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プログラム
脳動脈瘤、AVM

001       IC 部分血栓化巨大動脈瘤のクリッピング術
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

002       解離性脳動脈瘤との鑑別に難渋した頭蓋外起始 PICA 破裂動脈瘤の 1 例
岸和田徳洲会病院脳神経外科
土岐 尚嗣、西山 弘一、井澤 大輔、松本 博之

003       三叉神経痛を呈し、その後急性硬膜下血腫で発症した破裂内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤の
1 例
特定医療法人順心会順心病院脳神経外科
岡田 真幸、篠田 幸樹、李 泰辰、井上 悟志、黒田 竜一、工藤 弘志、川口 哲郎、武田 直也、栗原 英治

004       steged embolization が有用であった ruptured high grade cerebellar AVM
1）医療法人ラポール会　田辺脳神経外科病院、2）関西医科大学脳神経外科、3）大阪医科大学脳神経外科・
脳血管内治療科、4）大西脳神経外科病院脳神経外科
朴 陽太 1）、池田 峻介 1）、大村 直己 1）、宮田 真友子 2）、香山 諒 3）、平松 亮 3）、大西 宏之 4）、田辺 英紀 1）

005       くも膜下出血で発症した多発脳動脈瘤に対して二期的にクリッピング術を施行した一 例
堺市立総合医療センター脳神経外科
寺西 邦匡、角野 喜則、梶川 隆一郎、中島 義和

006       演題取り下げ

007       当院の感染性脳動脈瘤に対する治療成績
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
梶浦 晋司、福光 龍、谷 正一、今村 博敏、河原崎 知、春原 匡、松本 調、福井 伸行、大村 佳大、
秋山 智明、福田 竜丸、重安 将志、朝倉 健登、堀井 亮、坂井 信幸

008       長期経過の歩行障害を主訴とする脊髄動静脈奇形に対して摘出術を行った一例
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
三浦 慎平、中島 伸彦、大西 諭一郎、貴島 晴彦

009       開頭全摘出術後に再発した小児脳動静脈奇形（AVM）の一例
大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
下間 惇子、八重垣 貴英、宮前 誠亮、森 康輔、堀内 薫、杉本 正、玉置 亮、横田 浩、飯田 淳一
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010       放射線治療後再発髄膜腫の血管壁浸潤により生じた中大脳動脈末梢部解離性動脈瘤の 1 例
国立循環器病研究センター脳神経外科
木村 辰規、池堂 太一、濱野 栄佳、太田 剛史、橋村 直樹、原 健司、角 真佐武、森 久恵、佐藤 徹、
飯原 弘二、片岡 大治

011       傍鞍部病変に対する Dolenc approach の有用性
大阪府済生会中津病院脳神経外科
佐々木 強、後藤 浩之、山本 直樹、大畑 建治

012       Carotico-clinoid foramen を形成した前床突起の近傍に発生した内頚動脈瘤に開頭クリッピン
グ術を施行した一例
1）神戸市立西神戸医療センター脳神経外科、2）公立豊岡病院脳神経外科
榎波 はる霞 1）、池内 佑介 2）、蘆田 典明 1）、西原 賢在 1）、細田 弘吉 1）

脳血管障害・その他

013       慢性硬膜下血腫術後に発症した硬膜動静脈瘻の 1 例
京都岡本記念病院脳神経外科
伊藤 清佳、木戸岡 実、深尾 繁治、野々山 裕、藤田 智昭、宮田 悠

014       脳生検により脳アミロイドアンギオパチー関連白質脳症と診断しステロイドパルス療法が奏功
した一例
大阪医療センター脳神経外科
西本 渓佑、木谷 知樹、山﨑 弘輝、村上 皓紀、館 哲郎、高野 浩司、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

015       後頭葉・小脳・脊髄に PRES 病変をきたし、閉塞性水頭症を合併した一例
国立循環器病研究センター脳神経外科
上村 紘也、濱野 栄佳、橋村 直樹、原 健司、角 真佐武、西村 真樹、佐藤 徹、高橋 淳

016       手術加療を行った脳幹部海綿状血管腫 6 例の検討
畷生会脳神経外科病院脳神経外科
池永 透、西村 進一、土居 温、山下 太郎、松下 葉子、吉川 将史、黒岩 敏彦

017       微小変化型ネフローゼの急性憎悪に合併した脳静脈血栓症の一例
1）堺市立総合医療センター脳神経外科、2）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
角野 喜則 1）、梶川 隆一郎 1）、寺西 邦匡 1）、中島 義和 1）、貴島 晴彦 2）

018       主幹動脈狭窄を伴ったリウマチ性軟髄膜炎の一例
国立循環器病研究センター脳神経外科
西脇 崇裕貴、橋村 直樹、太田 剛史、森 久恵、佐藤 徹、飯原 弘二、片岡 大治

019       パーキンソニズムを呈し治療により改善を得た上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例
1）天理よろづ相談所病院　脳神経内科、2）天理よろづ相談所病院　脳神経外科
田口 智朗 1）、藤本 基秋 2）、中尾 寛宙 1）、杉田 義人 2）、井谷 理彦 2）、小原 次郎 2）、清水 寛平 2）、
緒方 秀樹 2）、谷 正一 2）、秋山 義典 2）
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020       くも膜下出血後慢性期に片側性 PRES をきたした 1 例
1）社会医療法人栄昌会吉田病院脳神経外科、2）社会医療法人栄昌会吉田病院脳神経内科、
3）社会医療法人栄昌会吉田病院リハビリテーション科
松本 淳志 1）、花山 寛朗 1）、荻田 誠司 1）、津田 快 1）、友金 祐介 1）、南 浩昭 1）、増田 敦 1）、山浦 生也 1）、
平田 温 2）、夏目 重厚 3）、吉田 泰久 1）

021       t-PA 投与後に多発脳出血を来した症例
1）奈良県総合医療センター脳神経外科、2）奈良県総合医療センター救命救急センター
至田 洋一 1）、橋本 宏之 1）、藤本 憲太 1）、内山 佳知 1）、前川 秀継 1）、松山 武 2）

022       両側同時脳内出血を呈した CADASIL の一例
1）大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2）大阪府三島救命救急センター脳神経外科
蒲原 明宏 1）、小畑 仁司 2）、森本 隆之 1）、鰐渕 昌彦 1）

虚血性脳血管障害

023       演題取り下げ

024       進行がん治療中に肺動静脈瘻を介した奇異性脳塞栓症を発症した 1 例
1）大阪国際がんセンター脳神経外科、2）大阪脳神経外科病院、3）大阪国際がんセンター肝胆膵内科、
4）大阪国際がんセンター放射線診断・IVR 科、5）大阪国際がんセンター脳循環内科(神経内科)
石内 崇勝 1）、浅井 克則 2）、池澤 賢治 3）、前田 登 4）、大江 洋史 5）、沖田 典子 1）

025       アセタゾラミド負荷脳血流検査時に急性肺水腫を来した 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脳神経内科、
3）北播磨総合医療センター心臓血管外科
川村 浩平 1）、藤田 健嗣 1）、田中 潤 1）、山本 大輔 1）、下村 雅浩 2）、小田 哲也 2）、濵口 浩敏 2）、
河野 敦則 3）、顔 邦男 3）、三宅 茂 1）

026       Basedow 病に伴う可逆性両側頭蓋内動脈狭窄症の 1 例
大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科
寳子丸 拓示、柏木 秀基、蒲原 明宏、矢木 亮吉、平松 亮、川端 信司、鰐渕 昌彦

027       Twisted Rt. ICA の pseudo occlusion の一例
JCHO 神戸中央病院脳神経外科
中田 章弘、古野 優一、桑山 一行、松本 圭吾

028       頚動脈ステント留置術後に発症した遅発性脳血管攣縮
兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科
三浦 伸一、今堀 太一郎、杉原 正浩、溝部 敬、相原 英夫
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029       蜂刺傷によるアナフィラキシーに続発した急性期脳梗塞の 1 例
1）社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科、2）社会医療法人三栄会　
ツカザキ病院リハビリテーション科
劉 兵 1）、中川 智弘 1）、田上 雄大 1）、長濱 篤文 1）、佐藤 英俊 1）、川上 太一郎 1）、廣瀬 智史 1）、
塚崎 裕司 2）、下川 宣幸 1）、夫 由彦 1）

030       肺がん左上葉切除後に多発性脳梗塞を発症し減圧開頭術を施行した 1 例
大阪医療センター脳神経外科
山﨑 弘輝、木谷 知樹、西本 渓佑、村上 皓紀、館 哲郎、高野 浩司、金村 米博、中島 伸、藤中 俊之

031       可動性プラークを有する症候性内頚動脈狭窄症に対して、急性期にエコーガイド下頚動脈ステ
ント留置術を施行した一例
1）北播磨総合医療センター脳神経外科、2）甲南医療センター脳神経外科、
3）北播磨総合医療センター脳神経内科
岡村 優介 1）、田中 潤 2）、濵口 浩敏 3）、坂田 純一 1）、庄瀬 裕康 1）、川村 浩平 1）、山本 大輔 1）、三宅 茂 1）

032       椎骨動脈解離に類似する画像所見を呈した IgG4 関連血管病変の 1 例
1）京都大学医学部脳神経外科、2）彦根市立病院脳神経外科、3）京都大学医学部免疫膠原病内科、
4）京都大学医学部放射線診断科
三谷 幸輝 1）、鳥牧 伸哉 2）、舟木 健史 1）、吉藤 元 3）、伏見 育崇 4）、吉田 和道 1）、宮本 享 1）

033       症候性頚動脈狭窄症に対するステント術後に遅発性の再灌流障害を来した 1 例
1）済生会京都府病院脳神経外科、2）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
鎌田 一晃 1）、南都 昌孝 2）、宮本 淳一 1）

血管内治療 1

034       Double catheter technique で治療し得た Trolard’s inferior petrooccipital vein への
drainage を有する ACC-dAVF の 1 例
1）大西脳神経外科病院脳神経外科、2）城山病院　脳・脊髄・神経センター
前岡 良輔 1）、大西 宏之 1）、久我 純弘 1）、村尾 健一 2）、大西 英之 1）

035       急性期脳主幹動脈閉塞症に対して術中 C-arm を用いた脳血流評価を行い、血栓回収治療前後
で血流改善を認めた 2 例
関西電力病院脳神経外科
岸﨑 穂高、高崎 盛生、本郷 卓、中島 英樹、藤本 康裕

036       ステント支援下コイル塞栓術後の遅発性ステント内血栓症についての検討
兵庫医科大学脳神経外科
小野 峻、澤村 壮、桑島 琢允、千田 大樹、松川 東俊、蔵本 要二、榊原 史啓、阪本 大輔、高木 俊範、
内田 和孝、白川 学、吉村 紳一

037       胸腰椎圧迫骨折に続発した spinal epidural AVF の 1 治療例
奈良県立医科大学脳神経外科
古田 隆徳、中川 一郎、朴 憲秀、木次 将史、佐藤 文哉、高村 慶旭、竹島 靖浩、山田 修一、本山 靖、
朴 永銖、中瀬 裕之
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038       急性内頚動脈起始部閉塞症に対し、緊急頚動脈ステント留置を施行した 2 例
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
長濱 篤文 1）、川上 太一郎 2）、水戸 勇貴 1）、劉 兵 1）、田上 雄大 1）、廣瀬 智史 1）、夫 由彦 1）

039       硬膜動静脈瘻 3 例の治療経験について
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
水戸 勇貴 1）、田上 雄大 1）、長濱 篤文 1）、劉 兵 1）、佐藤 英俊 1）、松本 洋明 1）、廣瀬 智史 1）、
川上 太一郎 2）、下川 宣幸 1）、夫 由彦 1）

040       急性期にステント併用コイル塞栓を行った破裂微小内頚動脈傍前床突起部動脈瘤の 1 例
大阪急性期・総合医療センター脳神経外科
八重垣 貴英、玉置 亮、下間 惇子、宮前 誠亮、堀内 薫、森 康輔、杉本 正、横田 浩、飯田 淳一

041       血栓病理によって膣壁肉腫の左房内転移再発を診断し得た腫瘍塞栓による中大脳動脈閉塞症の
一例
1）神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、2）神戸市立医療センター中央市民病院脳神経内科、
3）神戸市立医療センター中央市民病院病理診断科
なら本 悠嗣 1）、福光 龍 1）、今村 博敏 1）、後藤 正憲 1）、春原 匡 1）、松本 調 1）、福井 伸行 1）、大村 佳大 1）、
秋山 智明 1）、福田 竜丸 1）、呉 浩一 1）、梶浦 晋司 1）、尾原 信行 2）、山下 大祐 3）、坂井 千秋 1）、
坂井 信幸 1）

042       上矢状静脈洞狭窄を伴う頭蓋内圧亢進症に対して、ステント留置を施行した 1 例
社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科
長濱 篤文、川上 太一郎、劉 兵、岡本 光佑、坂本 竜司、田上 雄大、廣瀬 智史、夫 由彦

血管内治療 2

043       急性硬膜外血腫で発症した上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対し血管内治療を施行した 1 例
康生会　武田病院脳神経外科
永井 靖識、山名 則和、定政 信猛、滝 和郎

044       腕頭動脈起始部狭窄に対する経上腕動脈アプローチでのステント留置術
大阪労災病院脳神経外科
平井 健太郎、井間 博之、佐々木 華子、影山 悠、藤本 康倫

045       内頸動脈解離を伴う tandem occlusions に対して緊急 CAS を併用した 2 例
社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科
坂本 竜司、田上 雄大、長濱 篤文、劉 兵、岡本 光佑、川上 太一郎、夫 由彦

046       進行性脳卒中に対し頭蓋内ステント留置術が奏功した頭蓋内内頚動脈解離の 1 例
JCHO 神戸中央病院脳神経外科
久岡 聡史、古野 優一、阪本 真人、桑山 一行、松本 圭吾
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047       Transvenous manipulation のみで塞栓した血管型 Ehlers-Danlos syndrome の direct

carotid-cavernous fistula の 1 症例
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
松井 雄一、西田 武生、中村 元、高垣 匡寿、井筒 伸之、竹中 朋文、川端 修平、山田 修平、寺田 栄作、
貴島 晴彦

048       当院での機械的血栓回収術の成績と予後関連因子の検討
1）ツカザキ病院脳神経外科、2）大阪市立大学医学部附属病院脳神経外科、3）ツカザキ病院リハビリテーシ
ョン科、4）大阪市立大学医学部附属病院脳神経内科
岡本 光佑 1）、田上 雄大 1）、川上 太一郎 1）、水戸 勇貴 2）、劉 兵 1）、坂本 竜司 1）、長濱 篤文 1）、
廣瀬 智史 1）、塚崎 裕司 3）、伊藤 義彰 4）、夫 由彦 1）

049       原因不明の血管炎による頭蓋内内頸動脈の慢性閉塞に対し経皮的血行再建術が奏功した 1 例
1）京都府立医科大学脳神経外科学教室、2）京都府立医科大学脳神経内科学教室
卯津羅 泰徳 1）、南都 昌孝 1）、丸山 大輔 1）、荻田 庄吾 1）、前川 豊伸 1）、森迫 瑶貴 1）、田中 瑛次郎 2）、
尾原 知行 2）、水野 敏樹 2）、橋本 直哉 1）

050       経上腕動脈アプローチによる脳血管内治療の有用性
大阪医療センター脳神経外科
瀧 毅伊、中島 伸、金村 米博、尾崎 友彦、木谷 知樹、西本 渓佑、山﨑 弘輝、澤田 遥奈、藤中 俊之

051       2 本のバルーンガイディングカテーテルを用いて治療したクロスボウによる穿通性頚部外傷の
1 例
関西ろうさい病院脳神経外科
末松 拓也、村上 知義、和田 雄樹、中河 寛治、清水 豪志、森 鑑二、豊田 真吾、瀧 琢有

脳腫瘍・グリオーマ

052       視床神経膠腫に対する初期治療経験
大阪市立大学脳神経外科
中条 公輔、宇田 武弘、川嶋 俊幸、宇田 裕史、森迫 拓貴、後藤 剛夫、神﨑 智行、大畑 建治

053       腫瘍栄養血管に動脈瘤を伴う神経膠芽腫に対して，術前ベバシズマブ投与が奏効した一例
(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
吉本 修也、藤川 喜貴、辻 博文、二村 元、箸方 宏州、後藤 正憲、林 英樹、西田 南海子、岩崎 孝一

054       放射線治療および免疫治療の併用療法が奏功した脳幹部神経膠腫の 1 例
奈良県立医科大学脳神経外科
森本 尭之、松田 良介、横山 昇平、木次 将史、竹島 靖浩、田村 健太郎、山田 修一、西村 文彦、
中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之

055       組織診断に難渋した高齢 infratentorial IDH-mutant high-grade astrocytoma の 1 例
1）神戸大学医学部脳神経外科、2）兵庫県災害医療センター神戸赤十字病院脳神経外科、
3）神戸大学医学部病理診断科、4）兵庫県立がんセンター病理診断科
芝野 綾香 1）、藤田 祐一 1）、長嶋 宏明 1）、山川 皓 1）、橋口 充 1）、田中 一寛 1）、松尾 和哉 2）、太田 耕平 2）、
山下 晴央 2）、小松 正人 3）、廣瀬 隆則 4）、伊藤 智雄 3）、篠山 隆司 1）
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056       外方増殖型の進展様式を呈した小脳の低悪性度神経膠腫の一例
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看護学部
横矢 美穂 1）、佐々木 貴浩 1）、矢本 利一 1）、深井 順也 1）、上松 右二 2）、中尾 直之 1）

057       脳実質外から発生した glioblastoma の一例
京都第二赤十字病院脳神経外科
上田 廉、小川 隆弘、中正 貴之、永井 利樹、村上 陳訓

脳腫瘍・良性脳腫瘍

058       頭頂骨板間類上皮腫の一例
姫路中央病院脳神経外科
松井 利浩、山田 高嗣、後藤 正樹、中村 成夫

059       特徴ある画像所見を呈した Microcystic Meningioma の 1 例
和歌山労災病院脳神経外科
小山 佳輝、林 宣秀、辻 栄作、岡田 秀雄、桑田 俊和

060       神経内視鏡下に経脳室的アプローチを行った高齢者の嚢胞性頭蓋咽頭腫の 1 例
大阪労災病院脳神経外科
中川 僚太、井間 博之、山田 昌稔、藤本 康倫

061       トルコ鞍部黄色肉芽腫の 1 例
西脇市立西脇病院脳神経外科
森 達也、内橋 義人、片山 重則、井口 基、塩見 亮司、澤 秀樹

062       診断に苦慮した海綿静脈洞海綿状血管腫の一例
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 脳神経機能再生学講座、
3）旭川医科大学脳神経外科
小野田 祐司 1）、押野 悟 1）、木下 学 3）、齋藤 洋一 2）、貴島 晴彦 1）

063       成人の側脳室三角部に発生した脈絡叢乳頭腫の一例
1）大阪国際がんセンター脳神経外科、2）大阪脳神経外科病院脳神経外科、
3）大阪国際がんセンター病理診断科
林 元久 1）、高野 浩司 1）、浅井 克則 2）、吉澤 秀憲 3）、沖田 典子 1）

064       CA19-9 産生性頭蓋内成熟奇形腫の一例
1）京都大学医学部脳神経外科、2）京都大学医学部病理診断科
武内 就 1）、荒川 芳輝 1）、藤原 敏孝 1）、山田 洋介 2）、南口 早智子 2）、羽賀 博典 2）、寺田 行範 1）、
丹治 正大 1）、峰晴 陽平 1）、宮本 享 1）

065       悪性脳腫瘍との鑑別を要した左前頭葉 tufted angioma の一例
1）京都大学医学部脳神経外科、2）徳島大学脳神経外科、3）京都大学医学部放射線診断科、
4）京都大学医学部病理診断科、5）兵庫県立がんセンター病理診断科
長谷川 貴士 1）、荒川 芳輝 1）、中島 公平 2）、寺田 行範 1）、丹治 正大 1）、峰晴 陽平 1）、中島 諭 3）、
川合 千裕 4）、吉澤 明彦 4）、南口 早智子 4）、廣瀬 隆則 5）、宮本 享 1）
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066       後頚部皮下腫瘤で発症した大後頭神経鞘腫の 1 症例
南和歌山医療センター脳神経外科
仲河 恒志、尾崎 充宣、伊藤 雅矩、中山 由紀恵、川端 将之、中村 善也

脳腫瘍・転移性脳腫瘍

067       術前に乳がんの多発脳転移を疑われた angiosarcoma の一例
1）大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科、2）大西脳神経外科病院脳神経外科、
3）兵庫県立がんセンター
片山 義英 1）、前岡 良輔 2）、高橋 賢吉 2）、大西 宏之 2）、兒玉 裕司 2）、久我 純弘 2）、垰本 勝司 2）、
廣瀬 隆則 3）、鰐渕 昌彦 1）、大西 英之 2）

068       診断に難渋した髄膜癌腫症の 1 例
1）大阪警察病院脳神経外科、2）市立東大阪医療センター脳神経外科
砂田 拡 1）、白石 祐基 2）、高 由美 1）、輪島 大介 1）、鄭 倫成 1）、新 靖史 1）、明田 秀太 1）、米澤 泰司 1）

069       体積 30ml 以上の大型転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ分割照射の試み
洛西シミズ病院脳神経外科
川邊 拓也、佐藤 学

070       尿崩症にて発症した転移性下垂体後葉腫瘍の一例
関西医科大学脳神経外科
宮田 真友子、埜中 正博、上野 勝也、内藤 信晶、山村 奈津美、李 一、岩田 亮一、武田 純一、羽柴 哲夫、
吉村 晋一、淺井 昭雄

071       脳転移をきたした胞巣状軟部肉腫の一例
1）済生会滋賀県病院脳神経外科、2）京都府立医科大学脳神経外科学教室
古丸 裕二郎 1）、山中 巧 2）、森迫 瑶貴 2）、荻田 庄吾 2）、武内 勇人 2）、高橋 義信 2）、立澤 和典 2）、
橋本 直哉 2）

放射線治療

072       頭蓋咽頭腫に対する放射線治療後に亜急性の放射線誘発性中枢性脱髄を生じた 1 例
京都大学医学部脳神経外科
安藤 徳紀、丹治 正大、寺田 行範、峰晴 陽平、荒川 芳輝、吉田 和道、宮本 享

脳腫瘍・その他

073       脳室炎様の画像を呈した中枢神経原発悪性リンパ腫の 1 例
(公財)田附興風会 北野病院脳神経外科
藤川 喜貴、西田 南海子、辻 博文、二村 元、吉本 修也、箸方 宏州、後藤 正憲、林 英樹、岩崎 孝一
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074       中枢神経原発悪性黒色腫の一例
大阪母子医療センター脳神経外科
林 元久、竹本 理、山田 淳二、千葉 泰良

075       生体腎移植後に発症した中枢神経原発移植後リンパ増殖性疾患の一例
奈良県立医科大学脳神経外科
田中 伯、松田 良介、中村 光利、竹島 靖浩、田村 健太郎、山田 修一、西村 文彦、中川 一郎、本山 靖、
朴 永銖、中瀬 裕之

076       関節リウマチに合併したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 2 例
日本赤十字社和歌山医療センター脳神経外科
中居 俊人、榎本 博記、山中 宏孝、宮武 伸行、武本 英樹、津浦 光晴

077       第三脳室に発生した EWSR1-CREB1 融合遺伝子を有する頭蓋内粘液性間葉系腫瘍の 1 例
1）神戸大学医学部脳神経外科、2）甲南医療センター脳神経外科、3）神戸大学医学部病理診断科
、4）兵庫県立がんセンター病理診断科・神戸大学医学部地域連携病理学
岩橋 洋文 1）、田中 一寛 1）、篠山 隆司 1）、松尾 和哉 2）、小松 正人 3）、児玉 良則 3）、廣瀬 隆則 4）、
伊藤 智雄 3）、甲村 英二 1）

078       アザチオプリンによる医原性免疫不全症が関連した中枢神経系原発悪性リンパ腫の 1 例
1）兵庫県立加古川医療センター脳神経外科、2）兵庫県立加古川医療センター病理診断科、
3）兵庫県立加古川医療センターリウマチ膠原病センター
勝部 毅 1）、荒井 篤 1）、森下 暁二 1）、藤本 昌代 2）、村田 美紀 3）、吉原 良祐 3）

079       中枢神経原発性の組織球肉腫の一例
1）市立豊中病院脳神経外科、2）河内友絋会　河内総合病院脳神経外科
根岸 克行 1）、石原 正浩 2）、後藤 哲 1）、阿知波 孝宗 1）、西尾 雅実 1）

080       脳膿瘍と鑑別を要した Primary CNS-PTLD の一例
国立循環器病研究センター脳神経外科
田端 晋也、池堂 太一、濱野 栄佳、森 久恵、橋村 直樹、原 健司、角 真佐武、太田 剛史、佐藤 徹、
飯原 弘二、片岡 大治

081       DIPG（diffuse intrinsic pontine glioma）の増悪により病的笑いが出現し、内服治療が奏功し
た 1 例
京都府立医科大学脳神経外科学教室
前川 豊伸、武内 勇人、谷川 成佑、山中 巧、高橋 義信、橋本 直哉

082       後頭蓋窩の皮下液体貯留に対してネックピローが著効した一例
1）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2）旭川医科大学脳神経外科
江村 拓人 1）、木嶋 教行 1）、木下 学 2）、平山 龍一 1）、香川 尚己 1）、貴島 晴彦 1）

083       中間型松果体実質腫瘍の一例
和歌山県立医科大学脳神経外科
前島 一偉、佐々木 貴浩、矢本 利一、深井 順也、中尾 直之
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外傷

084       演題取り下げ

085       当院における急性硬膜外血腫の手術成績
大阪医療センター脳神経外科
村上 皓紀、藤中 俊之、中島 伸、金村 米博、木谷 知樹、高野 浩司、館 哲郎、西本 渓佑、山﨑 弘輝

086       頭蓋形成術後に緊張性気脳症を来した 1 例
大阪医療センター脳神経外科
澤田 遥奈、尾崎 友彦、中島 伸、金村 米博、木谷 知樹、西本 渓佑、山﨑 弘輝、瀧 毅伊、藤中 俊之

087       隔壁を有した慢性硬膜下血腫症例に対する、穿頭手術時の内視鏡下バルーン拡張による隔壁開
放の試み
医療法人徳洲会　野崎徳洲会病院脳神経外科
土佐 明誠、前田 昌丈、福田 晃大、和田 晃一、田村 雅一、山田 正信、中川 秀光

脊髄・脊椎：頚椎・胸椎・腰椎

088       ALIF 後 cage subsidence に対する salvage surgery

高清会高井病院脳神経外科
森本 哲也、南 茂憲、長友 康、越前 直樹、榊 寿右

089       頸椎変性疾患に対する前後合併固定術の適応と手術成績
大阪市立大学脳神経外科
内藤 堅太郎、高見 俊宏、神﨑 智行、中村 帆南美、大畑 建治

090       胸髄背側に脱出した椎間板ヘルニアが進行性の脊髄症を来した一例
兵庫医科大学脳神経外科
桑島 琢允、陰山 博人、立林 洸太朗、吉村 紳一

091       高齢者、准高齢者における頸椎症性脊髄症に対する手術治療成績：神経症状の観察結果、合併
症、手術意義について
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、3）大阪府済生会中津病院脳神経外科
高 沙野 1）、佐々木 強 1）、大畑 裕紀 2）、後藤 浩之 3）、生野 弘道 1）、西川 節 1）

092       演題取り下げ

093       腰椎椎間孔外神経根嚢胞に対して縫縮術を施行した 1 例
和歌山県立医科大学脳神経外科
北山 真理、川口 匠、中尾 直之
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094       平山病の長期経過後の頚髄症への一治療例
大阪警察病院脳神経外科
中島 司、新 靖史、細川 真、高 由美、佐々木 弘光、速水 宏達、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、
本山 靖

脊髄・脊椎：血管病変・外傷・その他

95         当院における脊髄硬膜外血腫 12 例の検討
医療法人ラポール会　田辺脳神経外科病院
川野 晴香、酒井 宏介、池田 峻介、朴 陽太、大村 直己、田辺 英紀

96         胸腰椎硬膜動静脈瘻の一例
1）大阪警察病院脳神経外科、2）市立東大阪医療センター脳神経外科
新 靖史 1）、細川 真 1）、中島 司 2）、砂田 拡 1）、高 由美 1）、鄭 倫成 1）、明田 秀太 1）、米澤 泰司 1）

97         脊髄硬膜内ガス含有ヘルニアの一例
大阪警察病院脳神経外科
細川 真、新 靖史、砂田 拡、高 由美、中島 司、佐々木 弘光、鄭 倫成、明田 秀太、米澤 泰司

98         頸椎脱臼骨折の整復の際に上肢麻痺の進行を認めた 1 例
京都岡本記念病院脳神経外科
藤田 智昭、深尾 繁治、宮田 悠、伊藤 清佳、野々山 裕、木戸岡 実

99         局所側方進入椎体置換術を行った遅発性神経麻痺を有する骨粗鬆症性胸椎椎体骨折の一例
若草第一病院脊椎脊髄神経外科
森脇 崇

100       脊髄空洞症を伴うキアリ奇形に対する無縫合硬膜形成を用いた大孔減圧術
京都府立医科大学脳神経外科学教室
梅林 大督、山本 紘之、永井 利樹、橋本 直哉

101       透析性脊椎症の 2 手術例
1）奈良県西和医療センター脳神経外科、2）奈良県立医科大学脳神経外科、
3）社会医療法人高清会　香芝旭ヶ丘病院
森崎 雄大 1）、弘中 康雄 1）、竹島 靖浩 2）、中川 龍太郎 1）、横山 和弘 3）

102       脊椎・脊髄疾患に対するオンライン診療の経験
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

103       頭位性椎骨動脈閉塞の一例
大阪脳神経外科病院
芳村 憲泰、鶴薗 浩一郎、立石 明広、浅井 克則、松村 剛樹、山本 和己、若山 暁
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脊髄・脊椎：腫瘍

104       傍椎体広範囲に進展する頸椎脊索腫の治療経験
大阪市立大学脳神経外科
中村 帆南美、内藤 堅太郎、高見 俊宏、有馬 大紀、渡部 祐輔、神﨑 智行、大畑 建治

105       頚髄上衣下腫の一例
1）京都大学医学部脳神経外科、2）京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座
筒井 偉宝 1）、吉田 和道 1）、川崎 敏生 2）、丹治 正大 1）、峰晴 陽平 1）、荒川 芳輝 1）、宮本 享 1）

106       術中所見より運動神経由来と考えられた脊髄神経鞘腫 2 例の検討
医誠会病院脳神経外科
福永 貴典、川本 有輝、馬場 庸平、梅垣 昌士、松本 勝美、佐々木 学

107       上位頚髄に発生した孤立性線維性腫瘍の一例
1）大阪市立大学脳神経外科、2）大阪府済生会中津病院脳神経外科
佐々木 強 1）、後藤 浩之 2）、山本 直樹 2）、大畑 建治 2）

108       髄内転移した再発 CNS germinoma の 1 例
1）奈良県立医科大学脳神経外科、2）市立東大阪医療センター脳神経外科
中瀬 健太 1）、竹島 靖浩 1）、木村 新 2）、佐々木 弘光 1）、西村 文彦 1）、中川 一郎 1）、藤本 京利 2）、
朴 永銖 1）、中瀬 裕之 1）

109       診断に苦慮した若年発症の脊髄 diffuse midline glioma の一例
1）兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科、2）神戸大学医学部脳神経外科、
3）社会医療法人社団順心会順心病院脳神経外科、4）公立豊岡病院脳神経外科、
5）北播磨総合医療センター脳神経外科、6）神戸大学医学部病理診断科、7）公立学校共済組合近畿中央病院、
8）神戸大学医学部地域連携病理学
東野 真志 1）、中井 友昭 2）、岡田 真幸 3）、山本 祐輔 4）、坂田 純一 5）、田中 一寛 2）、児玉 良典 6）、
廣瀬 隆則 8）、篠山 隆司 2）、甲村 英二 7）

110       頚髄海面状血管腫摘出後に脊髄性ミオクローヌスを認めた 1 例
兵庫医科大学脳神経外科
市橋 大治、立林 洸太朗、陰山 博人、吉村 紳一

感染

111       ノカルジア脳膿瘍の治療経験
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）

112       頭蓋内病変で発見された日本住血吸虫症の 1 例
1）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学、2）大阪市立総合医療センター感染症内科
寺田 栄作 1）、香川 尚己 1）、森田 諒 2）、白野 倫徳 2）、平山 龍一 1）、木嶋 教行 1）、木下 学 1）、貴島 晴彦 1）
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113       真珠腫性中耳炎が起因となった細菌性髄膜炎の二症例
1）宇治徳洲会病院脳神経外科、2）宇治徳洲会病院救急総合診療科
西 良輔 1）、合田 亮平 1）、前田 匡輝 1）、吉岡 奈央 1）、稲野 理賀 1）、荻野 英治 1）、堀川 文彦 1）、村井 望 1）、
西見 由梨花 2）、沢田 孝平 2）

114       前頭洞開放により治癒し得た術後長期経過後に発症した前頭洞硬膜外膿瘍 2 例の検討
南奈良総合医療センター脳神経外科
浅田 喜代一、枡井 勝也、石田 泰史

115       糖尿病性足壊疽の血行感染により生じたと考えられた硬膜下膿瘍の 1 例
1）製鉄記念広畑病院脳神経外科、2）新須磨病院脳神経外科、3）神戸大学医学部脳神経外科
松木 泰典 1）、田中 宏知 1）、山西 俊介 2）、藤本 陽介 1）、巽 祥太郎 1）、甲村 英二 3）

機能

116       海馬硬化症と側頭葉部脳瘤を伴う側頭葉てんかんの 1 手術例
1）大阪大学医学部附属病院脳神経外科、2）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
中村 洋平 1）、谷 直樹 2）、藤田 祐也 2）、山本 祥太 2）、KHOO HUI MING2）、押野 悟 2）、貴島 晴彦 2）

117       内耳神経血管圧迫症候群（CNVC）に対し MVD を施行した 1 例
大阪赤十字病院脳神経外科
松井 雄哉、徳永 真也、楊 涛、香月 教寿、橋本 憲司

118       GPi-DBS 留置 1 年半後に電極リードの脳底槽への迷入を認めた一例
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 脳神経機能再生学講座
藤田 祐也 1）、押野 悟 1）、谷 直樹 1）、細見 晃一 2）、柳澤 琢史 1）、KHOO HUI MING1）、三浦 慎平 1）、
江村 拓人 1）、貴島 晴彦 1）

119       破傷風後の痙縮に対して ITB 療法を行った一例
1）医療法人社団松下会白庭病院脳神経外科、2）南町田病院脳神経外科、3）済生会中和病院脳神経外科
前田 裕仁 1）、川田 和弘 1）、知禿 史郎 2）、藤田 豊久 3）

120       椎骨動脈本幹の関与する片側顔面けいれんに対して“bird lime technique”を用いて減圧術を
行った一症例
医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科
藪内 伴成、山田 公人、湯上 春樹、中西 欣弥

小児・奇形・水頭症

121       後頭蓋窩 Dural cyst の一例
大阪市立総合医療センター小児脳神経外科
下本地 航、中西 陽子、國廣 誉世、松阪 康弘、坂本 博昭
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122       当院における水頭症治療に対する脳室心房短絡術の治療経験
1）社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科、
2）社会医療法人三栄会　ツカザキ病院リハビリテーション科
劉 兵 1）、川上 太一郎 1）、岡本 光佑 1）、坂本 竜司 1）、田上 雄大 1）、長濱 篤文 1）、廣瀬 智史 1）、
塚崎 裕司 2）、夫 由彦 1）

123       小児の外傷性髄液鼻漏に対して人工硬膜（DuraGen）の使用が有効であった 1 症例
1）兵庫県立こども病院脳神経外科、2）新須磨病院脳神経外科
梶本 裕人 1）、阿久津 宣行 1）、三浦 伸一 2）、小山 淳二 1）、河村 淳史 1）

124       通電焼灼法を用いた脳室シャントの脳室管・オンマヤ抜去法
1）大阪母子医療センター脳神経外科、2）大阪母子医療センター脳神経外科
村上 皓紀 1）、千葉 泰良 2）、山田 淳二 2）、竹本 理 2）

125       脳室腹腔短絡術術後 16 日で腹側チューブが結腸に迷入し細菌性髄膜炎を発症した 1 例
和歌山県立医科大学脳神経外科
石井 健次、中井 康雄、川口 匠、北山 真理、中尾 直之

126       髄液鼻漏で発症した側頭骨内脳瘤に対して経頭蓋修繕術を施行した一例
和歌山県立医科大学脳神経外科
中西 雄大、西林 宏起、中井 康雄、中尾 直之

127       脳梁欠損を伴う大脳半球間裂嚢胞に対して内視鏡下開窓術が有効であった 2 例
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
中川 智義、香川 尚己、平山 龍一、木嶋 教行、貴島 晴彦


