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参会受付開始（8:10〜）

演題受付開始（8:10〜）

開 会 の 挨 拶（8:25〜8:30）                              会長　大阪大学 脳神経外科　　岩月　幸一

腰椎（8:30〜9:26）
座長　西岡　和哉（和歌山県立医科大学）

大西諭一郎（大阪大学）

01     片側侵入両側除圧-CBT 法を行った高齢者 18 例の検討
            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、大西 諭一郎、岩月 幸一

02     片側進入両側除圧-CBT 法を用いた低侵襲 PLIF の有効性と問題点
            大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
            ○藤原 翔、鷹羽 良平、大西 諭一郎、岩月 幸一

03     椎弓根スクリューを安全に刺入するための工夫　PediGuard の初期使用経験
            兵庫医科大学脳神経外科
            ○陰山 博人、飯田 倫子、吉村 紳一

04     棘突起プレート除去により改善した腰痛症の 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）、北山 真理 1）、廣鰭 洋子 1）、仲 寛 1）

05     L5/S1 レベルの腰椎椎間孔狭窄に対する外側開窓術における工夫
            大阪脳神経外科病院
            ○芳村 憲泰、鶴薗 浩一郎、永島 宗紀、梶川 隆一郎、中村 洋平、若山 暁

06     ハイドロキシアパタイト（HA）ブロックを用いた経皮的椎体形成術　〜新たなツールの作成〜
            和歌山県立医科大学脳神経外科
            ○西岡 和哉、尾崎 充宣、川口 匠、中尾 直之

07     lumbar OPLL 対して前方アプローチを施行した 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

頚椎（9:26〜10:06）
座長　西川　　節（社会医療法人弘道会 守口生野記念病院）

08     頚椎椎間関節両側脱臼に対して前方アプローチ単独で除圧整復固定術を施行した 1 例
            大阪警察病院脳神経外科
            ○鄭 倫成、米澤 泰司、明田 秀太、新 靖史、古家一 洋平、角谷 美帆、森崎 雄大、
            古田 隆徳、佐々木 弘光

09     スポーツを契機に発症した頚椎硬膜外血腫の 1 例
            済生会和歌山病院脳神経外科
            ○北山 真理、三木 潤一郎、廣鰭 洋子、仲 寛
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10     椎間局所突出型 OPLL に対する前外側椎間除圧法：症例報告
            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）、田上 雄大 1）、鶴田 慎 1）、一ノ瀬 努 1）、鶴野 卓史 1）

11     チタンコーティング PEEK ケージを用いた頚椎前方固定術の初期経験
            1）大阪市立総合医療センター脳神経外科、2）大阪市立大学脳神経外科
            ○中西 勇太 1）、山縣 徹 1）、内藤 堅太郎 2）、高見 俊宏 2）、大畑 建治 2）、岩井 謙育 1）

12     頸椎症性脊髄症に対する頸椎椎弓拡大形成術における＜観音開き式＞と＜片開き式＞の手術
手技と治療成績の比較

            1）守口生野記念病院脳神経外科、2）大阪市立大学院大学脳神経外科、3）社会医療法人　弘道会
            ○西川 節 1）、後藤 浩之 2）、大畑 裕紀 2）、長濱 篤文 1）、高 沙野 1）、正村 清弥 1）、
            川嶋 俊幸 2）、生野 弘道 3）

腫瘍（10:06〜11:10）
座長　高見　俊宏（大阪市立大学）

安原　隆雄（岡山大学）

13     下肢運動感覚障害と膀胱直腸障害を呈した馬尾悪性リンパ腫の 1 例　診断と治療
            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、馬越 通有、冨田 陽介、
            久壽米木 亮、伊達 勲

14     脊髄上衣下腫に対する後外側溝到達法（症例報告）
            大阪市立大学脳神経外科
            ○宇田 裕史、高見 俊宏、内藤 堅太郎、大西 洋平、大畑 建治

15     仙骨部 osteoblastoma により睡眠障害を来した 1 例
            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

16     対麻痺が急速進行した胸椎 enchondroma 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
            ○長濱 篤文 1）、西川 節 1）、高 沙野 1）、正村 清弥 1）、大畑 裕紀 2）、川嶋 俊幸 2）、
            生野 弘道 1）

17     40 年後に再手術となった石灰化脊髄髄膜腫の 1 例
            医療法人社団松下会白庭病院脳神経外科
            ○川田 和弘、知禿 史郎

18     腰神経叢へ広範に進展した腰仙部 malignant peripheral nerve sheath tumor の 1 例
            大西脳神経外科病院脳神経外科
            ○山本 慎司、大西 英之、久我 純弘、林 真人、兒玉 裕司、大西 宏之、高橋 賢吉、
            前岡 良輔、村上 敏春、佐藤 文哉

19     扁平椎と脊髄硬膜外腫瘍を呈した小児多臓器型 Langerhans cell histiocytosis の 1 例
            兵庫県立こども病院脳神経外科
            ○橋口 充、河村 淳史、阿久津 宣行、小山 淳二、長嶋 達也

20     頭蓋頚椎移行部から頭蓋内に特異的に進展した髄膜腫の 1 例
            富永病院脳神経外科
            ○長尾 紀昭、乾 敏彦、向 祐樹、山田 大、山下 晋、古部 昌明、下里 倫、松田 康、
            久貝 宮仁、富永 良子、木本 敦史、北野 昌彦、山里 景祥、長谷川 洋、富永 紳介
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頭蓋頚椎移行部・その他（11:10〜12:14）
座長　朴　　永銖（奈良県立医科大学）

乾　　敏彦（富永病院）

21     軸椎椎体骨折に対し DSA 使用下後方整復固定術を行った 1 例
            1）大阪市立総合医療センター脳神経外科、2）大阪市立大学脳神経外科
            ○山縣 徹 1）、中西 勇太 1）、文 勝徹 1）、内藤 堅太郎 2）、高見 俊宏 2）、大畑 建治 2）、
            岩井 謙育 1）

22     成人における陳旧性環軸椎回旋位固定に対する局所矯正固定術
            大阪市立大学脳神経外科
            ○内藤 堅太郎、高見 俊宏、大西 洋平、宇田 裕史、大畑 建治

23     術後早期に再発を認めた脊髄癒着性くも膜炎の一例
            大阪府立急性期総合医療センター脳神経外科
            ○西口 充久、田中 伯、岡本 愛、八重垣 貴英、茶谷 めぐみ、堀内 薫、杉本 正、谷 直樹、
            藤本 憲太、橋本 宏之

24     ポータブル C-arm による術中血管撮影を併用しシャント離断を行った胸髄硬膜動静脈瘻の一例
            （財）田附興風会　北野病院脳神経外科
            ○多喜 純也、後藤 正憲、吉本 修也、西田 南海子、藤川 喜貴、寺田 幸恵、山本 優、
            箸方 宏州、三木 義仁、岩崎 孝一

25     spinal drainage 抜去後の低髄圧症に対して　硬膜修復術が奏功した一例
            兵庫医科大学脳神経外科
            ○飯田 倫子、陰山 博人、友金 祐介、吉村 紳一

26     成人発症の脊髄係留症候群の 2 例
            富永病院脳神経外科
            ○向 祐樹、乾 敏彦、長尾 紀昭、古部 昌明、富永 紳介

27     キアリ奇形 1 型に対する局所筋膜を用いた大孔減圧術
            奈良県立医科大学脳神経外科
            ○竹島 靖浩、朴 永銖、中瀬 裕之

28     胸髄くも膜嚢胞:3 症例の経験
            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
            ○高 沙野 1）、西川 節 1）、正村 清弥 1）、長濱 篤文 1）、大畑 裕紀 2）、川嶋 俊幸 2）、
            生野 弘道 1）

学術評議員会/社員総会（12:15〜12:40）

ランチョンセミナー（12:40〜13:30）
座長　岩月　幸一（大阪大学）

1）KiSCO 株式会社

2）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・ジャパン

3）カールツァイス株式会社

4）欧和通商株式会社

5）株式会社アルファテック



医療情勢（13:30〜13:40）
座長　陰山　博人（兵庫医科大学）

29     脳神経外科系脊椎脊髄外科医のおかれた現状：脳神経外科レジデントに対する脊椎脊髄手術
教育の実態全国調査をして見えてきたこと

            1）札幌禎心会病院 脊椎・脊髄末梢神経外科、2）東京慈恵会医科大学脳神経外科、
            3）総合病院聖隷浜松病院脳神経外科、4）日本医科大学千葉北総病院脳神経センター、
            5）一宮西病院脳神経外科、6）医誠会病院脳神経外科、7）亀田総合病院脊椎脊髄外科、
            8）仙台医療センター脳神経外科
            ○秋山 雅彦 1）、谷 諭 2）、渡邊 水樹 3）、金 景成 4）、安田 宗義 5）、佐々木 学 6）、
            久保田 基夫 7）、鈴木 晋介 8）

特別講演 1（13:40〜14:15）
座長　岩月　幸一（大阪大学）

       腰痛症の他覚的な痛みの評価法及び徒手療法による治療の実際

くま鍼灸整骨院　院長 趙　　貴幸 先生

coffee break（14:15〜14:20）

特別講演 2（14:20〜15:10）
座長　寳子丸　稔（信愛会脊椎脊髄センター）

       脊椎固定術発展の歴史における CBT の位置づけおよび今後の展望

大阪大学　整形外科 海渡　貴司 先生

特別講演 3（15:10〜16:00）
座長　大畑　建治（大阪市立大学）

       インストゥルメンテーション手術の光と影

大阪医科大学　整形外科 根尾　昌志  先生

閉 会 の 挨 拶（16:00）                                                        座長　岩月　幸一（大阪大学）
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