発表時には次のスライドを

準備して COI 状態について開示をお願いします。 

－ 8 －   

☆演題発表に際しての COI 状態に関する開示例 

1）開示すべき COI がない場合のスライド 

2）開示すべき COI がある場合のスライド 

  

 
 

脳動脈瘤の外科治療（演題名） 

 
 
 

日本脳神経外科病院（施設名） 

脳外科   太郎（氏名） 

 
筆頭演者は日本脳神経外科学会へ過去 3 年間の COI 自己申告を完了しています 

 
 

脳動脈瘤の外科治療（演題名） 

 

 

日本脳神経外科病院（施設名） 

脳外科   太郎（氏名） 

 
筆頭演者は日本脳神経外科学会へ過去 3 年間の COI 自己申告を完了しています 

本演題の発表に際して開示すべき COI はありません 

筆頭演者の COI 開示 
 
日本脳神経外科学会への COI 自己申告を完了しており、 

過去 3 年間（いずれも  1 月～ 12 月）において本講演に関して開示すべき  COI は以下の通りです 

1．役員，顧問職 

 

3．特許権使用料 

 

 

 

 

なし 

なし 

なし 

あり（○○製薬） 

なし 

あり（○○製薬） 

なし 

金額は開示不要 

日本脳神経外科病院（施設名） 

脳外科   太郎（氏名） 
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☆FD 講習会 

12 月 9 日（土）14：00 ～ 15：00 
 
☆医療安全講習会 

12 月 9 日（土）15：30 ～ 16：30 

・海峡メッセ下関 9 階 海峡ホールにて開催いたします。 

・医療安全講習会および FD 講習会の受講は、学術集会参加者    

  を対象とします。受付は講習開始 20 分前から講習会会場前にて 

行います。 

・受講確認は、（一社）日本脳神経外科学会 IC 会員カードを利用 

します。受講希望の方はご自身の IC 会員カードをお持ちくださ 

い。IC カードをお持ちでない方は、受付にてお申し出ください。 

・本学術集会では、日本脳神経外科学会学術総会または日本脳 

神経外科コングレスにおいて行われた医療安全講習および FD 

講習をビデオ上映いたします。 

・最初から最後まで視聴していただくことを受講要件としますので、 

途中入退室はできません。 
 
☆支部総会 

12 月 9 日（土）13：15 ～ 13：35 

  ・海峡メッセ下関 10 階 国際会議場にて行います。支部理事・支 

部監事・支部代議員の方はご参集ください。 

 
☆支部理事会 

12 月 8 日（金）17：00 ～ 18：00 

・海峡メッセ下関 9 階 901 会議室にて行います。支部理事の方は 

ご参集ください。 

 
寄付講座在籍の研究者や奨学寄付金などの外部資金によって  

雇用されている研究者からの演題応募の場合には  

所属は母教室ではなく、所属施設・機関で使われる正式名称を記載し

その資金を提供している企業名を併記することが求められる 

 

 
寄付講座のみ表記 

 
 

 

寄付講座と母教室の併記 

 
 
 
 
 
 

複数の企業からの寄付金や外部資金による場合は 

年間  200 万円以上の企業については該当する企業名をすべて記載 

－ 10 
－  

 

☆第 83 回（一社）日本脳経外科学会中国四国支部学術集会 

優秀論文賞受賞者表彰式および受賞講演 

 

平成 29 年 12 月 9 日（土）11：45～12：05 

 

開催日：平成 29 年 4 月 8 日（土）・9 日（日） 

会   長：伊達 勲 先生（岡山大学大学院 脳神経外科） 

 

優秀論文賞受賞演題と演者  

 

＜演題番号 8＞  

側頭葉てんかんで発症し、多様な画像所見を呈した 

dysembryoplastic neuroepithelial tumor の一例 

   佐々木 達也 先生（岡山大学大学院 脳神経外科） 

 

＜演題番号 20＞  

釘による頭部穿通外傷の 1 例 

   森田 匠 先生（倉敷中央病院 脳神経外科） 

 

＜演題番号 37＞  

再発性脳梗塞を呈し、診断に苦慮した血管内リンパ腫の一例 

   串原 義啓 先生（寺岡記念病院 脳神経疾患治療センター） 

 

・ 受賞者の先生方は、受賞講演（5 分程度）をお願い致します。 

ご発表の 30 分前までに会場前の PC 受付にて動作確認を行っ 

てください。 
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☆過去優秀論文賞受賞者リスト 
 

第 75 回 平成 25 年 4 月 6 日（土）・7 日（日） 
  高井 洋樹 先生 （川崎医科大学 脳神経外科） 

  今田 裕尊 先生 （東広島医療センター 脳神経外科） 

  西本 陽央 先生 （社会医療法人近森会近森病院 脳神経外科） 

  

第 76 回 平成 25 年 12 月 7 日（土） 
  村上 太郎 先生 （広島市立安佐市民病院 脳神経外科） 

  近藤 聡彦 先生 （岡山大学大学院 脳神経外科） 

  江田 大武  先生 （島根大学医学部 脳神経外科） 

 

第 77 回 平成 26 年 4 月 5 日（土）・6 日（日） 
  瀬山  剛 先生 （松山赤十字病院 脳神経外科） 

  米澤 公器 先生 （呉医療センター・中国がんセンター 脳神経外科） 

  山口 真司 先生 （徳島大学 脳神経外科） 

 

第 78 回 平成 26 年 12 月 6 日（土） 
  藤森 健司 先生  （香川県立中央病院 脳神経外科） 

  山根 亜希子 先生  （山口大学大学院医学系研究科 脳神経外科） 

  桑原 政志 先生  （東広島医療ｾﾝﾀｰ 脳神経外科） 

 

第 79 回 平成 27 年 4 月 11 日（土）-12 日（日） 
  小割 健太郎 先生  （岡山旭東病院 脳神経外科） 

  米澤  潮 先生  （島根県立中央病院 脳神経外科） 

  畝田 篤仁 先生  （香川労災病院 脳神経外科）    

 

第 80 回 平成 27 年 12 月 5 日（土）   
  木下 景太 先生 （川崎医科大学 脳神経外科） 

  西川 真弘 先生 （愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経外科学） 

  松田  拓 先生  （徳島赤十字病院 脳神経外科） 

 

第 81 回 平成 28 年 4 月 2 日（土）・3 日（日） 
  村井    智 先生  （岩国医療センター 脳神経外科） 

  大庭 秀雄 先生  （東広島医療センター 脳神経外科） 

  辻  将大 先生  （島根大学医学部 脳神経外科）  

  

第 82 回 平成 28 年 12 月 3 日（土）    
  萩原 伸哉 先生  （島根大学医学部 脳神経外科） 

 榎本 紀哉 先生  （徳島大学 脳神経外科） 

 原 慶次郎 先生  （川崎医科大学 脳神経外科）  

  

 （ ）支部学術集会発表時所属 

 
 
 
 

 

⽇程表 
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⽇程表 
 

国際会議場 海峡ホール

8:30

開会の辞�会長：鈴木倫保

閉会の辞�会長：鈴木倫保

受付開始

一般演題3�脳血管障害（11〜16）
座長：坂本 �誠

コメンテーター：福井 直樹

11:40
11:45

一般演題6�脳腫瘍2（27〜31）
座長：宮嵜 健史

コメンテーター：井上 明宏

一般演題7�感染（32〜35）
座長：戸井 宏行

コメンテーター：渡邊 英昭

一般演題8�その他（36〜39）
座長：新堂 �敦

コメンテーター：原 慶次郎

15:20

16:10

16:50

17:30
17:35

一般演題4�てんかん・水頭症（17〜20）
座長：飯田 幸治

コメンテーター：野村 貞宏
14:20

一般演題5�脳腫瘍1（21〜26）
座長：中城 登仁

コメンテーター：黒住 和彦

第83回優秀論文�表彰式・受賞講演
第83回会長：伊達�勲12:05

12:10
ランチョンセミナー

『Surgical treatment for medically
intractable epilepsy』

  座長：野村 貞宏
  演者：赤松 直樹

13:10
13:15

支部総会
13:35
13:40

一般演題1�脊椎・外傷（1〜4）
座長：安原 隆雄

コメンテーター：武田 正明
9:40

8:55
9:00

一般演題2�動脈瘤（5〜10）
座長：兼松 康久

 コメンテーター：川西 正彦

10:40

9:00〜12:00
日本脳神経外科学会

JND説明会ビデオ上映

13:40〜14:00
受付

14:00〜15:00
FD講習会

15:10〜15:30
受付

15:30〜16:30
医療安全講習会

－11－



  

06 両側後下⼩脳動脈を交通する側副⾎管に発⽣した動脈瘤の
1 例 
徳島⾚⼗字病院脳神経外科 

佐藤 裕⼀, 松崎 和仁, 島⽥ 健司, 花岡 真実, 佐藤 浩⼀ 
 

07  High-resolution MR-vessel wall imaging が破裂瘤の
同定に有⽤であった多発性脳動脈瘤の 2 例 
島根県⽴中央病院脳神経外科 

⼤庭 秀雄, 溝上 達也, ⽇⾼ 敏和, 上⽥ 猛, 松⽥ 真伍 
 

08 Persistent primitive hypoglossal artery に合併した
破裂脳底動脈瘤の 1 例 
徳島県⽴中央病院脳神経外科 

榎本 紀哉, ⽥村 哲也, 新野 清⼈, ⾼瀬 憲作 
 

09 遺残原始⾆下神経動脈に合併した脳底動脈先端部未破裂脳
動脈瘤症例の検討症例報告  
翠清会梶川病院脳神経外科 

須⼭ 嘉雄, 若林 伸⼀, 相原 寛, 蛯⼦ 裕輔, 梶川 博 
 

10 コイル塞栓術により視⼒視野障害が改善した C2 動脈瘤の
1 例   
松⼭⾚⼗字病院脳神経外科 

落合 淳⼀郎, 梶原 佳則, 渡邊 陽祐, 武智 昭彦 
 
 
10:40〜11:40  ⼀般演題 3 「脳⾎管障害」                   

座⻑：坂本  誠（⿃取⼤学） 
          コメンテーター：福井 直樹（⾼知⼤学） 

 
11 上⽮状静脈洞部硬膜動静脈瘻 non-sinus type の 1 例 

愛媛⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科学 
⽇下部 公資, 渡邉 英昭, ⽥川 雅彦, 松本 調, ⻄川 真弘, 
末廣 諭, 井上 明宏, 重川 誠⼆, ⾼野 昌平, 松井 誠司,  
國枝 武治 

 
12 脳室内出⾎にて発症した円蓋部硬膜動静脈瘻の 1 例 

⾹川⼤学医学部脳神経外科 
武澤 正浩, 川⻄ 正彦, 三野 智, 藤森 健司, ⼩川 ⼤輔, 	
岡⽥ 真樹, 畠⼭ 哲宗, 岡内 正信, 新堂 敦, 三宅 啓介, 	
⽥宮 隆 

 
 
 
 

  

 
プログラム 

 
12 ⽉ 9 ⽇（⼟）会場：海峡メッセ下関（10F 国際会議場) 

 
8:55〜9:00   開会の辞     会⻑：鈴⽊ 倫保（⼭⼝⼤学） 
 
9:00〜9:40  ⼀般演題 1 「脊椎・外傷」                   

座⻑：安原 隆雄（岡⼭⼤学） 
          コメンテーター：武⽥ 正明（広島⼤学） 

 
01 ⼩脳梗塞で発症した Bow hunter 症候群の 1 ⼿術例 

岡⼭市⽴市⺠病院脳神経外科 
平野 秀⼀郎, 井上 智, 岡崎 洋介, ⼭岡 陽⼦, ⾼杉 祐⼆,          
渡邊 恭⼀, 桐⼭ 英樹, 徳永 浩司, 松本 健五 

 
02 外傷性脳内⾎腫に対して、内視鏡下⾎腫除去術を施⾏した

1 例 
岩国医療センター脳神経外科 

枝⽊ 久典, ⼤塚 真司, 菅原 千明, ⻄ 和彦, 新治 有径,  
伊丹 尚多, ⽇下 昇, ⻄浦 司, 荻原 浩太郎 

 
03   慢性硬膜下⾎腫術中に⾎腫貫通動脈が破綻し急性硬膜下⾎

腫をきたした⼀例 
川崎医科⼤学脳神経外科 

⼩川 祐佳⾥, 平井 聡, ⾼井 洋樹, ⽯原 学, 原 慶次郎,    
⼾井 宏⾏, 松原 俊⼆, 宇野 昌明 

 
04 軽微な外傷後に軽快したクモ膜嚢胞の１例 

1 ⼭陰労災病院脳神経外科,2 兵庫医科⼤学救命救急センター 
⽥邊 路晴 1, ⼩林 智⾏ 2, 近藤 慎⼆ 1 

 

 
9:40〜10:40  ⼀般演題 2 「動脈瘤」                   

座⻑：兼松 康久（徳島⼤学） 
          コメンテーター：川⻄ 正彦（⾹川⼤学） 

 
05 Premature Rupture を⽣じた破裂前交通動脈瘤の 1 例  

-Premature Rupture の予防と neck laceration 時の 
対策-  
1 五⽇市記念病院脳神経外科, 2 廿⽇市記念病院脳神経外科 

坪井 俊之 1, 梶原 洋介 1, ⾼柿 尚始 2, 茶⽊ 隆寛 1,          
向⽥ ⼀敏 1, 浅野 拓 2, 梶原 四郎 1 
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破裂脳底動脈瘤の 1 例 
徳島県⽴中央病院脳神経外科 

榎本 紀哉, ⽥村 哲也, 新野 清⼈, ⾼瀬 憲作 
 

09 遺残原始⾆下神経動脈に合併した脳底動脈先端部未破裂脳
動脈瘤症例の検討症例報告  
翠清会梶川病院脳神経外科 

須⼭ 嘉雄, 若林 伸⼀, 相原 寛, 蛯⼦ 裕輔, 梶川 博 
 

10 コイル塞栓術により視⼒視野障害が改善した C2 動脈瘤の
1 例   
松⼭⾚⼗字病院脳神経外科 

落合 淳⼀郎, 梶原 佳則, 渡邊 陽祐, 武智 昭彦 
 
 
10:40〜11:40  ⼀般演題 3 「脳⾎管障害」                   

座⻑：坂本  誠（⿃取⼤学） 
          コメンテーター：福井 直樹（⾼知⼤学） 

 
11 上⽮状静脈洞部硬膜動静脈瘻 non-sinus type の 1 例 

愛媛⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科学 
⽇下部 公資, 渡邉 英昭, ⽥川 雅彦, 松本 調, ⻄川 真弘, 
末廣 諭, 井上 明宏, 重川 誠⼆, ⾼野 昌平, 松井 誠司,  
國枝 武治 

 
12 脳室内出⾎にて発症した円蓋部硬膜動静脈瘻の 1 例 

⾹川⼤学医学部脳神経外科 
武澤 正浩, 川⻄ 正彦, 三野 智, 藤森 健司, ⼩川 ⼤輔, 	
岡⽥ 真樹, 畠⼭ 哲宗, 岡内 正信, 新堂 敦, 三宅 啓介, 	
⽥宮 隆 

 
 
 
 

  

 
プログラム 

 
12 ⽉ 9 ⽇（⼟）会場：海峡メッセ下関（10F 国際会議場) 

 
8:55〜9:00   開会の辞     会⻑：鈴⽊ 倫保（⼭⼝⼤学） 
 
9:00〜9:40  ⼀般演題 1 「脊椎・外傷」                   

座⻑：安原 隆雄（岡⼭⼤学） 
          コメンテーター：武⽥ 正明（広島⼤学） 

 
01 ⼩脳梗塞で発症した Bow hunter 症候群の 1 ⼿術例 

岡⼭市⽴市⺠病院脳神経外科 
平野 秀⼀郎, 井上 智, 岡崎 洋介, ⼭岡 陽⼦, ⾼杉 祐⼆,          
渡邊 恭⼀, 桐⼭ 英樹, 徳永 浩司, 松本 健五 

 
02 外傷性脳内⾎腫に対して、内視鏡下⾎腫除去術を施⾏した

1 例 
岩国医療センター脳神経外科 

枝⽊ 久典, ⼤塚 真司, 菅原 千明, ⻄ 和彦, 新治 有径,  
伊丹 尚多, ⽇下 昇, ⻄浦 司, 荻原 浩太郎 

 
03   慢性硬膜下⾎腫術中に⾎腫貫通動脈が破綻し急性硬膜下⾎

腫をきたした⼀例 
川崎医科⼤学脳神経外科 

⼩川 祐佳⾥, 平井 聡, ⾼井 洋樹, ⽯原 学, 原 慶次郎,    
⼾井 宏⾏, 松原 俊⼆, 宇野 昌明 

 
04 軽微な外傷後に軽快したクモ膜嚢胞の１例 

1 ⼭陰労災病院脳神経外科,2 兵庫医科⼤学救命救急センター 
⽥邊 路晴 1, ⼩林 智⾏ 2, 近藤 慎⼆ 1 

 

 
9:40〜10:40  ⼀般演題 2 「動脈瘤」                   

座⻑：兼松 康久（徳島⼤学） 
          コメンテーター：川⻄ 正彦（⾹川⼤学） 

 
05 Premature Rupture を⽣じた破裂前交通動脈瘤の 1 例  

-Premature Rupture の予防と neck laceration 時の 
対策-  
1 五⽇市記念病院脳神経外科, 2 廿⽇市記念病院脳神経外科 

坪井 俊之 1, 梶原 洋介 1, ⾼柿 尚始 2, 茶⽊ 隆寛 1,          
向⽥ ⼀敏 1, 浅野 拓 2, 梶原 四郎 1 
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13 ステント⽀援下塞栓術で親⾎管温存し根治した外傷性椎⾻
動静脈瘻の⼀例 

1 広島市⽴安佐市⺠病院脳神経外科,                             
2 広島⼤学⼤学院医⻭薬保健学研究院脳神経外科学 

下永 皓司 1, 松重 俊憲 1, 細⾙ 昌弘 1, 川住 知弘 1,   
栗栖 薫 2, 坂本 繁幸 2 

 

14 脳梗塞を再発した M1 閉塞に対し、近位 IC 狭窄の経⽪的
⾎管形成術が有効であった⼀例 

⾼知県・⾼知市病院企業団⽴⾼知医療センター 
細川 雄慎, 福⽥ 真紀, 太⽥ 剛史, 松岡 賢樹,岡⽥ 憲⼆, 
津野 隆哉, 政平 訓貴, ⽵村 光広 

 
15 学童期に発症した特発性脳内出⾎の 1 例 

⾹川県⽴中央病院脳神経外科 

豊嶋 敦彦, 劒持 直也, 松村 光, 蔵本 智⼠, 勝間⽥ 篤,  
⼩野 恭裕, 河内 正光 

 
16 分娩後に脳出⾎を来たした⼀例 

1 徳⼭中央病院, 2 ⼭⼝⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科 
森 尚昌 1, 原⽥ 克⼰ 1, 上⽥ 裕司 1, ⻄本 拓真 1,        
原⽥ 有彦 1, 鈴⽊ 倫保 2 

 
 
11:45〜12:05  第 83 回優秀論⽂賞表彰式・受賞講演   

第 83 回会⻑：伊達 勲（岡⼭⼤学） 
 
 

12:10〜13:10  ランチョンセミナー          
座⻑：野村 貞宏（⼭⼝⼤学） 

 
『Surgical treatment for medically intractable epilepsy』 

 
⾚松 直樹 

（国際医療福祉⼤学医学部 神経内科 教授） 
      （福岡⼭王病院 脳機能神経センター 神経内科） 

 
共催：第⼀三共株式会社 

 
 
13:15〜13:35   ⽀部総会                
 
 
 
 

  

13:40〜14:20  ⼀般演題 4 「てんかん・⽔頭症」                   
座⻑：飯⽥ 幸治（広島⼤学） 

          コメンテーター：野村 貞宏（⼭⼝⼤学） 
 

17 転倒発作を有する難治性てんかん症例における傾斜磁場ト
ポグラフィ(GMFT)を⽤いた脳梁前⽅離断術の適応評価  

1 広島⼤学⼤学院医⻭薬保健学研究院脳神経外科学,         
2 たかの橋中央病院脳神経外科ガンマナイフセンター,        
3 ⻑崎⼤学医学部脳神経外科,                                      
4 トロント⼩児病院神経科臨床神経⽣理部⾨ 

⾹川 幸太 1, 飯⽥ 幸治 1, 橋詰 顕 2, ⽚桐 匡弥 1,        
⾺場 史郎 3,   栗栖 薫 4 , ⼤坪 宏 4 

 

18 脳出⾎後遺症により診断に苦慮した⾮痙攣性てんかん重積
（NCSE）の⼀例  

1 済⽣会下関総合病院脳神経外科,  
2 健和会⼤⼿町病院脳神経外科, 
3 ⼭⼝⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科 

奥 ⾼⾏ 1, 井本 浩哉 3, ⼟師 康平 3, ⼭根 亜希⼦ 2,          
⽶⽥ 浩 2, 鈴⽊ 倫保 3 

19 遅発性シャント機能不全をきたした 3 例 
社会医療法⼈ 近森病院脳神経外科 

⻑⾕川 義仁, 野中 ⼤伸, ⻄本 陽央, 林 悟 
 
20 V-P シャントチューブに合併した腹腔内髄液仮性嚢胞の１

症例 
1 中国労災病院脳神経外科,  
2 中国労災病院リハビリテーション科 

橋本 尚美 1, 右⽥ 圭介 1, 熊野 潔 1, 三好 浩之 1,         
豊⽥ 章宏 2 

 

 
14:20〜15:20  ⼀般演題 5 「脳腫瘍 1」                   

座⻑：中城 登仁（⾼知⼤学） 
          コメンテーター：⿊住 和彦（岡⼭⼤学） 

 

21 診断に苦慮した眼窩髄膜腫の⼀例 
1 広島⾚⼗字・原爆病院脳神経外科,  
2 広島⼤学⼤学院医⻭薬保健学研究院脳神経外科学 

松本 敦仁 1, 隅⽥ 昌之 1, 露⼝ 冴 1, ⼭⼝ 智 2,      
武⽥ 正明 2 
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28 開頭腫瘍摘出後、PS が改善し、pembrolizumab 導⼊に
⾄った転移性脳腫瘍の⼀例 

1 広島市⽴広島市⺠病院脳神経外科・脳⾎管内治療科,
2 広島市⽴広島市⺠病院呼吸器内科 

五⽉⼥ 悠太 1, ⼤熊 佑 1, 益⽥ 健 2, 佐藤 悠 1,           
⽥邉 智之 1, 村岡 賢⼀郎 1, 廣常 信之 1,⻄野 繁樹 1

29 眼窩内に発⽣したと考えられる脂腺癌の⼀例 
1 島根⼤学医学部脳神経外科,  
2 出雲市⺠リハビリテーション病院 

中川 史⽣ 1, 内村 昌裕 1, 藤原 勇太 1, 江⽥ ⼤武 1,  
吉⾦ 努 1, 萩原 伸哉 1, ⼭本 佳昭 2,宮嵜 健史 1,         
永井 秀政 1, 秋⼭ 恭彦 1

30 嚢胞成分を有した Intracerebral Osteochondroma の
⼀例 
1 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構岡⼭医療センター脳神経外科, 
2 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構岡⼭医療センター病理部 

胡⾕ 侑貴 1, 堀 佑輔 1, ⻘井 瑞穂 1, 福原 徹 1, 
永喜多 敬奈 2, 神農 陽⼦ 2

31 外傷性病変と酷似した⾎管⾁腫の⼀例 
1 呉医療センター・中国がんセンター脳神経外科, 
2 呉医療センター・中国がんセンター病理診断科 

⾼橋 宏輝 1, ⼤庭 信⼆ 1, 伊藤 陽⼦ 1, ⽶澤 公器 1, 
⽥⼝ 慧 1, ⾕⼭ ⼤樹 2, 倉岡 知⽮ 2

16:10〜16:50  ⼀般演題 7 「感染」 
座⻑：⼾井 宏⾏（川崎医科⼤学） 

コメンテーター：渡邊 英昭（愛媛⼤学）

32 ステロイド⻑期投与中に発症したノカルジア脳膿瘍の 2 例 
尾道市⽴市⺠病院脳神経外科 

⼤同 茂, 岩⼾ 英仁, ⼟本 正治 

33 Dermoid cyst と難治性脳膿瘍を合併した先天性⽪膚洞の
⼀例 
県⽴広島病院脳神経外科脳⾎管治療科 
前⽥ 雄洋, 富永 篤, ⽵下 真⼀郎, 岐浦 禎展, 籬 拓郎, 
迫⼝ 哲彦, 近藤 浩 

  

22 ⼤脳鎌髄膜腫に合併した多発⽯灰化腫瘤の⼀例 
⼭⼝県⽴総合医療センター脳神経外科 
浦川 学, ⼭下 哲男, 藤井 正美, 安⽥ 浩章,   
⻑綱 敏和,  ⾦⼦ 奈津江 

 
23 頭痛、めまいにて発症した膝神経節近傍の顔⾯神経鞘腫の

1 例 
松江⾚⼗字病院脳神経外科 
桑原 政志, 中岡 光⽣, ⼤林 直彦, ⽮原 快太,    
並河 慎也 

 
24 ⼆期的⼿術を要した両側脳室から第三脳室内に発⽣した脈

絡叢乳頭腫の 1 例 
1 徳島⼤学脳神経外科, 2 徳島⼤学病院 

蔭⼭ 彩⼈ 1, 亘 雄也 1, 藤原 敏孝 1, 中島 公平 1,   
溝渕 佳史 1, ⾥⾒ 淳⼀郎 1, 永廣 信治 2 

 

25 ⾺尾に発⽣し、腫瘍内出⾎のみられた anaplastic 
ependymoma の 1 例 

1 徳島市⺠病院脳神経外科, 2 徳島市⺠病院病理診断科,  
3 兵庫県⽴ガンセンター 

藤本 尚⼰ 1, 上⽥ 博⼸ 1, 宮本 理司 1, 宇⼭ 慎⼀ 1,  
⽊内 智也 1, 堀⼝ 英久 2, 清久 泰司 2,廣瀬 隆則 3 

26 海綿静脈洞 MALT リンパ腫の⼀例 
⾼知⼤学医学部脳神経外科 

帆⾜ 裕, 中城 登仁, 樋⼝ 眞也, 濱⽥ 史泰, 川⻄ 裕,   
上⽻ 佑亮, ⾨⽥ 知倫, 福⽥ 仁, 福井 直樹, 上⽻ 哲也 

 
 
15:20〜16:10  ⼀般演題 6 「脳腫瘍 2」                   

座⻑：宮嵜 健史（島根⼤学） 
          コメンテーター：井上 明宏（愛媛⼤学） 

 

27 Bevacizumab の悪性グリオーマに伴う嚢胞に対する縮⼩
効果と Activity of Daily Life (ADL)改善効果について 

1 岡⼭⼤学⼤学院脳神経外科,  
2 岡⼭市⽴市⺠病院脳神経外科 

藤井 謙太郎 1, 市川 智継 1, 井上 智 2, ⿊住 和彦 1,     
清⽔ 俊彦 1, ⼤⾕ 理浩 1, 伊達 勲 1 

 

 

 

 

 

 

－16－



28 開頭腫瘍摘出後、PS が改善し、pembrolizumab 導⼊に
⾄った転移性脳腫瘍の⼀例 

1 広島市⽴広島市⺠病院脳神経外科・脳⾎管内治療科,
2 広島市⽴広島市⺠病院呼吸器内科 

五⽉⼥ 悠太 1, ⼤熊 佑 1, 益⽥ 健 2, 佐藤 悠 1,           
⽥邉 智之 1, 村岡 賢⼀郎 1, 廣常 信之 1,⻄野 繁樹 1

29 眼窩内に発⽣したと考えられる脂腺癌の⼀例 
1 島根⼤学医学部脳神経外科,  
2 出雲市⺠リハビリテーション病院 

中川 史⽣ 1, 内村 昌裕 1, 藤原 勇太 1, 江⽥ ⼤武 1,  
吉⾦ 努 1, 萩原 伸哉 1, ⼭本 佳昭 2,宮嵜 健史 1,         
永井 秀政 1, 秋⼭ 恭彦 1

30 嚢胞成分を有した Intracerebral Osteochondroma の
⼀例 
1 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構岡⼭医療センター脳神経外科, 
2 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構岡⼭医療センター病理部 

胡⾕ 侑貴 1, 堀 佑輔 1, ⻘井 瑞穂 1, 福原 徹 1, 
永喜多 敬奈 2, 神農 陽⼦ 2

31 外傷性病変と酷似した⾎管⾁腫の⼀例 
1 呉医療センター・中国がんセンター脳神経外科, 
2 呉医療センター・中国がんセンター病理診断科 

⾼橋 宏輝 1, ⼤庭 信⼆ 1, 伊藤 陽⼦ 1, ⽶澤 公器 1, 
⽥⼝ 慧 1, ⾕⼭ ⼤樹 2, 倉岡 知⽮ 2

16:10〜16:50  ⼀般演題 7 「感染」 
座⻑：⼾井 宏⾏（川崎医科⼤学） 

コメンテーター：渡邊 英昭（愛媛⼤学）

32 ステロイド⻑期投与中に発症したノカルジア脳膿瘍の 2 例 
尾道市⽴市⺠病院脳神経外科 

⼤同 茂, 岩⼾ 英仁, ⼟本 正治 

33 Dermoid cyst と難治性脳膿瘍を合併した先天性⽪膚洞の
⼀例 
県⽴広島病院脳神経外科脳⾎管治療科 
前⽥ 雄洋, 富永 篤, ⽵下 真⼀郎, 岐浦 禎展, 籬 拓郎, 
迫⼝ 哲彦, 近藤 浩 

  

22 ⼤脳鎌髄膜腫に合併した多発⽯灰化腫瘤の⼀例 
⼭⼝県⽴総合医療センター脳神経外科 
浦川 学, ⼭下 哲男, 藤井 正美, 安⽥ 浩章,   
⻑綱 敏和,  ⾦⼦ 奈津江 

 
23 頭痛、めまいにて発症した膝神経節近傍の顔⾯神経鞘腫の

1 例 
松江⾚⼗字病院脳神経外科 
桑原 政志, 中岡 光⽣, ⼤林 直彦, ⽮原 快太,    
並河 慎也 

 
24 ⼆期的⼿術を要した両側脳室から第三脳室内に発⽣した脈

絡叢乳頭腫の 1 例 
1 徳島⼤学脳神経外科, 2 徳島⼤学病院 

蔭⼭ 彩⼈ 1, 亘 雄也 1, 藤原 敏孝 1, 中島 公平 1,   
溝渕 佳史 1, ⾥⾒ 淳⼀郎 1, 永廣 信治 2 

 

25 ⾺尾に発⽣し、腫瘍内出⾎のみられた anaplastic 
ependymoma の 1 例 

1 徳島市⺠病院脳神経外科, 2 徳島市⺠病院病理診断科,  
3 兵庫県⽴ガンセンター 

藤本 尚⼰ 1, 上⽥ 博⼸ 1, 宮本 理司 1, 宇⼭ 慎⼀ 1,  
⽊内 智也 1, 堀⼝ 英久 2, 清久 泰司 2,廣瀬 隆則 3 

26 海綿静脈洞 MALT リンパ腫の⼀例 
⾼知⼤学医学部脳神経外科 

帆⾜ 裕, 中城 登仁, 樋⼝ 眞也, 濱⽥ 史泰, 川⻄ 裕,   
上⽻ 佑亮, ⾨⽥ 知倫, 福⽥ 仁, 福井 直樹, 上⽻ 哲也 

 
 
15:20〜16:10  ⼀般演題 6 「脳腫瘍 2」                   

座⻑：宮嵜 健史（島根⼤学） 
          コメンテーター：井上 明宏（愛媛⼤学） 

 

27 Bevacizumab の悪性グリオーマに伴う嚢胞に対する縮⼩
効果と Activity of Daily Life (ADL)改善効果について 

1 岡⼭⼤学⼤学院脳神経外科,  
2 岡⼭市⽴市⺠病院脳神経外科 

藤井 謙太郎 1, 市川 智継 1, 井上 智 2, ⿊住 和彦 1,     
清⽔ 俊彦 1, ⼤⾕ 理浩 1, 伊達 勲 1 
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第 84 回(⼀社)⽇本脳神経外科学会 

中国四国⽀部学術集会 

講演要旨 

（1〜39） 

  

 

34 超⾼齢者 脳膿瘍の⼀例 
1 国家公務員共済組合連合会呉共済病院脳神経外科,  
2 岡⼭⼤学⼤学院脳神経外科 

川上 真⼈ 1, 村井 智 2, 守本 純 2, 栗⼭ 充夫 1, 
寺坂 薫 1 

 

35 眼窩からの穿通外傷後に脳膿瘍をきたした 1 例 
⼭⼝⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科 
岡﨑 光希, 貞廣 浩和, 野村 貞宏, ⻄本 拓真, ⼟師 康平, 
藤⼭ 雄⼀, 岡 史朗, 五島 久陽, 井本 浩哉, ⽥中 信宏,  
末廣 栄⼀, ⽯原 秀⾏, 鈴⽊ 倫保 

 
 
 
16:50〜17:30  ⼀般演題 8 「その他」                   

座⻑：新堂  敦（⾹川⼤学） 
        コメンテーター：原 慶次郎（川崎医科⼤学） 

 
36 脳静脈洞⾎栓症により甲状腺機能亢進症の診断に⾄った 1   
   例 

労働者健康福祉機構 ⾹川労災病院脳神経外科 

藪野 諭, 菅⽥ 峻光, 鈴⽊ 健太, 平下 浩司, 柚⽊ 正敏,  
吉野 公博 

 
37 超急性期脳梗塞との鑑別に難渋したメトロニダゾール脳症

の１例 
倉敷中央病院脳神経外科 

⾼⽥ 賢介, 牧 貴紀, 紀之定 昌則, 沈 正樹, 藤本 優貴,   
⽒原 匡樹, 森⽥ 匠, 安⽥ 貴哉, ⼭⽥ ⼤輔, 上⾥ 弥波,  
⼭下 北⽃, ⿊崎 義隆, ⽯橋 良太, 半⽥ 明, ⼭形 専 
 

38 拍動性腫脹を認めた頭蓋⾻線維性⾻異形成の 1 例  
下関市⽴市⺠病院脳神経外科 
岩城 克⾺, 尾中 貞夫, 中村 隆治 

 
39 当院における脳神経外科ホットラインの現況：2012 年報

告後の結果 
周南記念病院脳神経外科 
本⽥ 優, 前⽥ 肇 

 

 
--------------------------------------------------------------- 
17：35〜   閉会の辞      会⻑：鈴⽊ 倫保（⼭⼝⼤学） 
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