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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　市立大津市民病院　脳神経外科　　高山　柄哲 

 
頚椎１（8:40～9:05） 

座長：佐々木 伸洋（信愛会脊椎脊髄センター） 

01     椎間関節内 GAS による圧迫で脊髄症状を呈した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 
            ○三木 潤一郎 1）、今栄 信治 2）、中島 翔太 1）、岸野 洋子 1）、小倉 光博 1） 

02     演題取り下げ 

03     C4 神経根症によって誘発された難治性吃逆の一症例 
            彦根中央病院脳神経外科 
            ○牧 貴紀 
 
胸腰椎１（9:10～9:42） 

座長：北山 真理（和歌山県立医科大学　脳神経外科） 

04     腰椎椎弓切除後に発生し自然改善した無症候性硬膜下水腫の一例 
            1）静岡県立こども病院脳神経外科、2）大津赤十字病院脳神経外科 
            ○笠島 一洋 1）、川崎 敏生 2）、小林 環 2）、五百蔵 義彦 2） 

05     骨脆弱性椎体骨折に対する低侵襲前後合併手術　２例報告 
            信愛会脊椎脊髄センター 
            ○福田 美雪、小原 次郎、豊嶋 敦彦、佐々木 伸洋、上田 茂雄、黒田 昌之、寳子丸 稔 

06     腰椎完全破裂骨折に対する外科治療 
            社会福祉法人大阪暁明館病院脳神経外科 
            ○大西 諭一郎、藤原 翔、森脇 崇、岩月 幸一 

07     経椎間孔アプローチ腰椎椎間板摘出術で縫工筋のモニタリングを施行した経験 
            大阪警察病院脳神経外科 
            ○松岡 龍太、新 靖史、三井 貴晶、中島 司、速水 宏達、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、 
            　本山 靖 

プログラム
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腫瘍１（9:45～10:09） 

座長：梅林 大督（京都府立医科大学　脳神経外科） 

08     脊髄原発 Ewing 肉腫の一例 
            大阪公立大学脳神経外科 
            ○川村 晨、内藤 堅太郎、一ノ瀬 努、後藤 剛夫 

09     運動機能障害を認めなかった前根由来の頸髄神経鞘腫の１例 
            奈良県立医科大学脳神経外科 
            ○岡本 愛、竹島 靖浩、横山 昇平、朴 永銖、中瀬 裕之 

10     脊髄硬膜外に発生した Burkitt リンパ腫の 1 例 
            1）京都岡本記念病院、2）京都岡本記念病院脳神経外科 
            ○二宮 楓太 1）、二宮 楓太 2）、宮田 悠 2）、野々山 裕 2）、中澤 拓也 2）、深尾 繁治 2） 
 
血管障害（10:10～10:42） 

座長：高木 健治（滋賀医科大学　脳神経外科） 

11     増大傾向をみとめた Paraspinal arteriovenous shunt の１例 
            公立甲賀病院脳神経外科 
            ○伊藤 清佳、谷本 匡浩、初田 直樹 

12     脊髄出血で発症した脊髄海綿状血管腫の一例 
            大阪府済生会中津病院脳神経外科 
            ○岡本 理香子、後藤 浩之、神崎 智行、西嶋 脩悟、大畑 建治 

13     二期的手術により全摘出し得た、稀な脊髄血管腫の一例 
            1）市立吹田市民病院脳神経外科、2）友紘会総合病院脳神経外科 
            ○山﨑 弘輝 1）、梅垣 昌士 1）、横田 千里 1）、竹綱 成典 1）、宮尾 泰慶 2） 

14     脳神経外科疾患と静脈血栓塞栓症の関係について 
            京都府立医科大学脳神経外科学教室 
            ○西井 翔、梅林 大督、橋本 直哉 
 
特別講演１（10:45～11:45） 

座長：上田 茂雄（信愛会交野病院脊椎脊髄センター） 

SL1 
            医療法人社団我汝会えにわ病院 
            安倍 雄一郎 
 
特別講演２/ランチョンセミナー（11:50～12:50） 

座長：梅垣 昌士（吹田市民病院　脳神経外科） 

SL2/LS 
            古閑 比佐志 
            岩井 FESS クリニック 

 

学術評議員会 / 評議員会（13:00～13:30）



頚椎２（13:35～13:59） 

座長：芳村 憲泰（大阪脳神経外科病院　脳脊髄外科） 

15     頚髄損傷における診断上の問題点-多発性脊椎損傷について- 
            守口生野記念病院脳神経外科 
            ○大道 如毅、山縣 徹、山本 直樹、水戸 勇貴、西川 節 

16     椎弓形成術後の上肢神経障害における椎間孔狭窄の形態学的検討 
            宇治徳洲会病院脳神経外科 
            ○吉岡 奈央、中島 進之介、合田 亮平、前田 匡輝、荻野 英治、堀川 文彦、村井 望 

17     頸髄症を伴った首下がり症手術症例の後方視的観察 
            信愛会脊椎脊髄センター 
            ○上田 茂雄、小原 次郎、豊嶋 敦彦、福田 美雪、佐々木 伸洋、黒田 昌之、寳子丸 稔 
 
胸腰椎２（14:00～14:32） 

座長：陰山 博人（兵庫医科大学　脳神経外科） 

18     腰椎後方椎体間固定術後の隣接椎間障害から、再手術となった 2 症例：ハイリスク患者への
最適な術式を検討する 

            地方独立行政法人市立大津市民病院脳神経外科 
            ○小林 環、高山 柄哲、五百蔵 義彦、川崎 敏生 

19     胸椎ヘルニアに対する Mini-Open Lateral Retropleural Thoracic Disectomy 
            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 

20     腹側硬膜外静脈叢の拡張が引き起こす腰椎後方徐圧術後の馬尾症候群 
            彦根中央病院脳神経外科 
            ○牧 貴紀 

21     全内視鏡下脊椎手術の初期経験 
            大津赤十字病院脳神経外科 
            ○五百蔵 義彦、高山 柄哲、小林 環、川崎 敏生 
 
腫瘍２（14:35～14:59） 

座長：内藤 堅太郎（大阪公立大学　脳神経外科） 

22     脳梗塞発症後に自然縮小を示した頚髄腫瘍の一例 
            1）神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、2）彦根中央病院脳神経外科、 
                         3）地方独立行政法人市立大津市民病院脳神経外科 
            ○中嶋 広太 1）、牧 貴紀 2）、川崎 敏生 3）、小林 環 3）、五百蔵 義彦 3）、高山 柄哲 3） 

23     急性の下肢麻痺で発症した硬膜外リンパ腫の一例 
            八尾徳洲会総合病院脳神経外科 
            ○盧 山、吉村 政樹、石本 幸太郎、高 沙野、中西 勇太 

24     脊髄円錐および馬尾神経に発生した脊髄髄内原発性悪性リンパ腫の一例 
            1）社会医療法人三栄会　ツカザキ病院脳神経外科、2）大阪公立大学脳神経外科 
            ○佐藤 英俊 1）、井上 崇文 1）、内藤 堅太郎 2）、下川 宣幸 1） 
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ハンズオンセミナー１（15:05～15:15） 
        脊椎モデルを用いた全内視鏡下脊椎手術 
            講師：五百蔵 義彦（大津赤十字病院） 
            　　　古閑 比佐志（岩井 FESS クリニック） 
            共催：株式会社ナカニシ 
 
ハンズオンセミナー２（15:15～15:25） 

        リン酸カルシウムセメントを用いた椎体形成術の発展と現在の立ち位置 
            講師：武政 龍一（医療法人社団康心会　茅ヶ崎中央病院） 
            共催：HOYA Technosurgical 株式会社 
 
ハンズオンセミナー３（15:25～15:35） 

        脊椎手術支援ロボット体験会 
            講師：高山 柄哲（市立大津市民病院　脳神経外科） 
            共催：日本メドトロニック株式会社 
 
ハンズオン（15:35～16:30） 
 
その他（16:30～17:02） 

座長：竹島 靖浩（奈良県立医科大学　脳神経外科） 

25     生後 1 か月で大後頭孔狭窄に対し大後頭孔減圧術を要した軟骨無形成症の 1 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小児科 
            ○濵 裕也 1）、中西 陽子 1）、北山 真理 1）、西林 宏起 1）、中尾 直之 1）、村山 友梨 2）、杉本 卓也 2）、 
            　熊谷 健 2） 

26     頸椎症手術における神経根周囲静脈巣処理におけるトロンビン含有特殊止血製剤の有用性 
            平和病院 
            ○野中 康臣 

27     難治性下肢痛で発症した成人 ventriculus terminalis 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 

28     頚胸椎に及ぶ硬膜間嚢胞の一例 
            1）地方独立行政法人市立大津市民病院脳神経外科、2）大津赤十字病院脳神経外科 
            ○川崎 敏生 1）、小林 環 2）、五百蔵 義彦 2） 
 
閉会の挨拶（17:02～17:05） 

                                                            会長　市立大津市民病院　脳神経外科　　高山　柄哲 
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