
参会受付開始（8:10〜）

演題受付開始（8:10〜）

開 会 の 挨 拶（8:30〜8:35）
                                                                                     会長　医誠会病院　　佐々木　学

頚椎 1（8:35〜9:03）

座長　宮尾　泰慶（市立吹田市民病院）

01     片側下顎周囲感覚障害を主訴とする頚椎疾患 3 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）、岸野 洋子 1）、小倉 光博 1）

02     胸部帯状感覚を呈した頸椎椎間板ヘルニアの一例
            1）八尾徳洲会総合病院脳神経外科、2）大阪市立大学脳神経外科
            ○吉村 政樹 1）、城阪 佳佑 1）、高 沙野 1）、鶴野 卓史 1）、高見 俊宏 2）

03     頚椎後彎変形に対する多椎間固定術を行った 3 症例
            1）大阪市立総合医療センター脳神経外科、2）大阪市立大学脳神経外科
            ○山縣 徹 1）、下本地 航 1）、内藤 堅太郎 2）、大畑 建治 2）、高見 俊宏 2）

04     Tritanium C を用いた前方固定術
            京都岡本記念病院脳神経外科
            ○藤田 智昭、木戸岡 実、深尾 繁治、野々山 裕、伊藤 清佳

頚椎 2（9:05〜9:33）

座長　深尾　繁治（京都岡本記念病院）

05     Proatlas の発達異常による家族性 Os odontoideum
            1）社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科、2）大阪市立大学脳神経外科
            ○佐藤 英俊 1）、下川 宣幸 1）、松本 洋明 1）、高見 俊宏 2）

06     高齢者の歯突起後方偽腫瘍に対し椎弓切除術のみで腫瘤縮小が得られた 1 例
            兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経外科
            ○永田 学、西浦 巌、森本 貴昭、高橋 由紀、北川 雅史、鳴海 治、山田 圭介

07     頚椎 OPLL の画像分類と治療戦略
            社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科
            ○下川 宣幸、松本 洋明、佐藤 英俊

08     頚椎椎弓形成術後 C5 麻痺発生予防に foraminotomy が有効である可能性の考察
            医療法人社団親和会　京都木原病院
            ○西岡 和哉、小泉 徹、木原 俊壱

プログラム



腫瘍・硬膜外病変（9:35〜10:10）

座長　内藤堅太郎（大阪市立大学）

09     救急外来受診にて発覚した急性脊髄硬膜外病変の検討
            1）大阪市立総合医療センター脳神経外科、2）大阪市立大学医学部付属病院脳神経外科
            ○下本地 航 1）、山縣 徹 1）、内藤 堅太郎 2）、高見 俊宏 2）、岩井 謙育 1）

10     急速な症状悪化をきたした脊髄 diffuse midline glioma の 1 例
            和歌山県立医科大学脳神経外科
            ○川口 匠、北山 真理、尾崎 充宣、深井 順也、中尾 直之

11     脊髄腫瘍と類似の画像所見を呈した腰椎黄色靱帯内血腫の 1 例
            医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科
            ○中西 欣弥、寺本 佳史、湯上 春樹、山田 公人、藪内 伴成

12     全身性エリテマトーデスに合併した馬尾悪性リンパ腫の 1 例
            信愛会脊椎脊髄センター
            ○豊嶋 敦彦、松川 爽、福田 美雪、佐々木 伸洋、上田 茂雄、黒田 昌之、眞鍋 博明、
            寳子丸 稔

13     PET-CT で高集積を認めた脊髄神経鞘腫の手術例
            1）関西医科大学総合医療センター脳神経外科、2）関西医科大学脳神経外科
            ○岩瀬 正顕 1）、須山 武裕 1）、島田 志行 1）、李 強 2）、淺井 昭雄 2）

Coffee Break（10:10〜10:15）

ケースディスカッション 1（10:15〜10:35）

座長　梅林　大督（京都府立医科大学）
コメンテーター　大西諭一郎（大阪大学）

乾　　敏彦（富永病院）

Case1 脊髄腫瘍
            大阪市立大学　脳神経外科
            ○内藤 堅太郎、髙見 俊宏、大畑 建治

ケースディスカッション 2（10:35〜10:55）

座長　西岡　和哉（京都木原病院）
コメンテーター　水野　正喜（三重大学）

西川　　節（守口生野記念病院）

Case2 急な首下がりを生じた高齢者の症例検討
            信愛会脊椎脊髄センター
            ○佐々木 伸洋、松川 爽、豊嶋 敦彦、福田 美雪、上田 茂雄、眞鍋 博明、寳子丸 稔



特別講演 1（11:00〜12:00）

座長　三木潤一郎（済生会和歌山病院）

SL1   脊椎脊髄疾患に対する漢方治療
            ヤマト ペインクリニック
            山上　裕章

ランチョンセミナー（12:05〜13:00）

座長　森本　哲也（高井病院）

        討論・腰椎椎体へのアプローチ　XLIF
            信愛会脊椎脊髄センター
            上田　茂雄

        討論・腰椎椎体へのアプローチ　OLIF
            ツカザキ病院
            下川　宣幸

理事会/評議員会（13:05〜13:35）

特別講演 2（13:40〜14:40）

座長　梅垣　昌士（医誠会病院）

SL2   自信が持てる MRSA 感染症の治療法
            大阪大学医学部招聘教授、NPO 法人 安全安心の医療研究会
            浅利　誠志

腰椎固定術・LIF（14:40〜15:08）

座長　青木　正典（行岡病院）

14     胸腰椎移行部病変に対する各前側方アプローチ法の検討
            河内友絋会　河内総合病院脳神経外科
            ○森脇 崇

15     腰椎すべり・狭窄症合併例に対する　mini-AILF の 1 例
            高清会高井病院脳神経外科
            ○森本 哲也、榊 壽右、南 茂憲、越前 直樹、長友 康

16     腰椎固定術後、インプラントにおける術後弊害を様々経験した一例
            1）平和病院、2）平和病院　横浜脊椎脊髄病センター　整形外科
            ○野中 康臣 1）、田村 睦弘 2）、石井 文久 2）、川上 甲太郎 2）、加藤 建 2）

17     腰椎後方固定術の適応の検討　facet 離開度に着目して
            医療法人ラポール会　田辺脳神経外科病院
            ○池田 峻介、朴 陽太、大村 直己、田辺 英紀



外傷・骨粗鬆症骨折（15:08〜15:29）

座長　二宮　貢士（笹生病院）

18     骨粗鬆性多発椎体骨折に対して外科治療を行った一例
            1）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2）河内友絋会　河内総合病院脳神経外科、
            3）医誠会病院脳神経外科
            ○大西 諭一郎 1）、三浦 慎平 1）、中島 伸彦 1）、森脇 崇 2）、佐々木 学 3）、貴島 晴彦 1）

19     仙骨脆弱性骨折後に遅発性馬尾障害を呈した 1 例
            1）大阪警察病院脳神経外科、2）大阪警察病院脊椎脊髄センター
            ○鄭 倫成 1）、和田 英路 2）、米澤 泰司 1）、明田 秀太 1）、新 靖史 1）、高 由美 1）、白石 祐基 1）、
            砂田 拡 1）

20     低侵襲法を用いた H 型脆弱性仙骨骨折手術の一例
            福岡記念病院脊髄脊椎外科
            ○隈元 真志

ケースディスカッション 3（15:30〜15:50）

座長　野中　康臣（平和病院）
コメンテーター　原　　政人（愛知医科大学）

西村　泰彦（和歌山向陽病院）
Case3 仮題：腰椎固定術後の隣接椎間障害に対する治療選択
            社会医療法人寿会富永病院脳神経外科
            ○長尾 紀昭、乾 敏彦、古部 昌明、濱田 万葉、北島 大悟、山田 大、向 祐樹、松田 康、
            富永 良子、北野 昌彦、富永 紳介

ケースディスカッション 4（15:50〜16:10）

座長　隈元　真志（福岡記念病院）
コメンテーター　尾原　裕康（順天堂大学）

岩瀬　正顕（関西医大）
Case4 頚椎化膿性椎間板炎の 1 例
            医誠会病院脳神経外科
            ○福永 貴典、梅垣 昌士、佐々木 学

ケースディスカッション 5（16:15〜16:35）

座長　竹島　靖浩（奈良県立医科大学）
コメンテーター　高見　俊宏（大阪市立大学）

山本　慎司（大西脳神経外科病院）
Case5 複数回手術を行った腰仙部脊髄脂肪腫内動静脈瘻成人症例
            順天堂大学医学部脳神経外科
            ○尾原 裕康、原 毅



胸椎・腰椎・仙椎（16:40〜17:15）

座長　北山　真理（和歌山県立医科大学）

21     胸椎後縦靭帯骨化に黄色靭帯骨化を同レベルに伴った脊髄症状に対する外科治療：4 例の報
告と文献的考察

            1）守口生野記念病院脳神経外科、2）大阪府済生会中津病院脳神経外科、
            3）大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科
            ○神﨑 智行 1）、西川 節 1）、大畑 裕紀 1）、佐々木 強 1）、後藤 浩之 2）、中西 勇太 3）、生野 弘道 1）

22     上位胸髄硬膜動静脈瘻の 1 例
            1）社会医療法人愛仁会千船病院脳神経外科、2）兵庫医科大学脳神経外科
            ○立林 洸太朗 1）、陰山 博人 2）、吉村 紳一 2）

23     Anterior sacral meningocele の一治療例
            大阪警察病院脳神経外科
            ○新 靖史、白石 祐基、砂田 拡、高 由美、岸 昌宏、輪島 大介、鄭 倫成、井上 美里、
            明田 秀太、米澤 泰司

24     神経根腋窩部から硬膜背側に逸脱した腰椎椎間板ヘルニアの一例
            医療法人社団清和会笹生病院脳神経外科
            ○二宮 貢士、芝本 和則

25     移行椎部分切除が有効であった Bertolotti’s syndrome による腰痛症の 1 例
            1）社会医療法人行岡医学研究会行岡病院脳神経外科、
            2）社会医療法人行岡医学研究会行岡病院整形外科、3）大阪行岡医療大学
            ○青木 正典 1）、平井 宏昌 2）、米延 策雄 3）

手術の工夫・新たなデバイス（17:15〜17:50）

座長　新　　靖史（大阪警察病院）

26     キアリ奇形 1 型に対する大孔減圧術において後頭静脈洞を温存するために硬膜切開を工夫し
た 1 例

            和歌山県立医科大学脳神経外科
            ○尾崎 充宣、北山 真理、川口 匠、中尾 直之

27     椎間関節を温存して摘出した腰椎ダンベル型神経鞘腫の 1 例
            奈良県立医科大学脳神経外科
            ○竹島 靖浩、高村 慶旭、西村 文彦、中川 一郎、本山 靖、朴 永銖、中瀬 裕之

28     頚椎前方プレートの抜釘における工夫
            1）大阪脳神経外科病院、2）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
            ○芳村 憲泰 1）、鶴薗 浩一郎 1）、江村 拓人 1）、村上 知義 1）、立石 明広 1）、吉原 智之 1）、
            若山 暁 1）、貴島 晴彦 2）

29     脊椎手術における新外視鏡(ORBEYE)システムの有用性ー肉眼・ルーペ手術から顕微鏡手術
までー

            1）市立吹田市民病院脳神経外科、2）大阪大学脳神経外科
            ○宮尾 泰慶 1）、竹綱 成典 1）、横田 千里 1）、貴島 晴彦 2）

30     Dye injection を併用した症候性脊髄くも膜嚢胞の一例
            社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科
            ○松本 洋明、佐藤 英俊、下川 宣幸



閉会の挨拶（17:50）
                                                                                     会長　医誠会病院　　佐々木　学


