
■C会場（501〜 503会議室）

頸椎（8:30〜 9:02）
座長：佐々木　学（医誠会病院）

C-01 ADD plusを用いた頚椎前方除圧固定術
大西脳神経外科病院　脳神経外科
久我 純弘、大西 英之、髙倉 周司、兒玉 裕司、山田 修一、林 真人、髙橋 賢吉、高村 慶旭、福留 賢二、
前岡 良輔

C-02 頸椎前方固定術後の固定隣接椎間障害により嚥下障害を発症した 1例
大阪市立大学　脳神経外科
中西 勇太、高見 俊宏、内藤 堅太郎、佐藤 英俊、城阪 佳佑、大畑 建治

C-03 著明な浮腫を来した頚椎黄色靭帯骨化症の 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

C-04 Strategyに問題があったと反省される頸椎手術症例
富永病院　脳神経外科
村上 昌宏、乾 敏彦、長尾 紀昭、松田 康、宮崎 晃一、古部 昌明、富永 紳介

胸腰椎（9:02〜 9:42）
座長：乾　　敏彦（富永病院）

C-05 腰椎固定術後に上位隣接椎間に生じた椎間板ヘルニアの一例
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、大西 諭一郎、森脇 崇、吉峰 俊樹

C-06 硬膜外血腫形成を伴う外傷性腰椎圧迫骨折に対して後方固定術後 pedicle screwの back-out

を認めた一例
大津市民病院　脳神経外科
永井 靖識、横山 洋平、松井 雄哉、林 英樹、高山 柄哲

C-07 頚胸椎OPLLと胸腰椎DISHを合併した一例
1 医誠会病院　脳神経外科、2 医誠会病院　脊椎・脊髄センター
佐々木 学 1、鶴薗 浩一郎 1、松本 勝美 1、芝野 克彦 1、榎木 圭介 1、米延 策雄 2

C-08 胸椎後弯変形に伴う脊髄症に硬膜半層切除が有効であった 1例
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

C-09 硬膜管背側に突出し、術前画像診断に苦慮した椎間板ヘルニアの 1例
医療法人行岡医学研究会行岡病院　脳神経外科
青木 正典、丸野 元彦、鈴木 強
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血管障害、末梢神経（9:42〜 10:06）
座長：西川　　節（守口生野記念病院）

C-10 頸椎脊柱管腹側に発症した特発性脊椎急性硬膜外血腫の 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、川口 琢也 1、淺井 昭雄 2

C-11 後頚部痛で発症した脊髄梗塞の 1例
信愛会脊椎脊髄センター
荻田 誠司、上田 茂雄、佐々木 伸洋、寳子丸 稔

C-12 難治性腓骨神経麻痺患者に対し外科的治療が著効した一例
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

感染・炎症性疾患（10:06〜 10:30）
座長：森本　哲也（高清会高井病院）

C-13 急性期に自然消褪し急性硬膜外血腫と鑑別が困難であった脊髄硬膜外膿瘍の一手術例
北播磨総合医療センター　脳神経外科
三宅 茂、岡村 有祐

C-14 MRSA化膿性脊椎炎の 1例
浦添総合病院　脳神経外科
原国 毅

C-15 脊髄空洞症を伴った視神経脊髄炎関連疾患の 1例
1 守口生野記念病院　脳神経外科、2 東北大学病院　神経内科
西川 節 1、三橋 豊 1、正村 清弥 1、國廣 誉世 1、有馬 大紀 1、生野 弘道 1、中島 一郎 2

嚢胞性疾患、偽腫瘍、奇形（10:30〜 10:54）
座長：高山　柄哲（大津市民病院）

C-16 椎弓切除のみで縮小した大きな硬膜外くも膜嚢胞の一症例
1 日本橋病院・脊髄センター、2 京都大学医学部・脳神経外科、
3 若草第一病院脳卒中センター
福田 美雪 1,2、西浦 巌 1、知禿 史郎 1,3、米田 弘幸 1、米田 俊一 1、宮本 享 2

C-17 成人発症した脊髄係留症候群の一例
兵庫医科大学　脳神経外科
陰山 博人、田中 康恵、吉村 紳一

C-18 馬尾に発生した reactive lymphoid hyperplasiaの 1例
1（財）田附興風会　北野病院　脳神経外科、2 住友病院　神経内科、
3（財）田附興風会　北野病院　病理診断科
寺田 行範 1、戸田 弘紀 1、釜瀬 大蔵 1、吉本 修也 1、箸方 宏州 1、後藤 正憲 1、池田 直廉 1、
西田 南海子 1、山崎 博輝 2、弓場 吉哲 3、岩崎 孝一 1
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腫瘍（1）（10:54〜 11:26）
座長：寳子丸　稔（信愛会脊椎脊髄センター）

C-19 肝細胞癌からの単発性脊椎転移の 1例
大阪市立大学　脳神経外科
内藤 堅太郎、高見 俊宏、佐藤 英俊、中西 勇太、城阪 佳佑、大畑 建治

C-20 急速な対麻痺で発症した転移性脊髄硬膜外腫瘍の小児例
大阪市立総合医療センター　小児脳神経外科
渡部 祐輔、松阪 康弘、坂本 博昭

C-21 脊椎悪性リンパ腫の 2例
近畿大学医学部奈良病院　脳神経外科
中西 欣弥、渡邉 啓、片岡 和夫

C-22 retro-odontoid pseudotumorを疑わせた Enchondromaの一例
富永病院　脳神経外科
宮崎 晃一、乾 敏彦、住吉 壯介、下里 倫、長尾 紀昭、祖母井 龍、松田 康、久貝 宮仁、我妻 敬一、
村上 昌宏、山里 景祥、北野 昌彦、長谷川 洋、富永 良子、富永 紳介

腫瘍（2）（11:26〜 11:50）
座長：岩月　幸一（大阪大学）

C-23 左下肢単麻痺で発症した胸椎髄膜腫の 1例
1 松下記念病院　脳神経外科、2 兵庫県立尼崎病院　脳神経外科、3 水無瀬病院　脳神経外科、
4 医療法人脳神経外科日本橋病院
川上 理 1、山田 圭介 2、丸茂 岳 3、松林 景子 1、西浦 巌 4

C-24 non-dura based 頸髄髄膜腫の一例
1 大阪大学大学院医学系研究科　脳神経外科学、2 大阪大学大医学部附属病院　病理診断科
大西 諭一郎 1、岩月 幸一 1、木谷 知樹 1、池田 純一郎 2、二宮 貢士 1、吉峰 俊樹 1

C-25 髄内にも伸展したDual originの頸椎神経鞘腫の 1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

腫瘍（3）（14:30〜 14:54）
座長：高見　俊宏（大阪市立大学）

C-26 脊髄髄内星細胞腫に対する後外側溝到達法による 2期的手術症例報告
大阪市立大学　脳神経外科
高見 俊宏、内藤 堅太郎、佐藤 英俊、中西 勇太、城阪 佳佑、大畑 建治

C-27 ICG videoangiographyで興味ある知見を得た脊髄血管芽腫の一例
奈良県立医科大学　脳神経外科
竹島 靖浩、田中 祥貴、中川 一郎、西村 文彦、弘中 康雄、本山 靖、朴 永銖、中瀬 裕之
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