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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（8:30～8:35） 
                                                                            会長　京都岡本記念病院　　深尾　繁治 

 
頸椎（8:35～9:07） 

座長　竹島　靖浩（奈良県立医科大学） 

01     ACDF 術後後弯変形に対する椎体切除固定術 
            1）八尾徳洲会総合病院脳神経外科、2）守口生野記念病院脳神経外科、3）向陽病院脳神経外科、 
            4）大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科 
            　○吉村 政樹 1）、石本 幸太郎 1）、宇田 裕史 1）、中西 勇太 1）、神﨑 智行 2）、西村 泰彦 3）、 
            　高見 俊宏 4） 

02     頚椎症性神経根症に対する前方後方アプローチの使い分け 
            1）平和病院、2）平和病院横浜脊椎脊髄病センター 
            　○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） 

03     両側顔面のしびれにて発症した OPLL の一例 
            兵庫医科大学脳神経外科 
            　○鎌谷 魁星、陰山 博人、立林 洸太朗、吉村 紳一 

04     特発性頚椎硬膜外血腫の 1 例：頚部 MRA 画像の有用性 
            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）、土岐 尚嗣 1）、岸野 洋子 1）、小倉 光博 1） 

 
腫瘍 1（9:08～9:32） 

座長　陰山　博人（兵庫医科大学） 

05     ダンベル型胸髄悪性黒色腫の一例 
            大阪市立大学脳神経外科 
            　○平田 晴樹、内藤 堅太郎、後藤 剛夫 

06     胸椎転移により緊急手術を要した胃の神経内分泌癌の一例 
            京都岡本記念病院 
            　○清水 大誠、藤田 智昭、宮田 悠、野々山 裕、中澤 拓也、深尾 繁治 

07     初回手術から 13 年後に再発した馬尾神経鞘腫の 1 例 
            1）新須磨病院脳神経外科、2）神戸大学医学部脳神経外科 
            　○田中 宏知 1）、高石 吉将 1）、三浦 伸一 2）、梶本 裕人 1）、溝脇 卓 1）、近藤 威 1） 

プログラム



－ 7 －

血管障害（9:35～10:07） 
座長　北山　真理（和歌山県立医科大学） 

08     Lumbar spinal epidural arteriovenous fistula に対して血管内治療を行った 4 例 
            三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学 
            　○藤本 昌志、市川 智教、山本 篤志、西川 拓文、三浦 洋一、安田 竜太、当麻 直樹、 
            　水野 正喜、鈴木 秀謙 

09     繰り返す脳梗塞にて判明した bow hunter stroke の 1 例 
            医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科 
            　○中西 欣弥、藪内 伴成、湯上 春樹、山田 公人 

10     術中の腫瘍位置同定に難渋した脊髄髄内海綿状血管腫の一例 
            兵庫医科大学脳神経外科 
            　○久保 貴智、立林 洸太朗、陰山 博人、吉村 神一 

11     同部位に脊椎疾患の既往を持つ spinal epidural AVF の一例 
            京都府立医科大学 脳神経機能再生外科学 
            　○竹内 康浩、梅林 大督 

 
胸椎・腰椎（10:10～10:42） 

座長　山縣　　徹（守口生野記念病院） 

12     診断に術中エコーが有用であった脊髄くも膜嚢胞の 1 例 
            1）大阪府済生会吹田病院脳神経外科、2）京都府立医科大学脳神経機能再生外科学、 
            3）京都第二赤十字病院脳神経外科、4）市立福知山市民病院脳神経外科 
            　○中田 章弘 1）、梅林 大督 2）、永井 利樹 3）、西井 翔 4）、橋本 直哉 2） 

13     胸椎レベルでの手術においてレベル誤認を防ぐ方法 
            大阪脳神経外科病院 
            　○芳村 憲泰、鶴薗 浩一郎、川本 有輝、浅井 克則、立石 明広、谷口 理章、山本 和己、 
            　若山 暁 

14     前側方椎体置換術(LCR)および LLIF により骨卒中を乗り越えた一症例 
            社会福祉法人大阪暁明館病院脳神経外科脊椎脊髄センター 
            　○森脇 崇、大西 諭一郎、藤原 翔、岩月 幸一 

15     成人脊柱変形手術における O-arm ナビゲーションを用いた bicortical PPS の有用性 
            綾部ルネス病院脳神経外科 
            　○深谷 賢司 
 
特別講演（10:50～11:50） 

座長　野崎　和彦（滋賀医科大学） 

SL    脊髄外科を志す後輩たちに伝えたいこと 
            藤枝平成記念病院副院長 
            　○花北 順哉 



ランチョンセミナー（12:00～13:00） 
座長　下川　宣幸（ツカザキ病院） 

LS    AO Spine Japan の活動紹介と臨床研究のすすめ 
            名古屋共立病院　脊椎脊髄センター長、AO　Spine Japan チェアマン 
            　○湯川 泰紹 

 
理事会 / 学術評議員会 / 評議員会（13:05～13:35） 

 
腫瘍 2（13:40～14:04） 

座長　内藤堅太郎（大阪市立大学） 

16     成人の胸髄に発生した退形成所見を伴う pilocytic astrocytoma の一例 
            地方独立行政法人市立大津市民病院脳神経外科 
            　○川崎 敏生、高山 柄哲、小林 環、五百蔵 義彦 

17     脊椎椎間孔外神経鞘腫に対する鏡視下手術の有用性 
            医仁会 武田総合病院 脳神経外科 
            　○横山 邦生、川西 昌浩、杉江 亮、山田 誠、田中 秀一、伊藤 裕 

18     脊椎転移を呈した中耳カルチノイドの一例 
            京都岡本記念病院脳神経外科 
            　○宮田 悠、藤田 智昭、野々山 裕、中澤 拓也、深尾 繁治 

 
頭蓋頸椎移行部（14:04～14:36） 

座長　山本　慎司（大西脳神経外科病院） 

19     外傷を契機に発症した Sandwich fusion（C1 後頭骨化＋C2-3 癒合椎）の一例 
            1）八尾徳洲会総合病院脳神経外科、2）大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科学、 
            3）大阪医科大学脳神経外科 
            　○石本 幸太郎 1）、吉村 政樹 1）、宇田 裕史 1）、中西 勇太 1）、内藤 堅太郎 2）、高見 俊宏 3） 

20     頭蓋頚椎移行部における術中の用手的脊椎配列矯正術 
            社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科 
            　○下川 宣幸、佐藤 英俊、井上 崇文 

21     先天性環軸関節亜脱臼手術例における椎骨動脈の走行異常について 
            守口生野記念病院 
            　○山縣 徹、山本 直樹、神崎 智行、三好 瑛介、高 沙野、西川 節 

22     前方スクリュー固定により頚椎歯突起骨折が増悪した 1 例 
            1）社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科、 
            2）一般社団法人巨樹の会　新武雄病院脊髄脊椎外科 
            　○井上 崇文 1）、下川 宣幸 1）、佐藤 英俊 1）、西田 憲記 2）
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手術の工夫・新しいデバイス（14:36～15:00） 
座長　水野　正喜（三重大学） 

23     後外側アプローチを用いたナビゲーション下頸椎椎弓根スクリュー固定の 1 例 
            京都岡本記念病院　脳神経外科 
            　○深尾 繁治、藤田 智昭、宮田 悠、野々山 裕、中澤 拓也 

24     ラミナクリップを用いた頚椎椎弓形成術-自験例での検討- 
            京都岡本記念病院脳神経外科 
            　○藤田 智昭、深尾 繁治、宮田 悠、野々山 裕、中澤 拓也 

25     頚胸椎移行部での患者適合型スクリューガイドの有用性 
            社会医療法人　福岡記念病院脳神経外科 
            　○隈元 真志 
 
ハンズオンセミナー（15:00～16:00） 

1       ナビゲーション下頸椎椎弓根スクリュー固定 
            講師　深尾 繁治（京都岡本記念病院　脳神経外科） 
            共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社 

2       ラミナクリップを使用した頸椎椎弓形成術 
            講師　藤田 智昭（京都岡本記念病院脳神経外科） 
            共催：オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 

3       My Spine MC を使用した CBT スクリュー 
            講師　隈元 真志（福岡記念病院脳神経外科） 
            共催：メダクタジャパン株式会社 

 
奇形・髄液漏など（16:05～16:37） 

座長　梅林　大督（京都府立医科大学） 

26     U-shaped suture にて閉鎖した新生児脊髄髄膜瘤の 1 例 
            1）長浜赤十字病院脳神経外科、2）滋賀医科大学脳神経外科 
            　○伊藤 清佳 1）、北村 智章 2）、高木 健治 2）、樋口 一志 1） 

27     脊髄係留解除術後に水頭症が悪化した 1 例 
            和歌山県立医科大学脳神経外科 
            　○北山 真理、中尾 直之 

28     急速進行性の脊髄症を呈した overshunting-associated myelopathy の一例 
            神戸掖済会病院脳神経外科 
            　○山本 健太、富永 貴志、樋上 真之、駒井 崇紀、宮田 至朗、林 真人、中嶋 千也 

29     脳表ヘモジデリン沈着症に対する簡便な胸椎腹側硬膜閉鎖術 
            奈良県立医科大学脳神経外科 
            　○岡本 愛、竹島 靖浩、横山 昇平、西村 文彦、中川 一郎、朴 永銖、中瀬 裕之 
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腫瘍 3（16:37～17:01） 
座長　横山　邦生（医仁会 武田総合病院） 

30     多発胸椎転移を来した悪性リンパ腫の一例 
            社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科 
            　○佐藤 英俊、井上 崇文、下川 宣幸 

31     片側還納式椎弓関節形成術を利用した腰椎ダンベル神経鞘腫の一手術例 
            大阪警察病院脳神経外科 
            　○新 靖史、松岡 龍太、福森 惇司、中島 司、速水 宏達、佐々木 弘光、福留 賢二、鄭 倫成、 
            　明田 秀太、本山 靖 

32     後方固定術にて治癒しえた頭蓋頚椎移行部 osteoradionecrosis の 1 例 
            大西脳神経外科病院脳神経外科 
            　○山本 慎司、久我 純弘、大西 英之 
 
閉会の挨拶（17:01） 
                                                                            会長　京都岡本記念病院　　深尾　繁治 
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