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第 129 回日本脳神経外科学会九州支部会 

プログラム・抄録集 

平成 30 年 6 月 16 日(土) 

会場：宮崎大学医学部附属病院管理棟 205 号臨床講義室 

受付開始：午前 8 時 30 分 

<連絡事項> 

1) 脳神経外科専門医の方は、IC 会員カードでの専門医クレジット登録になります。

IC会員カードをご持参ください。IC会員カードをお持ちでない方は、専門医番号

での登録が可能です。

2) 現在、日本脳神経外科学会が行う学術集会・支部学術集会における発表者は、利

益相反 conflict of interest (COI)状態を開示する義務があります。COI 自己登

録および発表スライドに旨を記載する事が必要ですのでご注意下さい。（詳細は日

本脳神経外科学会ホームページをご参照下さい。）

3) 本支部会のランチョンセミナーは新専門医制度の脳神経外科領域講習（1単位）と

して認定されております。詳細はプログラムをご参照下さい。なお本支部会では

FD講習会、医療安全講習会は開催致しません。

4) 理事会は 12：15より、附属病院管理棟 3階 第 1会議室で開催します。理事の先

生方はご参集下さい。

5) 会費：1000円
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<脳神経外科領域講習について> 

1) 本支部会のランチョンセミナーは新専門医制度の領域講習（1単位）として認定さ

れております。参加予定者はご来場し「参会受付」を済ませた後に、同じフロア

の「入退場受付」にもお立ち寄り頂き「IC 会員カード」をカードリーダーにかざ

して「入場受付」を行ってください。またランチョンセミナー終了後、お帰りに

なられる際（退場時）に必ず入退場受付にお立ち寄り頂き「退場受付」を行って

ください。 

2) 単位算定はICカード読み取りにより機械的に行われ指定業者により自動集計され

ます。 

3) データは学会事務局では保管致しませんので、申し訳ございませんが入退場の受

付を失念された場合、期間中の受付デスクまたは後日学会事務局で個別に対応す

ることが一切できません。特に退場時の受付をお忘れにならないよう、ご注意下

さい。 

4) 非専門医の先生方は上記受付をして頂く必要はございません（認定単位はありま

せん）。 

 

＜口演要領＞ 

1) 講演時間：6 分（予鈴 5 分）、質疑応答：3 分、合計持ち時間は 9 分間です。 

2) 発表形式：PC、液晶プロジェクター1 台 

3) 発表者は遅くとも発表の 30 分前には受付を行って下さい。発表の 10 分前には次

演者席にご着席下さい。発表時は演題上にモニター、マウスを設置致しますので、

ご自身で操作をお願いいたします。 

4) USB メディアでの発表が可能ですが、動画・音声を用いる場合は Power Point 文

書とともに動画・音声データも忘れずにお持ち下さい 

5) OS は Windows, Power Point 2007, 2010, 2013 に対応しております。PC 持ち込みも

可能です。尚、Mac OS には対応しておりませんので、上記環境でご発表頂くか、

ご自身の PC 持ち込みでお願いいたします。 

6) 持ち込み PCの場合、会場へのプロジェクターへは一般的な外部出力端子（D-sub15

ピン）での接続となります。D-sub15 ピンへの変換コネクタを忘れずにご持参下さ

い。 

7) 発表資格：発表者は九州支部会会員で年会費を納めている必要があります。但し、

初期研修医及び他の支部会に所属し年会費を納めている者は、学術集会参加費の

みでの発表が許容されます。入会に関しては九州支部会ホームページ

(http://square.umin.ac.jp/jnskyu/index.htm)をご参照下さい 
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宮崎大学医学部付属病院案内地図 

 

宮崎大学医学部（清武キャンパス） 

〒889-1692 宮崎市清武町大字木原 5200 番地 TEL：0985-85-1510 

宮交シティバスセンター（ＪＲ南宮崎駅近く）からバスを利用 

→「大学病院・宮崎大学行」【清武経由】所要時間 約 20 分 

→「宮崎大学行」【山崎・まなび野経由】所要時間 約 25 分 

ＪＲ清武駅（→ＪＲ清武前バス停）からバスを利用 

→「大学病院・宮崎大学行」に乗車所要時間約 7 分 

宮崎空港からタクシーを利用 

→清武キャンパスまで約 10 キロ 所要時間約 15 分 

宮崎自動車道を使って車で 

→清武インターから約 10 分 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

駐車場は附属病院外来駐車場（立体駐車場）をご利用下さい 
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タイムテーブル 
  座長 コメンテーター 

8：55 開会の辞 竹島 秀雄  

9：00－9：32 脳腫瘍（1） 菅原 健一（琉球大学） 黒田 純一郎（熊本大学） 

9：32－10：04 脳腫瘍（2） 秦 暢宏（九州大学） 米澤 大（鹿児島大学） 

10：04－10：36 脳腫瘍（3） 鎌田 健作（長崎大学） 札場 博貴（大分大学） 

10：36－11：00 脳腫瘍（4） 内田 裕之（鹿児島大学） 竹重 暢之（久留米大学） 

11：00－11：32 外傷・小児・その他 宮城 知也（済生会福岡

病院） 

吉岡 史隆（佐賀大学） 

12：00－13：00 ランチョンセミナー 大田 元（宮崎大学）  

13：10-13：42 脊髄・機能的疾患 内田 晋（大分大学） 森下 登史（福岡大学） 

13：42－14：14 脳血管障害（1） 野中 将（福岡大学） 齋藤 健（産業医科大学） 

14：14－14：46 脳血管障害（2） 増岡 淳（佐賀大学） 氏福 健太（長崎大学） 

14：46-15：18 脳血管障害（3） 中野 良昭（産業医科大

学） 

西村 中（九州大学） 

15：18－15：58 脳血管障害（4） 河野 隆幸（熊本大学） 渡邉 孝（宮崎大学） 

15：58 閉会の辞 竹島秀雄  
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開会の辞 8：55            竹島 秀雄 
 

■セッション 1. 

 脳腫瘍 1 9:00 ～ 9:32 
 

座長 菅原 健一 （琉球大学) 
コメンテーター 黒田 純一郎（熊本大学） 

                      

S1-01 急性白血病に対する頭蓋放射線治療 30 年後に発症した髄膜腫の

１例 

 1地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科, 2久留米大学医学部脳神経外科 

○江藤 朋子 1, 杉 圭祐 1, 山下 伸 1, 倉本 晃一 1, 森岡 基浩 2 
 

S1-02 脳実質内に発生した subependymoma の１例 

 琉球大学脳神経外科教室 

○國仲 倫史, 菅原 健一, 小林 繁貴, 金城 雄生, 長嶺 英樹, 外間 洋平, 

宮城 智央, 石内 勝吾 
 

S1-03 乳頭状グリア神経細胞腫瘍の 1 例 

  1熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野,  

2熊本大学医学部附属病院脳神経外科・機能神経外科先端医療寄附講座 

○中垣 祐紀 1, 上田 隆太 1, 植川 顕 1, 篠島 直樹 2, 武笠 晃丈 1 
 

S4-04 Sylvian meningioma の１例 

 鹿児島市立病院脳神経外科 

○山岸 正之, 駒柵 宗一郎, 川原 団, 西牟田 洋介, 森 正如, 石井 毅, 

山田 正彦, 時村 洋 

 

■セッション 2. 

 脳腫瘍 2 9:32 ～ 10:04 
  

  座長 秦 暢宏 （九州大学) 
コメンテーター 米澤 大（鹿児島大学） 

 

S2-01 von Hippel‒Lindau 病における腎細胞癌の遅発性小脳転移 

  熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野 

○山村 理仁, 上田 隆太, 植川 顕, 黒田 順一郎, 武笠 晃丈 
  

S2-02 造骨性病変として再発を認めた嗅神経芽細胞腫 

  1長崎大学病院脳神経外科, 2長崎大学医学部脳神経外科 
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○岡村 宗晃 1, 松永 裕希 2, 馬場 史郎 2, 氏福 健太 2, 吉田 光一 2,  

鎌田 健作 2, 松尾 孝之 2 
 

S2-03 側脳室三角部に発生した anaplastic SFT/HPC の一手術例 

  1久留米大学医学部脳神経外科, 2久留米大学医学部病理学講座 

○上瀧 善邦 1, 坂田 清彦 1, 山本 真文 1, 小牧 哲 1, 竹重 暢之 1,  

宮城 尚久 1, 中村 英夫 1, 杉田 保雄 2, 森岡 基浩 1 
 

S2-04 陳旧性脳梗塞領域内に発生した膠芽腫の 1 例 

  1宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野,  

2宮崎大学医学部病理学講座腫瘍・再生病態学分野 

○堀之内 翔一 1, 田村 充 1, 末松 裕貴 1, 入佐 剛 1, 山下 真治 1, 

 横上 聖貴 1, 福島 剛 2, 佐藤 勇一郎 2,竹島 秀雄 1 

 

■セッション.3. 

 脳腫瘍 3 10:04 ～ 10:36 
 

  座長 鎌田 健作 （長崎大学) 
コメンテーター 札場 博貴（大分大学） 

 
 

S3-01 初回術後 11 年後に頭蓋内出血で再発した biphenotypic sinonasal 

sarcoma の 1 例 

 1大分大学医学部脳神経外科, 2大分大学医学部耳鼻咽喉科, 

 3九州大学病院病理診断科 

○札場 博貴 1, 籾井 泰朋 1, 大西 晃平 1, 平野 隆 2, 山元 英崇 3,  

藤木 稔 1 
 

S3-02 SIADH と早期よりの海綿静脈洞浸潤を呈した原発性トルコ鞍部

神経芽 腫の一例 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 

○米澤 大, 藤尾 信吾, 平野 宏文, 有田 和徳, 吉本 幸司 
 

S3-03 血清 FSH 高値を示した下垂体腺腫の一例 

1佐世保中央病院脳神経外科, 2佐世保中央病院脳血管内科,  

3福岡大学医学部脳神経外科, 4佐世保中央病院内科 

○天本 宇昭 1, 吉永 貴哉 1, 古賀 嵩久 1, 佐原 範之 2, 古賀 萌奈美 4, 

竹本 光一郎 1, 阪元 政三郎 1, 井上 亨 3 
 

S3-04 TSH producing isolated pituitary gangliocytoma の一例 

1久留米大学医学部脳神経外科, 2久留米大学医学部病理学講座 

○坂田 清彦 1, 小牧 哲 1, 藤森 香奈 1, 竹重 暢之 1, 宮城 尚久 1, 
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 中村 英夫 1, 杉田 保雄 2, 森岡 基浩 1 

 

■セッション 4. 

 脳腫瘍 4     10:36 ～ 11:00 
 

  座長 内田 裕之 （鹿児島大学) 
コメンテーター 竹重 暢之（久留米大学） 

 
 

S4-01 オプチューン®(NovoTTF-100A)による交流電場治療を併用した

膠芽腫 の一例 

(株)麻生飯塚病院脳神経外科 

○三木 健嗣, 野口 直樹, 森 恩, 山田 哲久, 甲斐 康稔, 名取 良弘 

S4-02 HRM 解析が診断に有用であった Diffuse midline glioma, 

H3K27M-mutant 

九州大学大学院医学研究院脳神経外科 

○檜垣 梨央, 秦 暢宏, 赤木 洋二郎, 雨宮 健生, 迎 伸孝, 飯原 弘二 
 

S4-03 脳実質外腫瘍の様相を呈した小脳橋角部神経膠腫の 1 例 

1宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野, 

2宮崎大学医学部病理学講座腫瘍・再生病態学分野 

○田村 充 1, 入佐 剛 1, 松元 文孝 1, 二見 宗智 1, 横上 聖貴 1, 

 福島 剛 2, 佐藤 勇一郎 2, 竹島 秀雄 1 

 

■セッション 5. 

 外傷・小児 11:00 ～ 11：32 
 

  座長 宮城 知也 （済生会福岡病院) 
コメンテーター 吉岡 史隆（佐賀大学） 

 
 

S5-01  治打撲一方で減少した器質化慢性硬膜下血腫の一例 

(株)麻生飯塚病院脳神経外科 

○山田 哲久, 名取 良弘, 森 恩, 甲斐 康稔, 三木 健嗣, 野口 直樹 
 

S5-02  非特異的な画像所見を呈した前頭葉海綿状血管腫 

1九州労災病院門司メディカルセンター脳神経外科, 2戸畑総合病院脳神経外科, 

3産業医科大学脳神経外科 

○梅村 武部 1, 西澤 茂 2, 山本 淳考 3 
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S5-03 急性硬膜外血腫で入院３日後に突然の呼吸循環不全を来した１

例 

 十善会病院脳神経外科 

○笠 伸年, 清水 正 

S5-04 後頭部脳瘤術後、緩徐に矢状縫合早期癒合症を呈した一例 

1佐賀大学医学部 卒後臨床研修センター, 2佐賀大学医学部脳神経外科 

○石井 敬太郎 1, 吉岡 史隆 2, 下川 尚子 2, 岩下 英紀 2, 中城 博子 2, 

坂本 祐史 2, 緒方 敦之 2, 井上 浩平 2, 高瀬 幸徳 2, 中原 由紀子 2, 

増岡 淳 2, 阿部 竜也 2 

 

 

■ランチョンセミナー 12:00 ～ 13:00 

「系統発生学から読み解くシャント疾患」 

亀田総合病院 脳神経外科部長  

田中 美千裕 先生 
 

座長 大田 元  
(宮崎大学臨床神経科学講座脳神経外科学分野 講師) 

 

 

 

■理事会 12:10 ～ 13:00 
 

 場所：第一会議室 
(宮崎大学医学部附属病院管理棟 3 階)  
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■セッション 6. 

 脊髄・機能的疾患 13:10 ～ 13:42 
 

  座長 内田 晋 （大分大学) 
コメンテーター 森下 登史（福岡大学） 

 
 

S6-01 アテトーゼ型脳性麻痺に合併した頚髄症に対して周術期ボツリ

ヌス毒素注射療法を併用し手術を行った 1 例 

1伊万里有田共立病院脳神経外科, 2静便堂白石共立病院脳神経外科,  

3長崎大学医学部脳神経外科, 4佐賀大学医学部脳神経外科,  

5伊万里有共立病院神経内科 

○田中 達也 1, 本田 英一郎 2, 角田 圭司 3, 吉岡 史隆 4, 桃崎 宣明 1, 

後藤 公文 5, 劉 軒 1 
 

S6-02 脊髄硬膜下血腫に頭蓋内慢性硬膜下血腫を同時合併した 2 症例 

1大分大学医学部脳神経外科, 2大分大学医学部附属病院,  

3大分市医師会立アルメイダ病院脳神経外科 

○内田 晋 1, 大西 晃平 1, 松田 浩幸 1, 川崎 ゆかり 1, 麻生 大吾 2,  

村田 久美 3, 藤木 稔 1 
 

S6-03 高齢者に発症した neurenteric cyst の１例 

1済生会熊本病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科,  

2熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野 

○竹島 裕貴 1, 山城 重雄 1, 加治 正知 1, 牟田 大助 1, 竹崎 達也 1, 

 賀耒 泰之 1, 萩田 大地 1, 鈴木 悠平 1, 武笠 晃丈 2 
 

S6-04 外傷を契機に神経症状が増悪した成人発症脊髄脂肪腫による  

脊髄係留症候群の一例 

長崎大学脳神経外科 

○大園 恵介, 角田 圭司, 岡村 宗晃, 古賀 美由紀, 伊木 勇輔,  

松永 裕希, 藤本 隆史, 馬場 史郎, 諸藤 陽一, 氏福 健太, 吉田 光一, 

堀江 信貴, 鎌田 健作, 出雲 剛, 案田 岳夫, 松尾 孝之 

 

■セッション 7. 

 脳血管障害 1 13：42 ～ 14:14 
 

  座長 野中 将 （福岡大学) 
コメンテーター 齋藤 健（産業医科大学） 
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S7-01 前大脳動脈 A2 部の解離性動脈瘤に対して対側 STA interposition 

graft を用いた STA-ACA bypass および ACA trapping を施行した 1

例 

済生会熊本病院脳卒中ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

○萩田 大地, 加治 正知, 竹島 裕貴, 牟田 大助, 竹崎 達也, 賀耒 泰之,

鈴木 悠平, 後藤 智明, 山本 東明, 山城 重雄

S7-02 大動脈解離術後偽腔血流残存により脳梗塞を繰り返した 1 例 

1沖縄県立南部医療ｾﾝﾀｰ・こども医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科,  

2沖縄県立南部医療ｾﾝﾀｰ・こども医療ｾﾝﾀｰ心臓血管外科, 

3沖縄県立南部医療ｾﾝﾀｰ・こども医療ｾﾝﾀｰ神経内科  

○竹下 朝規 1, 阿部 陛之 2, 山里 隆浩 2, 川野 陽祐 1, 石原 興平 1,

仲地 耕 3, 宗像 宏 2, 長嶺 知明 1

S7-03 血栓塞栓性および血行力学性の機序が考えられた脳梗塞の一例 

九州医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

○林 大輔, 松尾 諭, 天野 敏之, 中溝 玲

S7-04 Persistent primitive hypoglossal artery を有した症候性内頚動脈狭窄

症に頚動脈内膜剥離術を施行した 1 例 

1福岡大学医学部脳神経外科, 2福岡大学医学部 脳神経外科 

○平尾 宜子 1, 小林 広昌 2, 高原 正樹 1, 安部 洋 1, 野中 将 1,

東 登志夫 1, 井上 亨 1

■セッション 8.

脳血管障害 2 14:14 ～ 14：46 

座長 増岡 淳 （佐賀大学) 
コメンテーター 氏福 健太（長崎大学）

S8-01 前交通動脈瘤合併下垂体腺腫に開頭クリッピング術と経蝶形骨

洞手術を同時に行った 1 例 

沖縄県立中部病院脳神経外科 

○矢野 昭正, 仲宗根 進, 石川 泰成

S8-02 自然血栓化し再開通を来した後下小脳動脈遠位部の小型破裂瘤

の稀な 1 症例 

1長崎医療センター 初期研修医, 2長崎医療センター 脳神経外科, 

3長崎大学病院 脳神経外科 

○中村 光流 1, 川原 一郎 2, 近松 元気 1, 大園 恵介 3, 日宇 健 2,

小野 智憲 2, 原口 渉 2, 牛島 隆二郎 2, 堤 圭介 2
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S8-03 高度狭窄を伴う錐体部内頸動脈瘤に対してステント併用コイル

塞栓術を行った 1 例 

社会医療法人製鉄記念八幡病院脳卒中･神経ｾﾝﾀｰ 

○秋山 智明, 山口 慎也, 佐山 徹郎 
 

S8-04 神経圧迫症状を呈した血栓化椎骨動脈瘤に対してステント支援

コイル塞栓術が著効した 1 例 

1福岡大学医学部脳神経外科, 2福岡大学病院救急救命センター 

○古賀 隆之 1, 湧田 尚樹 1, 福本 博順 2, 堀尾 欣伸 2, 高原 正樹 1,  

岩朝 光利 2, 東 登志夫 1, 井上 亨 1 

■セッション 9. 

 脳血管障害 3 14：46 ～ 15:18 
 

  座長 中野 良昭 （産業医科大学) 
コメンテーター 西村 中（九州大学） 

 
 

S9-01 頸部マッサージにて発症した両側椎骨動脈解離の一例 

大分県厚生連鶴見病院脳神経外科 

○武田 裕, 亀淵 洋助, 加賀 明彦 
 

S9-02 Cowden 症候群との関連が示唆された巨大中大脳動脈瘤 

産業医科大学脳神経外科 

○藤 圭太, 鈴木 恒平, 中野 良昭, 齋藤 健, 北川 雄大, 近藤 弘久,  

宮地 裕士, 酒井 恭平, 山本 淳考 
 

S9-03 中心静脈カテーテル誤挿入により生じた内頚動脈閉塞の一例 

1九州労災病院脳神経外科, 2九州労災病院脳血管内科 

○白水 寛理 1, 徳永 聡 1, 芳賀 整 1, 友原 沙織 2, 髙木 勇人 2,  

鶴﨑 雄一郎 2, 有廣 昇司 2 
 

S9-04 ATⅢ欠損症が原因として疑われる脳静脈洞閉塞症の 1 例 

長崎労災病院脳神経外科 

○高平 良太郎, 広瀬 誠, 白川 靖, 北川 直毅 

 

■セッション 10. 

 脳血管障害 4  15:18 ～ 15：58 
 

  座長 河野 隆幸 （熊本大学) 
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コメンテーター 渡邉 孝（宮崎大学） 
 

 

S10-01  脳出血を合併した遺伝性出血性毛細血管拡張症に伴う脳動静

脈奇形の 一例 

九州大学大学院医学研究院脳神経外科 

○後藤 克宏, 河村 陽一郎, 西村 中, 有村 公一, 飯原 弘二 

 

S10-02 神経原性肺水腫を伴った破裂 AVM の一例 

1福岡大学医学部脳神経外科, 2福岡大学医学部救命救急センター 

○田尻 崇人 1, 堀尾 欣伸 2, 福本 博順 2, 岩朝 光利 2, 野中 将 1,  

安部 洋 1, 東 登志夫 1, 井上 亨 1 
 

S10-03  若年発症の非外傷性急性硬膜下血腫を来した硬膜動静脈瘻の

一例 

1福岡市民病院脳神経外科, 2福岡大学 医学部 脳神経外科 

○松田 浩大 1, 福島 浩 1, 杉田 敏明 1, 吉野 慎一郎 1, 平川 勝之 1,  

井上 亨 2 
 

S10-04  横-S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻に経皮的静脈洞形成術を施行し

た一例 

1池友会福岡和白病院脳神経外科, 2福岡新水巻病院脳神経外科 

○梶原 真仁 1, 三小田 享弘 2, 原田 啓 1, 福山 幸三 1 

 

 

S10-05  バイパス術と血管内治療を併用した未破裂解離性椎骨動脈瘤

の術後に急性硬膜外血腫を来した一例 

小倉記念病院 脳神経外科 

○鎌田 貴彦 波多野武人 阪本 宏樹 東 英司 坂井 翔建  

近藤 大祐 山上敬太郎 小倉 健紀 千原 英夫 安藤 充重  

永田 泉 

 

 
開会の辞 15：58            竹島 秀雄 
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協力共催企業一覧 

 

アイティーアイ株式会社宮崎支部 

エーザイ株式会社 

大塚製薬株式会社 

株式会社カネカメディックス 

株式会社東海メディカルプロダクツ 

第一三共株式会社 

日本ストライカー株式会社 

日本メドトロニック株式会社 

ノボキュア株式会社 

バイエル薬品株式会社 

メディキット株式会社 

（五十音順） 




