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参会受付開始（8:30〜）

演題受付開始（8:30〜）

開会の挨拶（8:55〜 9:00） 会長　冨田　洋司（とみた脳神経クリニック）

1．頸椎 1（9:00〜 9:24）
座長　医誠会病院　脳神経外科　　佐々木　学　

01 頭蓋頸椎移行部の不安定性に対して後頭骨頸椎固定を行った 3 症例の報告
守口生野記念病院　脳神経外科

○有馬 大紀、西川 節、三橋 豊、正村 清弥、國廣 誉世、生野 弘道

02 軸椎歯突起後方偽腫瘍の 2 例
浦添総合病院　脳神経外科

○原国 毅、銘苅 晋、伊藤 公一

03 C1-2 不安定性を合併した強直性脊椎骨増殖症（ASH）の一例
大阪大学大学院医学系研究科　脳神経外科学

○森脇 崇、岩月 幸一、大西 諭一郎、二宮 貢士、吉峰 俊樹

2．頸椎 2（9:24〜 9:48）
座長　大阪大学大学院医学系研究科　脳神経外科学　　岩月　幸一

04 脳外科外来を受診する可能性のある Pancoast 症候群症例の検討
1）市立四日市病院　脳神経外科、2）市立四日市病院　呼吸器内科、
3）みたき総合病院　脳神経外科

○吉田 光宏1）、市原 薫1）、中林 規容1）、相見 有理1）、浅田 玲緒尚1）、吉川 哲史1）、佐竹 勇樹1）、
伊藤 源士2）、池田 拓也2）、伊藤 八峯3）

05 C1LMS-C2PS 固定術後　後頭骨びらんを呈した 1 例
ツカザキ病院　脳神経外科

○下川 宣幸、中尾 弥起、寺田 愛子、中条 公輔、塚崎 裕司、夫 由彦

06 C1 外側塊スクリュー刺入法の検討
和歌山県立医科大学　脳神経外科

○西岡 和哉、北山 真理、中尾 直之

3．頸椎 3（9:48〜 10:20）
座長　和歌山県立医科大学　脳神経外科　　西岡　和哉

07 頸椎症性神経根症の多椎体病巣に頸椎前方椎間孔拡大術を施行した 1 例
1）関西医科大学附属滝井病院　脳神経外科、2）関西医科大学附属枚方病院　脳神経外科

○岩瀬 正顕1）、須山 武裕1）、山原 崇弘1）、武田 純一1）、淺井 昭雄2）

08 局所自家骨とボックス型チタンケージを用いた頸椎前方除圧固定術
独立行政法人国立病院機構奈良医療センター　脳神経外科

○川田 和弘、丸山 信之、平林 秀裕、星田 徹
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09 若年者の全周性頚椎損傷の一例
1）医誠会病院　脳神経外科、2）医療法人社団笹生病院　脳神経外科、
3）医誠会病院脊髄脊髄センター

○佐々木 学1）、松本 勝美1）、鶴薗 浩一郎1）、芝野 克彦1）、榎木 圭介1）、田村 和義2）、
米延 策雄3）

10 頸椎-胸椎移行部黄色靭帯骨化症の 2 例
1）医療法人脳神経外科日本橋病院、2）京都大学医学部　脳神経外科

○知禿 史郎1）、西浦 巌1）、福田 美雪2）、米田 弘幸1）、米田 俊一1）

4．胸腰椎 1（10:20〜 10:44）
座長　医療法人脳神経外科日本橋病院　　西浦　　巌

11 間歇性跛行で発症した椎間関節滑膜アミロイドーシスの一例
大西脳神経外科病院　脳神経外科

○林 真人、大西 英之、久我 純弘、高倉 周司、兒玉 裕司、矢木 亮吉、渡邉 知朗、
福留 賢二、前岡 良輔、垰本 勝司

12 骨粗鬆症性圧迫骨折後遅発性神経障害に対して除圧術及び椎体形成と CBT による固定を行っ
た一例

1）医療法人行岡医学研究会行岡病院　脳神経外科、2）和歌山県立医科大学　脳神経外科
○青木 正典1）、西岡 和哉2）

13 腰椎と胸椎に変性疾患を有した症例の 1 手術例
高清会高井病院　脳神経外科

○森本 哲也、南 茂憲、長友 康、榊 壽右

5．胸腰椎 2（10:44〜 11:16）
座長　高清会高井病院　脳神経外科　　森本　哲也

14 腰椎術後滑膜嚢胞発生と手術アプローチの関連性についての検討
和歌山県立医科大学　脳神経外科

○北山 真理、西岡 和哉、中尾 直之

15 脊椎側弯症を有する進行期パーキンソン病患者の腰痛に対して脊髄刺激療法を用いた一例
（財）田附興風会　北野病院　脳神経外科

○戸田 弘紀、釜瀬 大蔵、箸方 宏州、西田 南海子、寺田 行範、吉本 修也、池田 直廉、
後藤 正憲、岩崎 孝一

16 小児脊髄膿瘍の臨床像
大阪府立母子保健総合医療センター　脳神経外科

○横田 千里、竹本 理、山田 淳二

17 排尿障害で発症した小児 lumbosacral perineural cyst（Tarlov cyst） の 1 例
1）東大阪市立総合病院　脳神経外科、2）奈良県立医科大学　脳神経外科

○杉本 正1）、朴 永銖2）、本山 靖2）、中瀬 裕之2）
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6．脊髄空洞症（11:16〜 11:48）
座長　淀川キリスト教病院　脳神経外科　　森川　雅史

18 癒着性くも膜炎による脊髄空洞症を発症した症例
大津市民病院　脳神経外科

○楊 涛、横山 洋平、小倉 健紀、林 英樹、高山 柄哲

19 広範囲癒着解除と long S-S shunt で軽快傾向にある、癒着性くも膜炎に併発した脊髄空洞症
の 2 例

大阪大学大学院医学系研究科　脳神経外科学
○岩月 幸一、吉峰 俊樹、大西 諭一郎、二宮 貢士、森脇 崇

20 癒着性脊髄くも膜炎に続発する広範囲脊髄空洞症に対する脊髄空洞腹腔短絡術
大阪市立大学　脳神経外科

○高見 俊宏、山縣 徹、内藤 堅太郎、有馬 大紀、阿部 純也、大畑 建治

21 脊髄空洞症・ Chiari 奇形・側湾症を伴った 1 例
守口生野記念病院　脳神経外科

○西川 節、正村 清弥、國廣 誉世、有馬 大紀、生野 弘道

近畿脊髄外科研究会世話人会（11:50〜 12:10）（20階　第 4会議室）

ランチョンセミナー（12:15〜 13:15）
座長　とみた脳神経クリニック　　冨田　洋司

日本赤十字社医療センター　脊椎整形外科　部長 久野木順一 先生

共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社

ハンズオン（13:15〜 13:45）

会場は 16:30 まで開けております。

参加企業：シンセス株式会社
メドトロニックソファモアダネック株式会社

7．血管障害等（13:50〜 14:22）
座長　守口生野記念病院　脳神経外科　　西川　　節

22 新たなシャントを術前に確認できた perimedullary AVF の 1 例
1）近畿大学医学部奈良病院　脳神経外科、2）近畿大学医学部　脳神経外科、
3）近畿大学医学部附属病院　救命救急センター

○中西 欣弥1）、渡邉 啓1）、片岡 和夫1）、辻 潔2）、中川 修宏2）、布川 知史3）、中野 直樹2）、
加藤 天美2）

23 診断が困難であった spinal dulal AVF の一例
信愛会脊椎脊髄センター

○佐々木 伸洋、寳子丸 稔、上田 茂雄
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24 特発性脊髄硬膜外血腫の治療
医療法人ラポール会　田辺脳神経外科病院

○畠中 剛久、藤田 洋子、光野 亀義、田辺 英紀

25 特発性頚椎硬膜外血腫の診断と治療（予後不良因子の検討）
1）新須磨病院脳神経外科、2）財団法人日本二分脊椎・水頭症研究振興財団

○高石 吉将1）、鈴木 寿彦1）、千葉 義幸1）、坂田 純一1）、近藤 威1）、松本 悟2）

特別講演（14:30〜 15:30）
座長　神戸大学医学部　脳神経外科 甲村　英二

「重度脊柱変形手術から内視鏡下側弯症手術まで
ー zeegoなどを利用したナビゲーション手術ー」

湘南藤沢徳洲会病院　脊椎センター　副院長兼脊椎センター長 江原　宗平 先生
共催： HOYA 株式会社

8．のう胞性疾患（15:30〜 16:02）
座長　信愛会脊椎脊髄センター　　寳子丸　稔

26 突然の対麻痺で発症した胸椎くも膜嚢胞の 1 例
近畿大学医学部奈良病院　脳神経外科

○渡邉 啓、中西 欣弥、片岡 和夫

27 腰痛を来した intrasacral extradural arachnoid cyst の 1 例
1）倉敷中央病院　脳神経外科、2）姫路医療センター　脳神経外科

○林 晃佑1）、齊木 雅章2）、西村 真樹2）、廣瀬 智史2）、山名 則和2）、池堂 太一2）、池田 宏之2）、
松井 恭澄2）

28 初回 MRI にて診断が困難であった後縦靭帯由来の ganglion cyst の一例
1）新武雄病院　脊髄脊椎外科、2）新小文字病院病院　脊髄脊椎外科治療センター

○隈元 真志1）、西田 憲記1）、高橋 雄一2）、土方 保和2）、久寿米木 亮2）、小川 浩一2）

29 腰椎 Juxta-facet cyst の 2 例
1）守口生野記念病院　脳神経外科、2）大阪市立大学　脳神経外科

○國廣 誉世1）、西川 節1）、正村 清弥1）、三橋 豊1）、有馬 大紀2）、生野 弘道1）

9．腫瘍 1（16:02〜 16:26）
座長　新須磨病院　脳神経外科　　高石　吉将

30 胸椎硬膜外血管脂肪腫の一例
ツカザキ病院　脳神経外科

○中尾 弥起、下川 宣幸、寺田 愛子、中条 公輔、塚崎 裕司、夫 由彦

31 Neurofibromatosis type 2 に関連した spinal tanycytic ependymoma の 1 例
奈良県立医科大学　脳神経外科

○竹島 靖浩、新 靖史、朴 永銖、中瀬 裕之

32 頸髄血管芽腫に対して indocyanine green videoangiography 使用し摘出した 1 例
富永病院　脳神経外科

○長尾 紀昭、乾 敏彦、住吉 壯介、下里 倫、宮崎 晃一、祖母井 龍、松田 康、久貝 宮仁、
我妻 敬一、富永 良子、村上 昌宏、北野 昌彦、山里 景祥、長谷川 洋、富永 紳介
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10．腫瘍 2（16:26〜 16:50）
座長　富永病院　脳神経外科　　乾　　敏彦

33 Transcostoversectomy（costotranseverse approach）を応用した胸椎砂時計型神経鞘腫の 1
例

1）松下記念病院　脳神経外科、2）水無瀬病院　脳神経外科、3）医療法人脳神経外科日本橋病院
○川上 理1）、山田 圭介1）、丸茂 岳2）、松林 景子1）、兒島 正裕1）、柘植 雄一郎1）、西浦 巌3）

34 仙骨神経鞘腫の一例
大阪大学大学院医学系研究科　脳神経外科学

○二宮 貢士、岩月 幸一、森脇 崇、大西 諭一郎、吉峰 俊樹

35 脊髄神経鞘腫：神経前根発生例の臨床的特徴
大阪市立大学　脳神経外科

○阿部 純也、高見 俊宏、山縣 徹、内藤 堅太郎、有馬 大紀、大畑 建治

11．腫瘍 3（16:50〜 17:14）
座長　大阪市立大学　脳神経外科　　高見　俊宏

36 馬尾神経に発生した成熟奇形種の 1 例
1）済生会和歌山病院　脳神経外科、2）いまえクリニック

○三木 潤一郎1）、今栄 信治2）、山家 弘雄1）、林 宣秀1）、仲 寛1）

37 脊髄円錐近傍腫瘍の臨床的特徴
大阪市立大学　脳神経外科

○内藤 堅太郎、高見 俊宏、山縣 徹、有馬 大紀、阿部 純也、大畑 建治

38 脊髄終糸に発症した Tanycytic ependymoma の一例
神戸大学医学部　脳神経外科

○溝脇 卓、水川 克、細田 弘吉、甲村 英二

閉会の挨拶（17:14〜） 会長　冨田　洋司（とみた脳神経クリニック）
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