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参会受付開始（8:00 〜）

演題受付開始（8:00 〜）

開 会 の 挨 拶（8:25 〜 8:30） 会長　社会医療法人　弘道会　守口生野記念病院　　西川　　節

1．腫瘍、腫瘍性病変 1（8:30 〜 9:02）
座長　大阪市立大学医学部附属病院　脳神経外科学　　高見　俊宏

01 片側椎弓切除による脊髄硬膜内髄外腫瘍摘出術の適応と有用性
大阪市立大学脳神経外科

○内藤 堅太郎、高見 俊宏、後藤 浩之、中条 公輔、川嶋 俊幸、大畑 建治

02 C2 神経鞘腫の外科治療
関西労災病院脳神経外科

○菅野 皓文、山本 祥太、熊谷 哲也、千葉 泰良、豊田 真吾、森 鑑二、瀧 琢有

03 脊髄髄内に発生した類上皮細胞肉芽腫の一症例
1）大阪市立大学脳神経外科、2）市立島田市民病院脳神経外科

○後藤 浩之1）、高見 俊宏1）、内藤 堅太郎1）、川嶋 俊幸2）、中条 公輔1）、大畑 建治1）

04 経過観察中に胸椎圧迫骨折を併発した高齢者胸髄神経鞘腫の一手術例
大阪南医療センター脳神経外科

○山田 與徳、枡井 勝也、西 憲幸、浅田 喜代一

2．頸椎 1（9:02 〜 9:34）
座長　関西医科大学附属滝井病院　脳神経外科　　岩瀬　正顕

05 頸椎多椎間病変と不安定性を有する例に対する 1 期的後方減圧と固定：初期治療成績
守口生野記念病院脳神経外科

○馬場 良子、西川 節、正村 清弥、金城 雄太、生野 弘道

06 当院における box 型 PEEK ケージを用いた頚椎前方固定術の短期成績
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、山田 修一、高橋 賢吉、
高村 慶旭、福留 賢二、前岡 良輔

07 頸椎前方固定術におけるケージ内充填素材の骨癒合の検討。
1）医療法人行岡医学研究会行岡病院脳神経外科、2）医誠会病院、3）行岡病院、
4）大阪大学医学部脳神経外科

○青木 正典1）、佐々木 学2）、丸野 元彦3）、鈴木 強3）、吉峰 俊樹4）

08 医療用チタン（Ti-6Al-4V）を加工した threaded cylindricall cage 単独による椎体間固定術の
有用性 −最長 16 年の follow-up 結果−

1）済生会松阪総合病院脳神経外科、2）兵庫医科大学脳神経外科
○久保 和親1）、村田 浩人1）、土屋 拓郎1）、陰山 博人2）

プログラム
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3．血管病変（9:34 〜 10:06）
座長　和歌山県立医科大学　脳神経外科　　西岡　和哉

09 同側多椎間病変による頭位回旋性椎骨脳底動脈循環不全の 1 手術例
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

10 仙骨部脊髄硬膜動静脈瘻の診断における経動脈的 MDCTA の有用性について
1）信愛会脊椎脊髄センター、2）畷生会脳神経外科病院　放射線科、3）滋賀医科大学脳神経外科

○福田 美雪1）、佐々木 伸洋1）、松本 直樹1）、松本 憲一2）、上田 茂雄1）、中澤 拓也3）、
寳子丸 稔1）

11 くも膜下出血で発症した脊髄動脈瘤
大津市民病院脳神経外科

○高田 芽、横山 洋平、高山 柄哲、林 英樹、岸田 夏枝

12 Perimedullary Arteriovenous Fistula の一例
和歌山県立医科大学脳神経外科

○川口 匠、北山 真理、西岡 和哉、増尾 修、中尾 直之

休　　　憩

4．腫瘍、腫瘍性病変 2（10:10 〜 10:50）
座長　信愛会脊椎脊髄センター　　寳子丸　稔

13 脊髄血管芽腫に対して indocyanine green videoangiography を使用して摘出した von Hipple
Lindau disease の 2 例

富永病院脳神経外科
○長尾 紀昭、乾 敏彦、古部 昌明、住吉 壯介、下里 倫、宮崎 晃一、松田 康、久貝 宮仁、

村上 昌宏、北野 昌彦、山里 景祥、長谷川 洋、富永 紳介

14 Conjoined nerve roots に Juxta-facet cyst を合併した 1 症例
信愛会脊椎脊髄センター

○松本 直樹、佐々木 伸洋、福田 美雪、上田 茂雄、寳子丸 稔

15 中下位頚椎椎弓切除術長期経過後に発生した歯突起後方偽腫瘍の一例
1）八尾徳洲会総合病院　脳神経外科、2）大阪市立大学医学　脳神経外科

○吉村 政樹1）、中西 勇太1）、有馬 大紀1）、一ノ瀬 努1）、鶴野 卓史1）、高見 俊宏2）

16 SONOPET が有用であった上位頚髄骨化髄膜腫の 1 手術例
西宮協立脳神経外科病院

○英 賢一郎、三宅 裕治、辻 雅夫、浮田 透、山田 佳孝、遠藤 秀、Tucker Adam

17 脊柱管腹側髄外腫瘍の手術：硬膜内術野展開の手術工夫について（症例報告）
大阪市立大学脳神経外科

○高見 俊宏、内藤 堅太郎、後藤 浩之、中条 公輔、川嶋 俊幸、大畑 建治
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5．頸椎 2、外傷（10:50 〜 11:22）
座長　近畿大学医学部奈良病院　脳神経外科　　中西　欣弥

18 頚椎後彎変形による若年成人脊髄症
岡山大学大学院脳神経外科

○安原 隆雄、守本 純、佐々田 晋、豊嶋 敦彦、馬越 通有、橋本 洋章、伊達 勲

19 左片麻痺で発症した頚髄硬膜外血腫の 1 例
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

○田中 祥貴、川田 和弘

20 頚椎損傷に対して前方後方同時固定術を施行した 1 例
和歌山県立医科大学脳神経外科

○北山 真理、西岡 和哉、川口 匠、中尾 直之

21 血液透析患者に発生した頸椎椎体骨折の 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）

休　　　憩

近畿脊髄外科研究会世話人会（11:30 〜 11:50）（Room 4）

ランチョンセミナー 1（11:55 〜 12:20）
座長　社会医療法人　弘道会　守口生野記念病院 西川　　節

腰部脊柱管狭窄症に対する X-STOP PEEK を応用した脊椎制動術
田岡病院　整形外科 八木　省次 先生

共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社

ランチョンセミナー 2（12:20 〜 12:45）
座長　済生会松阪総合病院　脳神経外科 久保　和親

重症骨粗鬆症性椎体骨折に対する外科的治療の実際
神戸大学医学部附属病院　整形外科 西田康太郎 先生

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 デピューシンセススパイン事業部

休　　　憩



特別講演（12:50 〜 13:50）
座長　社会医療法人　弘道会　守口生野記念病院 西川　　節

脊髄空洞症の新概念と外科的治療
東京慈恵医科大学　名誉教授 阿部　俊昭 先生

共催： HOYA Technosurgical 株式会社（PENTAX）

休　　　憩

ハンズオンセミナー（14:00 〜 14:50）

1.   X-STOP PEEK を応用した脊椎制動術
インストラクター　田岡病院　整形外科 八木　省次 先生

共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社

2.   重症骨粗鬆症性椎体骨折に対する外科的治療の実際
インストラクター　神戸大学医学部附属病院　整形外科 西田康太郎 先生

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社　デピューシンセススパイン事業部
日本イーライリリー株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　※合同共催

休　　　憩

6．小児、奇形（15:00 〜 15:48）
座長　兵庫県立こども病院　脳神経外科　　　　　　　長嶋　達也

大阪市立総合医療センター　小児脳神経外科　　坂本　博昭

22 出血発症した小児脊髄髄内腫瘍の 1 例
和歌山県立医科大学脳神経外科

○西岡 和哉、北山 真理、川口 匠、中尾 直之

23 頭蓋底陥入および軸椎歯突起垂直脱臼を伴う症例の手術治療の経験
1）うちかど脳神経外科クリニック、2）久留米大学医学部脳神経外科

○内門 久明1）、服部 剛典2）

24 引き抜き損傷後 17 年後に発症した脊髄くも膜嚢胞の一例
1）徳島大学脳神経外科、2）徳島大学整形外科

○牟礼 英生1）、島田 健二1）、東野 恒作2）、西良 浩一2）、永廣 信治1）

25 Chiari 奇形の成因と分類：後頭蓋窩・後頭骨の形態的分析による小脳扁桃下垂の成因の再考
1）守口生野記念病院　脳神経外科　脊椎脊髄センター、
2）The Chiari Institute, North Shore-LIJ, Great Neck, New York, USA、
3）Department of Neurology, North Shore University Hosipital, Manhasset, New York, USA

○西川 節1）、Thomas H. Milhorat2）、Paolo A. Bolognese2）、Roger W Kula3）

26 小児の無症候性小脳扁桃ヘルニアの経時的変化
1）大阪市立総合医療センター小児脳神経外科、2）大阪市立総合医療センター脳神経外科

○坂本 博昭1）、松阪 康弘1）、國廣 誉世1）、大畑 裕紀1）、山縣 徹2）
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27 大孔部くも膜嚢胞、脊髄空洞症、閉塞性水頭症を認めた一例
神戸大学脳神経外科

○森 達也、堀 達雄、水川 克、鵜山 淳、細田 弘吉、甲村 英二

7．外傷、感染、炎症（15:48 〜 16:20）
座長　富永病院　脳神経外科　　乾　　敏彦

28 チタン製 cage を用いた頸椎前方除圧固定術後の硬膜外血腫
済生会松阪総合病院脊椎センター

○久保 和親

29 頚椎片側椎間関節脱臼に対する棘突起ワイヤリングを併用した前方後方固定術
医誠会病院脳神経外科・脊椎脊髄センター

○梅垣 昌士、佐々木 学、鶴薗 浩一郎、芝野 克彦、竹中 朋文、松本 勝美、米延 策雄

30 頭蓋内硬膜下膿瘍を併発した上位頸椎化膿性脊椎炎の 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

31 隣接椎間に遅発性感染をみとめた腰椎固定術後の一例
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、大川 都史香、福永 貴典、吉峰 俊樹

8．頸胸腰椎（16:20 〜 16:52）
座長　高清会高井病院　脳神経外科　　森本　哲也

32 治療に難渋した頚胸椎後縱靭帯骨化症と強直性脊椎炎を合併した一例（続報）
1）医誠会病院脳神経外科、2）滋慶医療科学大学院大学

○佐々木 学1）、鶴薗 浩一郎1）、梅垣 昌士1）、松本 勝美1）、芝野 克彦1）、竹中 朋文1）、
米延 策雄2）

33 急性の脊髄症状を呈した先端巨大症の 1 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、福田 美雪、松本 直樹

34 下肢単麻痺で発症した胸椎黄色靭帯骨化症の 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）、丸茂 岳2）、橋本 研二1）、西浦 巌3）

35 高齢者胸腰椎椎体骨折に対する当施設の治療方針
稲沢市民病院脳神経外科

○中島 康博、山本 優、原 政人

9．胸腰椎（16:52 〜 17:24）
座長　医誠会病院　脳神経外科・脊椎脊髄センター　　佐々木　学

36 腰椎変性側弯症に対する後方矯正固定術　-矯正率と脊柱バランス-
1）大阪市立総合医療センター脳神経外科、2）ナント大学整形外科、3）大阪市立大学脳神経外科

○山縣 徹1）、Joel Delecrin2）、高見 俊宏3）、内藤 堅太郎3）、大畑 建治3）
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37 第 4 腰椎圧迫骨折の 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

38 悪性リンパ腫との鑑別を要した椎間板ヘルニアの一例
姫路医療センター　脳神経外科

○中島 伸彦、小林 環、江夏 怜、小柳 正臣、織田 雅、齊木 雅章

39 椎間孔狭窄症と far-out 症候群の合併例に対して除圧術を行った一例
1）大阪脳神経外科病院、2）医療法人行岡医学研究会行岡病院脳神経外科、
3）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学

○芳村 憲泰1）、青木 正典2）、梅垣 昌士1）、藤本 康倫1）、梶川 隆一郎1）、森 康輔1）、水橋 里弥1）、
木下 喬弘1）、井筒 伸之1）、若山 暁1）、吉峰 俊樹3）

閉 会 の 挨 拶（17:24 〜） 会長　社会医療法人　弘道会　守口生野記念病院　　西川　　節
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