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開会あいさつ

プログラム A会場（ライフホール）

開会あいさつ
第71回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会
山下 晴央 (兵庫県災害医療センター・神⼾⾚⼗字病院 脳神経外科）
第73回近畿脊髄外科研究会
高石 吉將（慈恵会 新須磨病院 脳神経外科）

A1 虚血１（8:30-9:10）
座⻑： 柴田 裕次（市⽴⻄脇病院）座⻑： 柴田 裕次（市⽴⻄脇病院）
コメンテーター： 天神 博志（京都第⼆⾚⼗字病院）

A01 急性期脳梗塞に対する脳血管内治療の導入効果
1公⽴豊岡病院 脳神経外科、2公⽴豊岡病院 神経内科、3公⽴豊岡病院 但馬救命救急センター
4神⼾⼤ 学⼤学院医学研究科 脳神経外科学分野

岩橋 洋文1、今堀 太一郎1、塩⾒ 亮司1、荒井 篤1、田中 一寛1、松島 一士2、⼩林 誠⼈3、
藤田 敦史4、細田 弘吉4、甲村 英⼆4

A02 中⼤脳動脈(M1)急性閉塞に対するステント型血栓回収デバイスの治療成績A02 中⼤脳動脈(M1)急性閉塞に対するステント型血栓回収デバイスの治療成績
1公益財団法⼈ 唐澤記念会 ⼤阪脳神経外科病院

梅原 徹1、梶川 隆一郎1、中村 洋平1、永島 宗紀1、芳村 憲泰1、久村 英嗣1、山田 直明1、
川口 哲1、若山 暁1

A03 血栓回収療法後再開通(TICI3)後遅発性に発⽣した選択的神経細胞死の1例
1淀川キリスト教病院脳神経外科、2神⼾⼤学医学部脳神経外科

森川 雅史1、山川 皓1、田中 宏知1、池田 充1、甲村 英⼆2

A04 再開通療法後の脳出血のため抗凝固療法開始を遅らせたところ再度動脈閉塞を来した症例再開通療法後 脳出血 ため抗凝固療法開始を遅らせたと ろ再度動脈閉塞を来した症例
1医療法⼈ 弘善会 矢木脳神経外科病院

木村 誠吾1、⿊岩 輝壮1、⼩川 ⼤⼆1、萬野 理1、谷口 博克1

A2 虚血２（9:10-9:50）
座⻑： 片岡 ⼤治（国⽴循環器病研究センター）
コメンテーター： 細田 弘吉（神⼾⼤学）

A05 再発性脳塞栓の原因となる頚動脈分岐部膜様突起に対し内膜剥離術を⾏った一例
1京都⼤学⼤学院 医学研究科 脳神経外科学1京都⼤学⼤学院 医学研究科 脳神経外科学

山中 利之1、武信 洋平1、永田 学1、吉田 和道1、高木 康志1、宮本 享1

A06 経⽪的血⾏再建術後に⽣じた症候性過灌流の2症例
1市⽴⻄脇病院 脳神経外科

内橋 義⼈1、柴田 裕次1、片山 重則1、澤 秀樹1、井口 基1、木村 充1

A07 頸動脈狭窄症の経過観察中に急速にPSV(流速)が上昇した2例
1医誠会病院

呉村 有紀1、松本 勝美1、鶴園 浩一郎1、佐々木 学1、梅垣 昌士1、芝野 克彦1呉村 有紀1、松本 勝美1、鶴園 浩 郎1、佐々木 学1、梅垣 昌士1、芝野 克彦1

A08 冠動脈病変を伴う内頚動脈狭窄症に対する頚動脈ステント留置術の検討
1京都第⼆⾚⼗字病院 脳神経外科

南都 昌孝1、後藤 雄⼤1、山本 紘之1、谷川 成佑1、武内 勇⼈1、中原 功策1
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A3 虚血３（9:50-10:30）
座⻑： 藤本 憲太（⼤阪府⽴急性期・総合医療センター）
コメンテーター： 吉田 和道（京都⼤学）

A09 Sotos syndromeに併発した感染性⼼内膜炎による⼩脳梗塞の一例
1馬場記念病院 脳神経外科1馬場記念病院 脳神経外科

吉田 正太1、連 乃駿1、高岸 創1、⻑岡 慎太郎1、⻲田 勝治1、前田 一史1
宇野 淳⼆1、魏 秀 復1

A10 ACTA2変異を有する虚血発症の中⼤脳動脈狭窄症に対し
STA-MCA bypassを施⾏した一例

1国⽴循環器病研究センター 脳神経外科、2国⽴循環器病研究センター病院 病理部
宮田 武1、江口 盛一郎1、片岡 ⼤治1、池田 義彦2、菅田 真⽣1、丸山 ⼤輔1
佐藤 徹1、中川原 譲⼆1、植田 初江2、高橋 淳1

A11 くも膜下出血後の脳血管攣縮による広範脳梗塞に対して内減圧術を⾏った一例
1八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

田上 雄⼤1、吉村 政樹1、鶴田 慎1、一ノ瀬 努1、鶴野 卓史1

A12 もやもや病に対する血⾏再建術における開頭範囲についての考察
1医療法⼈社団英明会 ⼤⻄脳神経外科病院 脳神経外科、
2一般社団法⼈日本海員掖済会 神⼾掖済会病院 脳神経外科

前岡 良輔1、⼤⻄ 英之1、久我 純弘1、兒玉 裕司1、山本 慎司1、林 真⼈1、高橋 賢吉1
岡本 薫学2 村上 敏春1 佐藤 文哉1岡本 薫学2、村上 敏春1、佐藤 文哉1

A4 脳動脈瘤1（10:30-11:20）
座⻑： 久我 純宏（⼤⻄脳神経外科病院）
コメンテーター： 宮地 茂 （⼤阪医科⼤学）

A13 頭痛発症の解離性椎骨動脈瘤が入院経過中に破裂した一例
1⼤阪警察病院 脳神経外科

岡本 愛1、新 靖史1、古田 隆徳1、角谷 美帆1、森崎 雄⼤1、古家一 洋平1
輪島 ⼤介1、鄭 輪成 1、明田 秀太1、米澤 泰司1

A14 虚血発症と考えられる頭蓋内椎骨動脈解離の発症早期にくも膜下出血が発症した1例
1JCHO 星ヶ丘医療センター 脳神経外科、2JCHO 星ヶ丘医療センター 脳卒中内科

丸尾 知⾥1、早崎 浩司1、⾦城 雄太1、本田 雄⼆1、中島 英樹1、阿部 啓一1
森川 和要1、杉浦 史郎2

A15 術前に診断困難であった破裂血栓化脳動脈瘤の一例
1藍の都脳神経外科病院 脳神経外科
2Department of Neurosurgery, Cerebrovascular Center Mount Sinai Health 

System、3関⻄労災病院 脳神経外科、4北野病院 脳神経外科、5⼤⼿前病院 脳神経外科
佐々木 庸1、矢野 達也1、⼩林 啓作1、江口 貴博1、鈴木 聡1、岩田 亮一1
重松 朋芳2、豊田 真吾3、岩崎 孝一4、⽣塩 之敬5

A16 出血源同定に苦慮したくも膜下出血の一例
1⼤阪府⽴急性期・総合医療センター

八重垣 貴英1、堀内 薫1、橋本 宏之1、藤本 憲太1、⻄口 充久1、谷 直樹1
乾 登史孝1、茶谷 め ぐみ1、松岡 龍太1乾 登史孝 、茶谷 め ぐみ 、松岡 龍太

A17 複数回の画像検索にも関わらず術前、診断確定に至らなかった
破裂中⼤脳動脈瘤の1例

1彦根市⽴病院 脳神経外科
鎌田 貴彦1、井坂 文章1、村田 ⼤樹1、中久木 卓也1、⾦子 隆昭1
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A5 脳動脈瘤2（11:20-12:10）
座⻑： 松本 圭吾（JCHO神⼾中央病院）
コメンテーター： 今村 敏博（神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院）

A18 頸部悪性腫瘍術後に⽣じた総頸動脈偽性動脈瘤の1例
1⼤阪府⽴急性期・総合医療センター 脳神経外科

松岡 龍太1 藤本 憲太1 ⻄口 充久1 乾 登史孝1 谷 直樹1 堀内 薫1松岡 龍太1、藤本 憲太1、⻄口 充久1、乾 登史孝1、谷 直樹1、堀内 薫1
茶谷 めぐみ1、八重垣 貴英1、橋本 宏之1

A19 未破裂末梢性前下⼩脳動脈瘤に対し、ステントアシスト下コイル塞栓術
を施⾏した1例

1国⽴病院機構 ⼤阪医療センター 脳神経外科
山田 修平1、藤中 俊之1、中川 智義1、木嶋 教⾏1、沖田 典子1、⾦村 米博1
中島 伸1

A20 PipelineTM Flex留置が困難であった内頚動脈海綿静脈洞部巨⼤脳動脈瘤の1症例A20 PipelineTM Flex留置が困難であった内頚動脈海綿静脈洞部巨⼤脳動脈瘤の1症例
1⼤阪医科⼤学脳神経外科・脳血管内治療科

⾦光 拓也1、平松 亮1、⼤⻄ 宏之1、川端 信司1、宮地 茂1、⿊岩 敏彦1

A21 椎骨動脈の解離性脳動脈瘤に対してLVIS Jrステントを⽤いた
塞栓術が有効であった1例

1国⽴病院機構京都医療センター 脳神経外科、2滋賀医科⼤学医学部附属病院 脳神経外科
川端 康弘1、中澤 拓也2、福田 俊一1、⻘木 友和1、森田 匠1、河原崎 知1、⼿島 啓幾1、
塚原 徹也1

A22 ⼩脳梗塞で発症した SCA 血栓化動脈瘤の1例
1独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 舞鶴医療センタ―  脳神経外科
2京都府⽴医科⼤学付属北部医療センタ―  神経内科

井上 靖夫1、山田 丈弘2、谷山 市太1、瓦葺 健太郎1、白土 充1、法⾥ 高1

ランチョンセミナー（12:15-13:05） 共催：

座⻑：神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 脳神経外科 坂井 信幸

【脳動脈瘤に対するフローダイバーター治療
ステント支援コイル塞栓術とどう違うのか？】

京都⼤学医学部附属病院 脳神経外科 石井 暁

日本脳神経外科学会からの報告セッション（13:05-13:20)

特別講演（13:20-14:10)

座⻑：神⼾⼤学 脳神経外科 篠山 隆司

【脳腫瘍の新しい治療戦略】

慶應義塾⼤学医学部 先端医科学研究所遺伝子制御部門 教授 佐谷 秀⾏



－ 16 －

A6 脳動脈瘤3（14:10-15:00）
座⻑： 上野 泰 （神鋼記念病院）
コメンテーター： 木⼾岡 実（第⼆岡本総合病院）

A23 妊娠初期にくも膜下出血を発症しクリッピング術を施⾏した一例
1神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 脳神経外科、2先端医療センター 脳血管内治療科1神⼾市⽴医療センタ 中央市⺠病院 脳神経外科、2先端医療センタ 脳血管内治療科

吉田 泰規1、有村 公一1、今村 敏博1、谷 正一1、⾜⽴ 秀光1、坂井 千秋2
船津 尭之1、別府 幹也1、武部 軌良1、坂井 信幸1

A24 妊婦のクモ膜下出血の1例
1東⼤阪市⽴総合病院 脳神経外科、2⼤阪府⽴中河内救命救急センター

白 隆英1、横山 和弘1、玉置 亮1、杉本 正1、渡邊 敦彦1、岸 昌宏1、奥田 和功2、
岸 文久2 

A25 急性硬膜下血腫で発症した内頸動脈後交通動脈動脈瘤破裂の一例A25 急性硬膜下血腫で発症した内頸動脈後交通動脈動脈瘤破裂の 例
1奈良県⽴医科⼤学 脳神経外科

佐々木 亮太1、中川 一郎1、本山 靖1、田村 健太郎1、横田 浩1、山田 修一1
⻄村 文彦1、弘中 康雄1、朴 永銖1、中瀬 裕之1

A26 末梢部後下⼩脳動脈瘤破裂で発症したクモ膜下出血の1例
1第⼆岡本総合病院 脳神経外科、2滋賀医科⼤学 脳神経外科

萱谷 仁1、深尾 繁治1、李 英彦1、五⼗棲 孝裕1、木⼾岡 実1、横井 俊浩2
辻 篤司2、野崎 和彦 2

A27 浅側頭動脈-中⼤脳動脈吻合術後に吻合部動脈瘤破裂による脳内出血を来たした1例
1堺市⽴総合医療センター

前岡 良輔1、⼤⻄ 英之1、久我 純弘1、兒玉 裕司1、山本 慎司1、⽴石 明広1
福田 ⻯丸1、竹綱 成典1、中島 義和1

A7 外傷（15:00-16:00）
座⻑： 萩原 靖（りんくう総合医療センター）
コメンテーター： 朴 永銖（奈良県⽴医科⼤学）コメンテ タ ： 朴 永銖（奈良県⽴医科⼤学）

A28 ボーガンの矢による経口的穿通性頭部外傷の1例
1兵庫県⽴淡路医療センター 脳神経外科、2兵庫県⽴淡路医療センター ⽿⿐咽喉科

中村 直⼈1、藤田 祐一1、中溝 聡1、阪上 義雄1、岡崎 健2、貴田 紘太2 

A29 外傷性基底核部出血の1例
1⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 脳神経外科学、2⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 救急医学

浅井 克則1、中村 元1、吉矢 和久2、射場 治郎2、有田 英之1、⻄田 武⽣1
尾崎 友彦1、角野 喜則1、村上 知義1、吉峰 俊樹1尾崎 友彦1、角野 喜則1、村上 知義1、吉峰 俊樹1

A30 急性硬膜下血腫に伴う非痙攣性てんかん重積状態(NCSE)の一例
1淀川キリスト教病院 脳神経外科

山川 皓1、田中 宏知1、池田 充1、森川 雅史1

A31 頸部痛で発症したinterdural hematomaの一例
1彦根市⽴病院 脳神経外科

村田 ⼤樹1、井坂 文章1、中久木 卓也1、川内 豪1、⾦子 隆昭1

椎後 節脱臼受傷 髄液貯留 ⽣存例A32 環椎後頭関節脱臼受傷しretropharyngeal spaceに髄液貯留をきたした1⽣存例
1市⽴四日市病院 脳神経外科、2みたき総合病院

吉田 光宏1、市原 薫1、中林 規容1、相⾒ 有理1、石川 隆之1、伊藤 八峯2

A33 後脊髄動脈外傷性動脈瘤によって頭蓋頸椎移⾏部にくも膜下出血を認めた1例
1兵庫県災害医療センター・神⼾⾚⼗字病院 脳神経外科

森 達也1、原 淑恵1、石井 ⼤嗣1、林 成⼈1、山下 晴央1
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A8 腫瘍6（16:00-16:40）
座⻑： 田中 一寛（公⽴豊岡病院）
コメンテーター： 泉本 修一（近畿⼤学）

A34 第三脳室前半部腫瘍の1⼿術例
1高井病院 脳神経外科1高井病院 脳神経外科

森本 哲也1、南 茂憲1、⻑友 康1、榊 壽右1 

A35 Gliomaに対する治療後15年を経て発症した頭蓋内占拠性病変の1症例
1JCHO神⼾中央病院 脳神経外科

永井 利樹1、松本 圭吾1、松田 和也1、橋村 直樹1、李 晢1 

A36 BNCT後マウス脳の正常・腫瘍組織に⽣じるDNA⼆本鎖切断のγH2AXによる検出
1京都⼤学 原子炉実験所 粒子線腫瘍学研究センター
2京都⼤学 原子炉実験所 医学物理、3岡山⼤学 細胞⽣理学

近藤 夏子1、道上 宏之3、櫻井 良憲2、田中 浩基2、鈴木 実1、⼩野 公⼆1

A37 免疫チェックポイント阻害薬のグリオーマ治療
1京都医療センター

⻘木 友和1

A9 腫瘍7（16:40-17:30）
座⻑： 阪上 義雄（兵庫県⽴淡路医療センター）
コメンテーター： ⻘木 友和（京都医療センター）

A38 胸髄転移を認めた、著しい繊維化を伴う透明中隔部gliosarcomaの一例
1近畿⼤学 医学部 脳神経外科、2友愛会病院脳神経外科、3近畿⼤学堺病院脳神経外科
4近畿⼤学医学部 病理学

⻑束 一紘1、泉本 修一1、田崎 貴之2、中⻄ 欣弥3、奥田 武司1、加藤 天美1
筑後 孝章4

A39 海綿静脈洞に限局する軟骨⾁腫の一例
1公益財団法⼈ 田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科

吉本 修也1、山本 優1、永井 靖識1、箸方 宏州1、後藤 正憲1、三木 義仁1
多喜 純也1、⻄田 南 海子1、⼾田 弘紀1、岩崎 孝一1

A40 飛び降り外傷を契機に発⾒され器質性精神障害を伴う
中枢神経原発悪性リンパ腫の1例

1製鉄記念広畑病院 脳神経外科 2製鉄記念広畑病院 救命救急センター1製鉄記念広畑病院 脳神経外科、2製鉄記念広畑病院 救命救急センタ
3揖保川病院 精神科

勝部 毅1、魚住 洋一1、橋口 充1、宮本 宏⼈1、巽 祥太郎1、中村 雅彦2
⽴田 知⼤3

A41 lymphomatosis cerebri の2例
1奈良県総合医療センター 脳神経外科

渡邉 知朗1、内山 佳知1、飯田 淳一1

A42 脳原発と考えられたneuroendocrine carcinomaの一例
1⼤阪警察病院 脳神経外科

角谷 美帆1、新 靖史1、古田 隆徳1、岡本 愛1、森崎 雄⼤1、古家一 洋平1
輪島 ⼤介1、鄭 倫成 1、明田 秀太1、米澤 泰司1

閉会あいさつ（17:30）

山下 晴央 (兵庫県災害医療センター・神⼾⾚⼗字病院 脳神経外科）
高石 吉將（慈恵会 新須磨病院 脳神経外科）高石 吉將（慈恵会 新須磨病院 脳神経外科）
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B1 脊髄 腫瘍1（8:30-9:10）

座⻑： 岩月 幸一（⼤阪⼤学）

B01 CISS画像にて髄内外に及ぶ腫瘍性病変の所⾒を呈した脊髄星細胞腫の1例

プログラム B会場（サイエンスホール）

1済⽣会和歌山病院 脳神経外科、2いまえクリニック
北山 真理1、今栄 信治2、三木 潤一郎1、仲 寛1

B02 C1レベル脊柱管腹側髄外腫瘍の⼿術経験:神経鞘腫と髄膜腫の違い
1⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学研究科 脳神経外科、2⼤阪市⽴総合医療センター 脳神経外科

内藤 堅太郎1、高⾒ 俊宏1、山縣 徹2、中条 公輔1、渡部 祐輔1、城阪 佳佑1
⻑濱 篤文1、⼤畑 建治1

B03 胸椎孤在線維性腫瘍の1例
1公益財団法⼈ 田附興風会医学研究所 北野病院 脳神経外科1公益財団法⼈ 田附興風会医学研究所 北野病院 脳神経外科

箸方 宏州1、永井 靖識1、山本 優1、吉本 修也1、後藤 正憲1、三木 義仁1、多喜 純也1
⻄田 南海子1、⼾田 弘紀1、岩崎 孝一1

B04 脊柱管内から椎間孔へ伸展した腰部神経鞘腫の一例
1⼤阪脳神経外科病院 脳神経外科、2吹田市⺠病院 脳神経外科
3⼤阪⼤学医学部⼤学院医学研究科 脳神経外科

芳村 憲泰1、宮尾 泰慶2、梅原 徹1、中村 洋平1、梶川 隆一郎1、永島 宗紀1、久村 英嗣1
山田 直明1、若山 暁1、吉峰 俊樹3

B2 脊髄 腫瘍2（9:10-9:50）

座⻑： 寳子丸 稔（信愛会脊椎脊髄センター）

B05 右⼤腿部痛を契機に発⾒された腰椎L2/3 levelのChondromaの一例
1富永病院 脳神経外科

山田 ⼤1
B06 頸椎硬膜内腫瘍切除後のLift p式バスケット頸椎椎弓形成術の初期経験B06 頸椎硬膜内腫瘍切除後のLift-up式バスケット頸椎椎弓形成術の初期経験

1⼤阪市⽴⼤学⼤学院 医学研究科 脳神経外科、2⼤阪市⽴総合医療センター脳神経外科
城阪 佳佑1、高⾒ 俊宏1、内藤 堅太郎1、山縣 徹2、⼤畑 建治1

B07 急速に増⼤した頸髄嚢胞形成性神経鞘腫の一例
1信愛会 交野病院 脊椎脊髄センター

岡田 明⼤1、佐々木 伸洋1、福田 美雪1、上田 茂雄1、寶子丸 稔1
B08 硬膜付着部の内層を剥離することで外層を温存し得た胸髄髄膜腫の一例

⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 脳神経外科1⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 脳神経外科
藤原 翔1、⼤⻄ 諭一郎1、⼆宮 貢士1、鷹羽 良平1、岩月 幸一1、吉峰 俊樹1

B3 脊髄 頚椎1（9:50-10:40）
座⻑： 下川 宣幸（ツカザキ病院）

B09 DISHに関連した頸椎OPLLに対する頸椎前後合併除圧固定術の経験
1⼤阪市⽴⼤学 医学部 脳神経外科、2⼤阪市⽴総合医療センター 脳神経外科

渡部 祐輔1 高⾒ 俊宏1 内藤 堅太郎1 山縣 徹2 中条 公輔1 ⻑濱 篤文1 ⼤畑 建治1渡部 祐輔1、高⾒ 俊宏1、内藤 堅太郎1、山縣 徹2、中条 公輔1、⻑濱 篤文1、⼤畑 建治1
B10 高度の頚椎後弯変形に対し一期的前後合併⼿術によりアライメント矯正を⾏った一例

1医誠会病院脳神経外科・脊椎脊髄センター
梅垣 昌士1、佐々木 学1、鶴薗 浩一郎1

B11 当院における頸椎椎弓根スクリュー(CPS)刺入精度の変遷
1ツカザキ病院 脳神経外科

下川 宣幸1、阿部 純也1、佐藤 英敏1、川原 慎一1、塚崎 裕司1、夫 由彦1 
B12 軸椎⻭突起骨折に対するC1-C2後方固定術における工夫

1関⻄医科⼤学付属滝井病院 脳神経外科、2関⻄医科⼤学 脳神経外科学講座
岩瀬 正顕1、須山 武裕1、⼤重 英⾏1、山原 崇弘1、淺井 昭雄2

B13 三角筋麻痺で発症したC5/6椎体骨折の一症例
1⼤阪市⽴総合医療センター脳神経外科、2⼤阪市⽴⼤学 ⼤学院医学研究科 脳神経外科

⻄嶋 脩悟1、山縣 徹1、高⾒ 俊宏2、内藤 堅太郎2、⼤畑 建治2、岩井 謙育1
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B4 脊髄 感染その他（10:40-11:30）

座⻑： ⻄川 節（守口⽣野記念病院）

B14 BCG膀胱内注入療法後に結核性脊椎炎を来した 例B14 BCG膀胱内注入療法後に結核性脊椎炎を来した一例
1守口⽣野記念病院、2⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院

⼤畑 裕紀1、⻄川 節1、正村 清弥1、後藤 浩之2、城阪 佳佑2、⽣野 弘道1
B15 非外傷性脊髄内出血に急性期外科的治療を施した1例

1富永病院 脊椎・脊髄治療センター、2富永病院 脳神経外科
⻑尾 紀昭1、乾 敏彦1、山田 ⼤1、古部 昌明1、宮崎 晃一1、下⾥ 倫2、富永 良子2
北野 昌彦 2、⻑谷川 洋2、富永 紳介2

B16 術前診断に難渋した脊髄硬膜外病変の2例B16 術前診断に難渋した脊髄硬膜外病変の2例
1北播磨総合医療センター 脳神経外科、2北播磨総合医療センター 病理診断科

岡田 真幸1、池内 佑介1、鵜山 淳1、岡村 有祐1、三宅 茂1、神澤 真紀2

B17 透析患者の化膿性脊椎炎に対し、側方腰椎椎体間アプローチで前方固定を⾏った一症例
1信愛会脊椎脊髄センター

福田 美雪1、上田 茂雄1、佐々木 伸洋1、岡田 明⼤1、寳子丸 稔1 

B18 前方・後方固定術を要した腰椎化膿性脊椎炎の2例
1医誠会病院 脳神経外科・脊椎脊髄センター、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2

B5 脊髄 胸腰椎（11:30-12:10）

座⻑： 乾 敏彦（富永病院脊椎・脊髄治療センター）

B19 胸腰椎多椎体固定術後の隣接椎間障害によるL5/S1椎間板症に対するサルベージ⼿術の1例
1和歌山県⽴医科⼤学 医学部 脳神経外科、2済⽣会和歌山病院 脳神経外科

⻄岡 和哉1、北山 真理2、川口 匠1、尾崎 充宣1、中尾 直之1
B20 上位胸椎OPLLの1⼿術例

1高井病院 脳神経外科
森本 哲也1、南 茂憲1、⻑友 康1、榊 壽右1 

B21 急治療に難渋した腰椎変性後側彎症の2症例
1⼤阪市⽴総合医療センター 脳神経外科、2⼤阪市⽴⼤学 ⼤学院医学研究科 脳神経外科

山縣 徹1、⻄嶋 脩悟1、高⾒ 俊宏2、内藤 堅太郎2、⼤畑 建治2、岩井 謙育1山縣 徹 、⻄嶋 脩悟 、高⾒ 俊宏 、内藤 堅太郎 、⼤畑 建治 、岩井 謙育
B22 Holocord syringomyeliaを呈した胸椎⻩⾊靭帯骨化症の1例

1奈良県⽴医科⼤学 脳神経外科
竹島 靖浩1、横田 浩1、⻄村 文彦1、中川 一郎1、弘中 康雄1、本山 靖1
朴 永銖1、中瀬 裕之1
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B6 脊髄 頚椎2（13:20-14:20）

座⻑： ⻄岡 和哉（和歌山県⽴医科⼤学）

B23 上背部痛で発症した平山病の1例
1和歌山県⽴医科⼤学 脳神経外科

川口 匠1 ⻄岡 和哉1 尾崎 充宣1 中尾 直之1川口 匠1、⻄岡 和哉1、尾崎 充宣1、中尾 直之1
B24 頸椎前方固定術後に遅発性脊髄麻痺をきたした2例

1第⼆岡本総合病院
深尾 繁治1、木⼾岡 実1、五⼗棲 孝裕1、李 英彦1、萱谷 仁1

B25 両側上肢筋萎縮を呈した頚椎症性筋萎縮症の1例
1新須磨病院 脳神経外科

松尾 和哉1、高石 吉將1、千葉 義幸1、近藤 威1、鈴木 壽彦1 
B26 頚椎症⼿術前後における歩⾏機能変化の定量的評価

1和歌山県⽴医科⼤学 医学部 脳神経外科
尾崎 充宣1、⻄岡 和哉1、川口 匠1、⼩倉 光博1、中尾 直之1

B27 頚椎前方除圧固定術にて症状改善を認めた遺伝性圧脆弱性ニューロパチーの1例
1北播磨総合医療センター 脳神経外科、2北播磨総合医療センター 神経内科

池内 佑介1、岡村 有祐1、岡田 真幸1、鵜山 淳1、三宅 茂1、⼩田 哲也2、濱口 浩敏2

B28 上肢症状を伴わない頚椎変性疾患5例の検討B28 上肢症状を伴わない頚椎変性疾患5例の検討
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、北山 真⾥1、仲 寛1

特別講演（14:20-15:10)

座⻑：慈恵会新須磨病院 脳神経外科 高石吉將

【髄内腫瘍の多様性と⼿術の戦略】【髄内腫瘍の多様性と⼿術の戦略】

独協医科⼤学 脳神経外科 主任教授 ⾦ 彪
B7 水頭症（15:10-16:10）

座⻑： 埜中 正博（関⻄医科⼤学）
コメンテーター： 谷口 理章（神⼾⼤学）

B29 Hunter症候群に合併する水頭症に対して脳室腹腔短絡術を⾏った3症例症候群 合併する水頭症 対し 脳 腹腔短絡術を⾏ た 症例
1⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 脳神経外科、2⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 ⼩児科学

横田 千⾥1、香川 尚己1、濱田 悠介2、平山 龍一1、有田 英之1、藤本 康倫1、吉峰 俊樹1
B30 VPシャントに続発した⼩児腹腔内髄液仮性嚢胞の1例

1堺市⽴病院機構 堺市⽴総合医療センター 脳神経外科
福田 ⻯丸1、竹綱 成典1、⽴石 明広1、中島 義和1

B31 シャント機能不全に対して内視鏡的第三脳室底開窓術(ETV)が奏功した成⼈水頭症の2症例
1兵庫県⽴加古川医療センター 脳神経外科1兵庫県⽴加古川医療センタ 脳神経外科

原田 知明1、森下 暁ニ1、相原 英夫1
B32 持続脳室灌流療法により救命できた重症脳室炎の1例

1市⽴奈良病院 脳神経外科、2市⽴奈良病院
中瀬 健太1、徳永 英守1、永田 清1、出口 潤1、⼆階堂 雄次1

B33 脳室ドレナージ術のドレーン抜去後に遅発性に発症した閉塞性水頭症の1例
1⼤阪府三島救命救急センター

⼆村 元1、荻田 誠司1、⼩畑 仁司1⼆村 元1、荻田 誠司1、⼩畑 仁司1
B34 後頭蓋窩くも膜嚢胞による水頭症に対して内視鏡的第3脳室開窓術が著効した一例

1社会医療法⼈神鋼記念会 神鋼記念病院 脳神経外科
三神 和幸1、⿊山 貴弘1、坂東 鋭明1、下 ⼤輔1、篠田 成英1、蔵本 要⼆1、松本 眞⼈1
平井 収 1、上野 泰1
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B8 慢性硬膜下血腫他（16:10-16:50）

座⻑： 相原 英夫（兵庫県⽴加古川医療センター）
コメンテーター： 徳永 英守（市⽴奈良病院）
B35 Chiari I型奇形に頭蓋底陥入症を合併した1例

1⼤阪警察病院 脳神経外科
新 靖史1、岡本 愛1、角谷 美帆1、森崎 雄⼤1、古田 隆徳1、古家一 洋平1、輪島 ⼤介1新 靖史1、岡本 愛1、角谷 美帆1、森崎 雄⼤1、古田 隆徳1、古家 洋平1、輪島 ⼤介1
鄭 倫成1、明田 秀太1、米澤 泰司1

B36 ⼼房細動に抗凝固薬を服薬して難治性慢性硬膜下血腫をきたした一例
1医療法⼈社団松下会白庭病院

川田 和弘1、知禿 史郎1、⼤田 信介1
B37 ⻭突起後方偽腫瘍に対して後方除圧および硬膜経由での摘出が奏功した1例

1⼤⻄脳神経外科病院 脳神経外科
山本 慎司1、⼤⻄ 英之1、久我 純弘1、林 真⼈1、兒玉 裕司1、高橋 賢吉1
前岡 良輔1、村上 敏春1

B38 中頭蓋窩くも膜嚢胞に合併した若年者慢性硬膜下血腫の1例
1北播磨総合医療センター

中原 正博1、岡田 真幸1、池内 佑介1、鵜山 淳1、岡村 有祐1、三宅 茂1 

B9 ⼿術法他（16:50-17:30）

座⻑： 三宅 茂（北播磨総合医療センター）座⻑： 三宅 茂（北播磨総合医療センタ ）
コメンテーター： 米澤 泰司（⼤阪警察病院）
B39 悪性神経膠腫と術前鑑別が困難であったTumefactive MSの3例

1神⼾⼤学医学部付属病院 脳神経外科
藤本 陽介1、水川 克1、篠山 隆司1、甲村 英⼆1

B40 神経症状で発症し、脳⽣検術によって診断し得た神経好中球病の1例
1⼤阪府⽴成⼈病センター 脳神経外科、2⼤阪府⽴急性期・総合医療センター 神経内科
3⼤阪⼤学 脳神経外科3⼤阪⼤学 脳神経外科

井筒 伸之1、木下 允2、米延 友希2、中⻄ 克彦1、木下 学1、吉峰 俊樹3

B41 硬膜欠損部に対するサージセルとフィブリングルーを⽤いた硬膜形成術の有⽤性
1天理よろづ相談所病院

堀川 恭平1、秋山 義典1、時⼥ 知⽣1、山名 則和1、北村 智章1、松井 雄哉1
B42 経シルビウス裂法を⽤いて側頭葉内側部腫瘍と動脈瘤を同時に治療し得た一例

1⼤阪警察病院 脳神経外科
森崎 雄⼤1、米澤 泰司1、明田 秀太1、井上 美⾥1、新 靖史1、鄭 倫成1森崎 雄⼤1、米澤 泰司1、明田 秀太1、井上 美⾥1、新 靖史1、鄭 倫成1
輪島 ⼤介1、古家一 洋平1岡本 愛1、角谷 美帆1
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C1 腫瘍1（8:30-9:10）

座⻑： ⻄原 賢在（⻄神⼾医療センター）
コメンテーター： 弘中 康雄（奈良県⽴医科⼤学）

プログラム C会場（501-503）

メンテ タ 弘中 康雄（奈良県⽴医科⼤学）
C01 開頭術創部に転移した肺扁平上⽪癌の1例

1藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター、2姫路医療センター 脳神経外科
川内 豪1、中島 伸彦2、阿河 祐⼆2、五百蔵 義彦2、⼩柳 正臣2、織田 雅2、鳴海 治2

C02 HIV感染症に合併した肺腺癌からの転移性脳腫瘍に対し摘出術を⾏った1例
1国⽴病院機構 ⼤阪医療センター 脳神経外科、2国⽴病院機構 ⼤阪医療センター 感染症内科
3国⽴病院機構 ⼤阪医療センター 呼吸器内科、4国⽴病院機構 ⼤阪医療センター 病理診断科

中川 智義1、沖田 典子1、笠井 ⼤介2、⼩河原 光正3、児玉 良典4、眞能 正幸4、木嶋 教⾏1
⾦村 米博1、中島 伸1、藤中 俊之1

C03 甲状腺癌の頭蓋骨転移に対して腫瘍栄養血管塞栓術後に摘出術を施⾏した一例
1神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院

奥田 智裕1、船津 尭之1、谷 正一1、⾜⽴ 秀光1、今村 博敏1、有村 公一1
別府 幹也1、武部 軌 良1鈴木 啓太1、坂井 信幸1

C04 乳癌術後37 年目に脳転移を認めた1 症例
1国⽴病院機構⼤阪南医療センター 脳神経外科

浅田 喜代一1、山田 與徳1、桝井 勝也1、⻄ 憲幸1

C2 腫瘍2（9:10-9:50）

座⻑： ⾦村 米博（⼤阪医療センター）
コメンテーター： 岩井 謙育（⼤阪市⽴総合医療センター）
C05 ガンマナイフを施⾏した滑膜⾁腫原発脳転移の1例

1京都府⽴医科⼤学 放射線科、2京都府⽴医科⼤学 脳神経外科
ズ3洛⻄シミズ病院 ガンマナイフセンタ ー

会田 和泰1、川邊 拓也2、佐藤 学3、山田 惠1、橋本 直哉1
C06 子宮体癌⾁腫の脳転移の2例

1京都第⼆⾚⼗字病院 脳神経外科
後藤 雄⼤1、谷川 成佑1、武内 勇⼈1、山本 紘之1、南都 昌孝1、中原 功策1、天神 博志1 

C07 胸椎硬膜外に転移した悪性リンパ腫の1例
1公⽴豊岡病院 脳神経外科、2神⼾⼤学⼤学院医学研究科 脳神経外科学分野

塩 亮 荒井 篤 岩橋 洋文 今堀 太 郎 中 寛 ⼩ 淳 村 英塩⾒ 亮司1、荒井 篤1、岩橋 洋文1、今堀 太一郎1、田中 一寛1、⼩山 淳⼆1、甲村 英⼆2
C08 海綿静脈洞部に発⽣した転移性多型腺腫の一例

1奈良県⽴医科⼤学脳神経外科
⼩谷 有希子1、本山 靖1、田村 健太郎1、横田 浩1、山田 修一1、中川 一郎1、⻄村 文彦1
弘中 康雄1、朴 永銖1、中瀬 裕之1
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C3 腫瘍3（9:50-10:30）
座⻑： 竹本 理（⼤阪府⽴⺟子保健総合医療センター）
コメンテーター： 笹島 浩泰（京都府⽴医科⼤学）
C09 Torcular epidermoid cystの1例

1奈良県⽴医科⼤学 脳神経外科 2東⼤阪市⽴総合病院 脳神経外科1奈良県⽴医科⼤学 脳神経外科、2東⼤阪市⽴総合病院 脳神経外科
横田 浩1、横山 和弘2、山田 修一1、中川 一郎1、⻄村 文彦1、弘中 康雄1、本山 靖1
朴 永銖1、中瀬 裕之1

C10 右⼤脳原発ETANTRの一例
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 ⼩児血液腫瘍科

中⻄ 勇太1、國廣 誉世1、⼤畑 裕紀1、⼤⻄ 洋平1、松阪 康弘1、坂本 博昭1、中村 さやか2
岡田 恵子2、原 純一2

視床発⽣ 例C11 視床発⽣Embryonal tumor with abundant neuropil and true rosettes(ETANTR)の一例
1⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 脳神経外科、2⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 病態病理学講座
3日高病院 病理診断科

橋本 洋章1、香川 尚己1、阿知波 孝宗1、横田 千⾥1、平山 龍一1、有田 英之1、藤本 康倫1
森井 英一2、中⾥ 洋一3、吉峰 俊樹1

C12 再発時に多発脊髄腫瘍を認めたPPTIDの一例
1公益財団法⼈ 田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科

2日本⾚⼗字 福井⾚⼗字病院 脳神経 外科本⾚ 字 福井⾚ 字病院 脳神経 外科
永井 靖識1、⼾田 弘紀2、山本 優1、吉本 修也1、箸方 宏州1、後藤 正憲1、三木 義仁1、多
喜 純也1⻄田 南海子1、岩崎 孝一1

C4 腫瘍4（10:30-11:20）

座⻑： 友⾦ 祐介（兵庫医科⼤学）
コメンテーター： 松阪 康弘（⼤阪市⽴総合医療センター）
C13 ⼩児⼩脳⾍部巨⼤腫瘍の一例

1和歌山県⽴医科⼤学 脳神経外科 2和歌山県⽴医科⼤学 保健学科1和歌山県⽴医科⼤学 脳神経外科、2和歌山県⽴医科⼤学 保健学科
仲河 恒志1、深井 順也1、⻄林 宏起1、⼩倉 光博1、上松 右⼆2、中尾 直之1

C14 神経線維腫症1型に合併し、短期間に増⼤した視床下部毛様細胞性星細胞腫の1例
1⼤阪府⽴⺟子保健総合医療センター

山本 祥太1、竹本 理1、山田 淳⼆1、千葉 泰良1
C15 若年者視神経pilocytic astrocytomaの1⼿術例

1東⼤阪市⽴総合病院 脳神経外科、2⼤阪府⽴中河内救命救急センター
杉本 正1 横山 和弘1 玉置 亮1 渡邊 敦彦1 白 隆英1 奥田 和功2 岸 文久2杉本 正1、横山 和弘1、玉置 亮1、渡邊 敦彦1、白 隆英1、奥田 和功2、岸 文久2

C16 脳実質内へ転移した神経芽腫の一例
1滋賀医科⼤学 脳神経外科、2滋賀医科⼤学 ⼩児科

⼤⻄ 健1、河野 浩⼈1、高木 健治1、深⾒ 忠輝1、吉村 弥⽣1、野崎 和彦1
松岡 明希菜2、多賀 崇2

C17 再発治療中に⼤脳半球白質病変を⽣じた髄芽腫の一例
1⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科脳神経外科学、2⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科病態病理学

阿知波 孝宗 香川 尚 山 龍 高野 浩 永野 ⼤輔 福屋 章悟 有 英之阿知波 孝宗1、香川 尚己1、平山 龍一1、高野 浩司1、永野 ⼤輔1、福屋 章悟1、有田 英之1
藤本 康倫1、森井 英一2、吉峰 俊樹1
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C5 腫瘍5（11:20-12:10）
座⻑： 後藤 剛夫（⼤阪市⽴⼤学）
コメンテーター： 深⾒ 忠輝（滋賀医科⼤学）
C18 術後尿崩症の管理に苦慮した頭蓋咽頭腫の一例

1⼤阪警察病院 脳神経外科、2⼤阪警察病院 内分泌内科
古田 隆徳1 米澤 泰司1 明田 秀太1 井上 美⾥1 新 靖史1 鄭 倫成1 輪島 ⼤介1 ⼤楠 崇浩2古田 隆徳1、米澤 泰司1、明田 秀太1、井上 美⾥1、新 靖史1、鄭 倫成1、輪島 ⼤介1、⼤楠 崇浩2

C19 演題とりさげ

C20 頭蓋内毛細血管腫により脳内出血を2度発症した一例
1JCHO ⼤阪病院

竹中 朋文1、木谷 知樹1、岩本 文徳1
C21 頭痛発症で診断された下垂体卒中4例

1市⽴豊中病院 脳神経外科
寺田 栄作1 矢野 喜寛1 ⻄尾 雅実1寺田 栄作1、矢野 喜寛1、⻄尾 雅実1

C22 術前にSIADHを呈した第三脳室海綿状血管腫の一例
1和歌山ろうさい病院 脳神経外科

佐々木 貴浩1、⼾村 九月1、林 宣秀1、岡田 秀雄1、桑田 俊和1
C23 S状静脈洞から頚部内頚頚静脈内に伸展したhemangiopericytomaの一例

1京都⼤学附属病院 脳神経外科
筒井 偉宝1、荒川 芳輝1、山中 利之1、丹治 正⼤1、峰晴 陽平1、菊池 隆幸1、國枝 武治1
高木 康志1、宮本 享1

C6 機能的脳神経外科1（14:20-15:00）

座⻑： 近藤 威（新須磨病院）
コメンテーター： 内山 卓也（近畿⼤学医学部堺病院）
C24 全⾝性振戦を主訴とした難治性パーキンソン病に対して両側STN-DBSが著効した1例

1近畿⼤学医学部堺病院 脳神経外科 、2近畿⼤学医学部 脳神経外科
宮内 正晴1、中野 直樹2、内山 卓也1、加藤 天美2

C25 視床下核深部脳刺激療法のパーキンソン病睡眠障害に対する⻑期効果
1田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科、2田附興風会 医学研究所 北野病院 神経内科

⻄田 南海子1、⼾田 弘紀1、斎木 英資2、松本 禎之2、岩崎 孝一1
C26 脊椎癒合変形によりバクロフェン髄注試験に苦慮した2例

1神⼾⼤学 医学部 附属病院 脳神経外科、2慈恵会新須磨病院 脳神経外科
前山 昌博1、水川 克1、近藤 威2、篠山 隆司1、細田 弘吉1、甲村 英⼆1

C27 脊髄刺激療法(SCS)の初期経験脊髄刺激療法(SCS)の初期経験
1富山労災病院 脳神経外科、2富山労災病院神経内科

中島 良夫1、木谷 隆一1、得田 和彦1、吉田 優也1、久保 雅寛2

C7 機能的脳神経外科2（15:00-15:40）

座⻑： 水川 克（神⼾⼤学）
コメンテーター： 貴島 晴彦（⼤阪⼤学）
C28 非痙攣性てんかん重積をきたした高齢者前頭葉てんかんに対し外科的治療を施⾏した一例

1⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 脳神経外科 2⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 脳神経機能再⽣学1⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 脳神経外科、2⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科 脳神経機能再⽣学
田中 將貴1、押野 悟1、貴島 晴彦1、柳澤 琢史1、平田 雅之1、細⾒ 晃一2、枝川 光太朗1
⼩林 真紀1、吉峰 俊樹1

C29 三叉神経痛に対するガンマナイフ治療:保険承認後の経験
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

近藤 威1、松尾 和哉1、千葉 義幸1、高石 吉将1、鈴木 壽彦1、松本 悟2

C30 Abnormal Muscle Responseおよび内視鏡支援が有⽤であった難治性片側顔面痙攣の一症例
1公益財団法⼈田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科公 財団法⼈田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科

三木 義仁1、山本 優1、永井 靖識1、吉本 修也1、箸方 宏州1、後藤 正憲1、多喜 純也1
⻄田 南 海子1、⼾田 弘紀1、岩崎 孝一1

C31 類表⽪嚢胞が関与した片側顔面痙攣の1例
1公益財団法⼈ 田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経外科

山本 優1、後藤 正憲1、永井 靖識1、吉本 修也1、箸方 宏州1、三木 義仁1、多喜 純也1
⻄田 南海子1、⼾田 弘紀1、岩崎 孝一1 



－ 25 －

C8 その他の血管障害1（15:40-16:20）
座⻑： 巽 祥太郎（製鉄記念広畑病院）
コメンテーター： 高木 康志（京都⼤学）
C32 Facial vein経由でTVEを⾏った海綿静脈洞部dural AVFの1例

1京都山城総合医療センター、2京都第⼆⾚⼗字病院
3独⽴⾏政法⼈ 地域医療機能推進機構 神⼾中央病院

高道 美智子1、南都 昌孝2、橋村 直樹3、谷川 成佑2、山本 紘之2、後藤 雄⼤2
C33 眼球突出、充血で発症したテント部硬膜動静脈瘻の1治療例

1和歌山県⽴医科⼤学附属病院 脳神経外科
土岐 尚嗣1、川口 匠1、井澤 ⼤輔1、八子 理恵1、⻄林 宏起1、増尾 修1、中尾 直之1

C34 頚静脈球部動静脈瘻を疑わせたAPAより分岐するPICAの一例
1⼤阪⾚⼗字病院

⼩原 次郎1、⾦本 幸秀1、⻄村 英祥1、堀口 聡士1、山下 耕助1
C35 Flow Related Aneurysmを合併した左側頭葉AVMの1例

1国⽴循環器病研究センター 脳神経外科
植松 幸⼤1、菅田 真⽣1、佐藤 徹1、丸山 ⼤輔1、濱野 栄佳1、江口 盛一郎1
片岡 ⼤治1、高橋 淳1

C9 その他の血管障害2（16:20-17:10）

座⻑： 増尾 修（和歌山県⽴医科⼤学）座⻑ 増尾 修（和歌山県⽴医科⼤学）
コメンテーター： 森川 雅史（淀川キリスト教病院）
C36 出血を繰り返した若年性脳アミロイド血管症の一例

1京都⼤学医学部附属病院 臨床研修センター、2京都⼤学医学部附属病院 脳神経外科
中山 洋一1、峰晴 陽平2、⻄田 誠2、鈴木 侑斗2、辻 博文2、丹治 正⼤2、荒川 芳輝2
國枝 武治 2、高木 康志2、宮本 享2 

C37 痙攣発作後に診断された産褥期RCVSの1例
1製鉄記念広畑病院、2神⼾⼤学医学部付属病院脳神経外科1製鉄記念広畑病院、2神⼾⼤学医学部付属病院脳神経外科

橋口 充1、魚住 洋一1、宮本 宏⼈1、勝部 毅1、巽 祥太郎1、甲村 英⼆2
C38 Bow hunter症候群の一例

1⼤阪府⽴急性期・総合医療センター 脳神経外科
松岡 龍太1、堀内 薫1、藤本 憲太1、⻄口 充久1、乾 登史孝1、谷 直樹1、茶谷 めぐみ1
八重垣 貴英1、橋本 宏之1

C39 頭位誘発肢位のない失神を繰り返した環軸椎亜脱臼に起因するBow hunter strokeの1例
1近畿⼤学 医学部 奈良病院 脳神経外科1近畿⼤学 医学部 奈良病院 脳神経外科

中⻄ 欣弥1、渡邉 啓1、片岡 和夫1
C40 雷鳴頭痛に伴い脳血管狭窄による穿通枝梗塞を来たした⼩児の1症例

1兵庫県⽴こども病院 脳神経外科
山口 陽⼆1、阿久津 宣⾏1、⼩山 淳⼆1、河村 淳史1、⻑嶋 達也1 




