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参会受付開始（8:00〜）

演題受付開始（8:00〜）

開会挨拶（8:20〜8:30）
会長　岩瀬　正顕（関西医科大学総合医療センター　病院教授　脳神経外科部長・救命救急センター長）

腫瘍 1（8:30〜9:02）

座長　大西諭一郎（大阪大学　脳神経外科）

O01  Hemi-Semi laminectomy で行った頚髄髄膜腫の一手術例
            大阪警察病院 脳神経外科
            ○新 靖史、角谷 美帆、佐々木 亮太、佐々木 弘光、古田 隆徳、岸 昌宏、乾 登史孝、
            鄭 倫成、井上 美里、明田 秀太、米澤 泰司

O02  大孔部髄膜腫に対する外側後外側筋間アプローチ（lateral-PLIMA）の有用性について
            富永病院脳神経外科
            ○長尾 紀昭、乾 敏彦、谷 将星、松田 康、富永 良子、山里 景祥、北野 昌彦、長谷川 洋、
            富永 紳介

O03  脊髄に限局した多発性神経鞘腫の 1 例
            大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
            ○菅野 皓文、大西 諭一郎、森脇 崇、藤原 翔、鷹羽 良平、武藤 学、貴島 晴彦

O04  C1-2 神経根発生神経鞘腫に対する手術成績
            1）大阪市立大学脳神経外科、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）、坂本 竜司 1）、佐々木 強 1）、大畑 建治 1）

腫瘍 2（9:02〜9:34）

座長　高見　俊宏（大阪市立大学　脳神経外科）

O05  初回手術から 30 年後に再発が指摘された脊髄上衣腫の 1 例
            大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
            ○大西 諭一郎、井上 洋、菅野 皓文、藤原 翔、鷹羽 良平、森脇 崇、貴島 晴彦

O06  非常に稀な頸胸髄発生 rosette-forming glioneuronal tumor（RGNT）の一症例
            大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
            ○森脇 崇、大西 諭一郎、藤原 翔、鷹羽 良平、山本 祥太、貴島 晴彦

O07  出血急性発症の転移性脊髄髄内腫瘍の一例
            大阪市立大学脳神経外科
            ○坂本 竜司、高見 俊宏、内藤 堅太郎、佐々木 強、大畑 建治

O08  頸髄髄内に発生した melanocyotma の 1 例
            奈良県立医科大学脳神経外科
            ○松岡 龍太、竹島 靖浩、山田 修一、中川 一郎、西村 文彦、本山 靖、朴 永銖、中瀬 裕之

プログラム
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感染・その他（9:34〜10:22）

座長　朴　　永銖（奈良県立医科大学　脳神経外科）
安原　隆雄（岡山大学大学院　脳神経外科）

O09  脊髄癒着性くも膜炎に対する最近の治療
            岡山大学大学院脳神経外科
            ○安原 隆雄、守本 純、金 恭平、馬越 通有、冨田 陽介、久壽米木 亮、伊達 勲

O10  特異な経過をたどった頚胸髄硬膜外腹側病変の 1 例
            大阪警察病院脳神経外科
            ○鄭 倫成、角谷 美帆、米澤 泰司、明田 秀太、新 靖史、乾 登史孝、岸 昌宏、
            佐々木 亮太、古田 隆徳、佐々木 弘光

O11  全身皮下膿瘍を背景とした慢性胸髄硬膜外膿瘍の急性増悪の一例
            1）神戸大学医学部脳神経外科、2）新須磨病院脳神経外科、3）北播磨総合医療センター脳神経外科
            ○中井 友昭 1）、原田 知明 2）、魚住 洋一 3）、甲村 英二 1）

O12  脊柱管外に生じた Gas で神経根症状を呈した 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、3）和歌山県立医科大学脳神経外科
            ○三木 潤一郎 1）、今栄 信治 2）、北山 真理 3）、廣鰭 洋子 1）、田中 禎之 1）、仲 寛 1）

O13  特発性低髄圧症候群を診断するための適切な MRI の撮像時期-画像所見で経時的変化をとら
えることができた症例からの検討-

            1）京都府立医科大学大学院医学研究科脳神経機能再生外科学講座、
            2）大西脳神経外科病院脳神経外科
            ○岡本 貴成 1）、梅林 大督 1）、山本 慎司 2）、立澤 和典 1）、笹島 浩泰 1）、橋本 直哉 1）

O14  演題取り下げ

小児・先天性疾患（10:22〜10:54）

座長　埜中　正博（関西医科大学　脳神経外科）
西川　　節（守口生野記念病院）

O15  腰仙尾部皮膚洞-非感染例と感染例の対比-
            坂本小児脳神経外科
            ○坂本 敬三

O16  脊髄脂肪腫の臨床的意義
            坂本小児脳神経外科研究所
            ○坂本 敬三

O17  乳児期に完全下肢麻痺を来した円錐部脊髄脂肪腫の一例
            関西医科大学　脳神経外科
            ○埜中 正博、小森 裕美子、磯崎 春菜、宮田 真友子、李 一、亀井 孝昌、岩田 亮一、
            武田 純一、羽柴 哲夫、吉村 晋一、淺井 昭雄

O18  成人潜在性頚椎二分脊椎で脊髄症を発症し外科的治療を行った一例
            1）和歌山県立医科大学脳神経外科、2）いまえクリニック、3）済生会和歌山病院脳神経外科
            ○北山 真理 1）、今栄 信治 2）、三木 潤一郎 3）、仲 寛 3）、西岡 和哉 1）、中尾 直之 1）



特別講演 1（11:00〜12:00）

座長　岩瀬　正顕（関西医科大学総合医療センター　病院教授　脳神経外科部長・救命救急センター長）

SL1   成人脊柱変形矯正術における小侵襲化の潮流　−最後の難関変形矯正術への挑戦−

        齋藤 貴徳（関西医科大学　整形外科学教室　主任教授）

機器紹介・軽食（12:00〜12:30）

司会：岩瀬　正顕（関西医科大学総合医療センター　病院教授　脳神経外科部長・救命救急センター長）

機器紹介 1　メドトロニックソファモアダネック株式会社

機器紹介 2　メダクタジャパン株式会社　　

機器紹介 3　HOYA Technosurgical 株式会社       

学術評議員会／社員総会（12:30〜13:00）

特別講演 2（13:00〜14:00）

座長　橋本　直哉（京都府立医科大学　脳神経外科）

SL2   わたくしたちの取り組んできた脊髄損傷の治療法開発について

        鈴木 義久（北野病院　形成外科　部長）

特別講演 3（14:00〜14:45）

座長　大畑 建治（大阪市立大学　脳神経外科）

SL3   脊椎・骨盤外傷の迅速な診断と治療をめざして−ハイブリッド ER と小侵襲手術の試み−

        齊藤 福樹（関西医科大学総合医療センター　病院准教授　外傷センター長）

ハンズオン（14:45〜15:15）

司会：岩瀬　正顕（関西医科大学総合医療センター　病院教授　脳神経外科部長・救命救急センター長）
インストラクター：

齊藤　福樹（関西医科大学総合医療センター・外傷センター長）
共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社

デピューシンセス・ジャパン●●●●●●●

コーヒーブレイク・展示会場閲覧（15:15〜15:30）
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腰椎・脊髄変形矯正固定（15:30〜15:52）

座長　寳子丸　稔（信愛会脊椎脊髄センター）　

O19  腰椎変性すべり症の後方除圧術後 2 年で椎間関節嚢胞出現による再手術を要した 1 例
            富永病院脳神経外科
            ○乾 敏彦、谷 将星、森田 寛也、向 祐樹、山田 大、古部 昌明、長尾 紀昭、松田 康、
            富永 良子、北野 昌彦、長谷川 洋、富永 紳介

O20  BENDINI を用いた成人脊椎変形に対する矯正固定術の 1 例
            信愛会脊椎脊髄センター
            ○眞鍋 博明、藤田 智昭、福田 美雪、佐々木 伸洋、上田 茂雄、寳子丸 稔

O21  頚椎後弯変形に対する手術治療
            ツカザキ病院　脳神経外科
                ○下川宣幸、佐藤 英俊、城阪 佳佑、中川 智弘、川上 太一郎、塚崎 裕司、夫 由彦

頚椎（15:52〜16:40）

座長　下川　宣幸（ツカザキ病院　脳神経外科）
乾　　敏彦（富永病院　脳神経外科）

O22  半身麻痺で発症した頸椎 OPLL の 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

O23  頚部 dystonic movement が発症の 1 因と考えられた頚部脊髄症の 1 例
            兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経外科
            ○北川 雅史、西浦 巌、山田 圭介、永田 学、堀川 文彦、楊川 寿男

O24  高齢者の外側環軸関節症に対する環軸椎後方固定術の 1 例
            大阪市立大学脳神経外科
            ○佐々木 強、高見 俊宏、内藤 堅太郎、坂本 竜司、大畑 建治

O25  Bow hunter 症候群に対し当院で手術加療を行った 2 症例の検討
            大阪急性期・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、堀内 薫、杉本 正、谷 直樹、藤本 憲太、
            橋本 宏之

O26  チタンコーティング PEEK ケージを用いた頚椎前方除圧固定術の初期成績
            1）守口生野記念病院脳神経外科、2）大阪市立総合医療センター脳神経外科、
            3）大阪市立大学脳神経外科、4）八尾徳洲会総合病院脳神経外科
            ○中西 勇太 1）、山縣 徹 2）、内藤 堅太郎 3）、吉村 政樹 4）、高見 俊宏 3）、大畑 建治 3）

O27  脊柱管狭窄症に対する椎弓形成術の工夫
            関西医科大学総合医療センター　脳神経外科
            ○大重英行、岩瀬 正顕、須山 武裕、武田 純一、山原 崇弘、淺井 昭雄

閉会挨拶（16:42〜16:50）
会長　岩瀬　正顕（関西医科大学総合医療センター　病院教授　脳神経外科部長・救命救急センター長）
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