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参会受付開始（8:15〜）

演題受付開始（8:15〜）

開 会 の 挨 拶（8:40〜8:45）                              会長　富永病院　脳神経外科　　乾　　敏彦

1．脊椎固定（8:45〜9:17）
座長　ツカザキ病院　脳神経外科　　下川　宣幸

01     めまいと頚随症で発症した椎骨動脈走行異常を伴う頭蓋頸椎移行部病変の治療経験
            1）関西医科大学附属滝井病院脳神経外科、2）関西医科大学脳神経外科
            ○岩瀬 正顕 1）、須山 武裕 1）、大重 英行 1）、山原 崇弘 1）、川口 琢也 1）、淺井 昭雄 2）

02     外傷性 C6／7 亜脱臼骨折に対する後方ワイヤリング固定の経験
            和歌山県立医科大学脳神経外科
            ○尾崎 充宣、西岡 和哉、川口 匠、中尾 直之

03     腰椎変性側弯症に対して ALIF を施行した 1 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

04     転落外傷により生じた腰椎脱臼骨折に対して、慢性期に後方進入椎体置換および PLF を実施
した 1 例

            1）医誠会病院脳神経外科、2）滋慶医療科学大学院大学
            ○梅垣 昌士 1）、佐々木 学 1）、鶴薗 浩一郎 1）、芝野 克彦 1）、呉村 有紀 1）、松本 勝美 1）、
            米延 策雄 2）

2．空洞症・嚢胞性疾患（9:17〜9:49）
座長　新須磨病院　脳神経外科　　高石　吉將

05     Chiari 奇形と脊髄空洞症を伴った小脳橋角部髄膜腫の 1 例
            神戸大学医学部脳神経外科
            ○前山 昌博、水川 克、甲村 英二

06     Chiari 奇形術後に一過性に小脳嚢胞を発症した一例
            富山労災病院脳神経外科
            ○中島 良夫、木谷 隆一、得田 和彦、吉田 優也

07     頚椎神経根症状を認めた ganglioncyst の一例
            大西脳神経外科病院脳神経外科
            ○林 真人、久我 純弘、大西 英之、兒玉 裕司、高橋 賢吉、高村 慶旭、岡本 薫学、
            前岡 良輔、村上 敏春

08     膣の違和感で発症した仙骨神経根嚢胞（Tarlov cyst）の一例
            大津市民病院脳神経外科
            ○光野 優人、林 英樹、牧 貴紀、阿河 祐二、横山 洋平、高山 柄哲

プログラム
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3．腫瘍等①（9:49〜10:21）
座長　大阪市立大学　脳神経外科　　高見　俊宏

09     筋肉を温存した棘突起縦割式軸椎椎弓形成術を用いて摘出した上位頸髄腫瘍の一例
            第二岡本総合病院脳神経外科
            ○深尾 繁治、木戸岡 実、五十棲 孝裕、李 英彦、萱谷 仁

10     神経内分泌腫瘍の頚椎硬膜外転移により頸髄症をきたした 1 例
            1）医療法人社団松下会白庭病院脳神経外科、2）独立行政法人国立病院機構奈良医療センター
            ○川田 和弘 1）、平林 秀裕 2）、星田 徹 2）

11     胸椎ダンベル型 Eden3 型および 4 型神経鞘腫の手術
            大阪市立大学脳神経外科
            ○田上 雄大、高見 俊宏、内藤 堅太郎、長濱 篤文、鶴田 慎、大畑 建治

12     脊髄原発胚細胞腫瘍の臨床的特徴
            大阪市立大学脳神経外科
            ○内藤 堅太郎、高見 俊宏、鶴田 慎、田上 雄大、長濱 篤文、大畑 建治

4．腫瘍等②（10:21〜10:53）
座長　和歌山県立医科大学　脳神経外科　　西岡　和哉

13     演題取り下げ

14     脈絡叢乳頭腫の drop metastasis に併発した nurofibroma の一例
            1）富永病院脳神経外科脊椎・脊髄治療センター、2）富永病院脳神経外科
            ○山田 大 1）、乾 敏彦 1）、古部 昌明 1）、宮崎 晃一 1）、長尾 紀昭 1）、松田 庚 1）、富永 紳介 1）、
              向 祐樹 2）、山下 晋 2）、住吉 壮介 2）、木本 敦史 2）、久貝 宮仁 2）、富永 良子 2）、
            山里 景祥 2）、長谷川 洋 2）、北野 昌彦 2）

15     腰椎硬膜外の脂肪組織（lipoangioma）による硬膜嚢、神経根の圧迫と絞扼によって神経症状
を呈した 2 例の経験

            守口生野記念病院脳神経外科
            ○西川 節、正村 清弥、大畑 裕紀、城阪 佳佑、川嶋 俊幸、生野 弘道

16     後頭骨形成に使用されたレジンによる圧迫で頚髄症を呈した 1 手術例
            和歌山県立医科大学脳神経外科
            ○川口 匠、西岡 和哉、尾崎 充宣、中尾 直之

学術評議員会/社員総会（11:00〜11:25）

特別講演（11:30〜12:10）
座長　富永病院　脳神経外科　　乾　　敏彦

          脊髄動静脈奇形の外科的治療

京都大学　脳神経外科 宮本　　享 先生

共催：HOYA Technosurgical 株式会社
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教育講演（ランチョンセミナー）（12:15〜12:55）
座長　いまえクリニック　　今栄　信治

          頚椎前方減圧術のさらなる展開

稲沢市民病院　脳神経外科 原　　政人 先生

共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社

ハンズオンセミナー（13:00〜14:10）
インストラクター 医誠会病院　脳神経外科　 佐々木　学

信愛会　脊椎脊髄センター　　上田　茂雄

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
メドトロニックソファモアダネック株式会社●●●●●●●●●●●●●●●●

5．血管障害①（14:15〜14:47）
座長　富永病院　脳神経外科　　村上　昌宏

17     完全四肢麻痺、呼吸困難を来した髄内出血発症頚髄動静脈奇形の 1 例
            新須磨病院脳神経外科
            ○高石 吉将、山川 皓、千葉 義幸、鈴木 寿彦、近藤 威

18     頭蓋内クモ膜下出血から診断された胸髄動静脈瘻の一例
            1）富永病院脳神経外科脊椎・脊髄治療センター、2）富永病院脳神経外科
            ○古部 昌明 1）、乾 敏彦 1）、長尾 紀昭 1）、山田 大 1）、宮崎 晃一 1）、松田 康 1）、
            向 祐樹 2）、山下 晋 2）、住吉 壮介 2）、下里 倫 2）、久貝 宮仁 2）、木本 敦史 2）、
            富永 良子 2）、山里 景祥 2）、長谷川 洋 2）、北野 昌彦 2）、富永 紳介 2）

19     坐骨神経痛で発症した腰椎硬膜外動静脈瘻の一例
            大津市民病院脳神経外科
            ○阿河 祐二、林 英樹、高山 柄哲、横山 洋平、牧 貴紀、光野 優人

20     脊髄血管撮影の補助診断としての脊髄動注 CT 血管撮影の有用性とその限界
            獨協医科大学脳神経外科
            ○山本 慎司、金 彪、川本 俊樹、黒川 龍、新郷 哲郎、糸岐 一茂、横須賀 純一

6．血管障害②（14:47〜15:19）
座長　信愛会　脊椎脊髄センター　　寳子丸　稔

21     椎骨動脈損傷を伴う頸椎外傷の 3 例：最近の治療経験から
            大阪市立大学脳神経外科
            ○長濱 篤文、高見 俊宏、内藤 堅太郎、川上 太一郎、田上 雄大、鶴田 慎、大畑 建治

22     繰り返す若年性脳梗塞にて発症した椎骨動脈解離を伴う Bow hunter’s syndrome の二症例
            兵庫医科大学脳神経外科
            ○陰山 博人、津田賀 俊、白川 学、吉村 紳一

23     Vertebral artery anomaly により上位頚髄圧迫をきたし歩行障害を呈した 1 症例
            1）富永病院脳神経外科脊椎・脊髄治療センター、2）富永病院脳神経外科
            ○長尾 紀昭 1）、乾 敏彦 1）、山田 大 1）、古部 昌明 1）、宮崎 晃一 1）、松田 康 1）、
            向 祐樹 2）、山下 晋 2）、住吉 壮介 2）、下里 倫 2）、久貝 宮仁 2）、木本 敦史 2）、富永 良子 2）

      山里 景祥 2）、長谷川 洋 2）、北野 昌彦 2）、富永 紳介 2）



24     症候性の脊髄髄内毛細管性血管腫に対して外科的摘出術を施行した 1 例
            信愛会脊椎脊髄センター
            ○山下 北斗、佐々木 伸洋、寳子丸 稔、上田 茂雄、福田 美雪

7．炎症、感染、その他①（15:19〜15:51）
座長　医誠会病院　脳神経外科・脊椎脊髄センター 佐々木　学

25     胸椎椎体に多発性に発症した化膿性脊椎炎の一例
            浦添総合病院脳神経外科
            原国 毅

26     慢性期での経皮的ドレナージ術が有効であった化膿性脊椎炎の 3 例
            近畿大学医学部奈良病院脳神経外科・脊髄外科
            ○中西 欣弥、渡邉 啓、片岡 和夫

27     難治性腰椎化膿性脊椎炎に対する前後合併手術
            1）八尾徳洲会総合病院脳神経外科、2）大阪市立大学脳神経外科
            ○吉村 政樹 1）、高見 俊宏 2）、内藤 堅太郎 2）、鶴野 卓史 1）、大畑 建治 2）

28     腰椎インストゥルメント術後の Multi-drug resistant Staphylococci による術後創部感染に対
する抗菌剤治療

            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）、梅垣 昌士 1）、鶴薗 浩一郎 1）、松本 勝美 1）、芝野 克彦 1）、呉村 有紀 1）、
            米延 策雄 2）

8．炎症、感染、その他②（15:51〜16:23）
座長　大阪大学　脳神経外科　　岩月　幸一

29     トリガーポイント注射後に神経症状を呈した頚髄硬膜外膿瘍の 2 症例
            （財）田附興風会　北野病院脳神経外科
            ○山本 優、戸田 弘紀、西田 南海子、永井 靖識、寺田 行範、吉本 修也、箸方 宏州、
            後藤 正憲、岩崎 孝一

30     強直性脊椎炎における多発性脊椎骨折の一例
            大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
            ○鷹羽 良平、藤原 翔、二宮 貢士、大西 諭一郎、岩月 幸一、吉峰 俊樹

31     若年性一側上肢筋萎縮症の一手術例
            兵庫県立こども病院脳神経外科
            ○阿久津 宣行、松尾 和哉、大塚 邦紀、山元 一樹、河村 淳史、長嶋 達也

32     320 列検出器 Area Detector CT Perfusion による頚髄血流測定と病態解析
            獨協医科大学脳神経外科
            ○山本 慎司、金 彪、川本 俊樹、黒川 龍、新郷 哲郎、糸岐 一茂、横須賀 純一

9．腰椎変性疾患（16:23〜16:55）
座長　信愛会　脊椎脊髄センター　　上田　茂雄

33     X-STOP PEEK が著効した腰部脊柱管狭窄症の 2 例
            1）市立四日市病院脳神経外科、2）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）、白石 大門 1）、伊藤 八峯 2）

− 7 −



34     術中所見でも神経鞘腫と鑑別が困難であった硬膜内腰椎椎間板ヘルニアの 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、山下 北斗

35     腰椎硬膜外血腫を伴った黄色靭帯内血腫 2 例の経験
            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
            ○大畑 裕紀 1）、西川 節 1）、正村 清弥 1）、城阪 佳佑 2）、川嶋 俊幸 2）、生野 弘道 1）

36     神経根ブロック時に施行する 3D-CT 撮影の有用性についての検討
            1）大津市民病院脳神経外科、2）静岡県立こども病院脳神経外科
            ○牧 貴紀 1）、横山 洋平 1）、林 英樹 1）、光野 優人 2）、阿河 祐二 1）、高山 柄哲 1）

10．頚胸椎変性疾患（16:55〜17:27）
座長　高清会高井病院　脳神経外科　　森本　哲也

37     上肢運動感覚障害を伴う肩関節病変と頚椎病変合併例の治療
            岡山大学大学院脳神経外科
            ○安原 隆雄、佐々田 晋、豊嶋 敦彦、守本 純、金 恭平、伊達 勲

38     正常圧水頭症との鑑別に難渋した頸椎症性脊髄症の一例
            大阪府立急性期総合医療センター脳神経外科
            ○松岡 龍太、八重垣 貴英、茶谷 めぐみ、堀内 薫、乾 登史孝、谷 直樹、西口 充久、
            藤本 憲太、橋本 宏之

39     頸椎椎弓形成術後に黄色靭帯石灰化症を呈した 1 例
            奈良県立医科大学脳神経外科
            ○竹島 靖浩、丸谷 明子、弘中 康雄、朴 永銖、中瀬 裕之

40     T2/3 椎間孔狭窄の一例
            大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
            ○竹中 朋文、大西 諭一郎、鷹羽 良平、二宮 貢士、岩月 幸一

閉 会 の 挨 拶（17:27〜）

− 8 −


