
第 83 回 (一社)日本脳神経外科学会北海道支部会 
  会 長 社会医療法人医仁会中村記念病院 脳神経外科 上山 憲司 

  日 時: 令和 元 年 9 月 28 日（土）  8:55〜17:00（開場 8:30） 
  会 場: 札幌医科大学 臨床教育研究棟 1階講堂（札幌市中央区南1条西17丁目） 
 

  
 

【交通アクセス】 
 ■地下鉄 最寄り駅：地下鉄東西線「西18丁目駅」 

  経 路：札幌駅・大通駅から、南北線「さっぽろ」駅（JR札幌駅直結）から「大通」駅（2分） 

  「大通」駅で東西線「宮の沢」行に乗換え「西18丁目」駅（4分）下車 

  「西18丁目」駅5番出口より徒歩5分。 

 ■市電 最寄り駅：「西15丁目」   経路：「西4丁目」駅から「西15丁目」駅（12分）下車 

 ■駐車場 駐車場のご用意はございませんので、近隣の有料駐車場をご利用下さい。 

 

【演者の方へ】 

 ・PC受付・試写は、発表セッションの開始30分前～1時間前の間に、PC受付で行ってください。 

 （朝1番目のセッションの発表の方は8：30～8：50にお願いします） 

 ・一般演題：発表5分、討論3分 

 ・発表形式はPCプロジェクター（1面）で、ご自分のPCで行って下さい。音声は使用できません。 

 Macおよび外部出力にアダプターが必要なPCをご使用の場合は、ご自身でアダプターをご持参下さい。 

 PCの電源は忘れずに持参して下さい。 

 

【参加費】 

 3,000 円（当日会場でお支払い下さい）。  

 ※クレジット登録には、日本脳神経外科学会会員カードが必要です。 

 

【プログラム・抄録】 下記ホームページよりプログラムと抄録がダウンロードできます。 

 ・(一社)日本脳神経外科学HP: http://jns.umin.ac.jp/ 

 ・(一社)日本脳神経外科学会 北海道支部会 HP :  http://www.jns-hokkaido.jp/ 



 

【ランチョンセミナー】（領域講習） 

 12：10－13：10  『脳神経外科手術における術野展開、血行再建の重要性』 

   NTT東日本関東病院 脳神経外科部長・脳卒中センター長 井上 智弘 先生 

                                共催：シスメックス株式会社 

 

 

【領域講習】 

  11：00－11：30 『急性期脳梗塞に対する血管内治療』 

   社会医療法人医仁会中村記念病院 脳神経外科副部長 荻野 達也 先生 

 

 11：30－12：00  『ガイドラインから考える脳転移治療とガンマナイフの位置付け』 

   社会医療法人医仁会中村記念病院 脳神経外科部長 佐藤 憲市 先生 

 

 14：55－15：55 『医師の働き方改革 －私たち脳神経外科医は今をどう生きるか－』 

   社会医療法人医仁会中村記念病院 副院長 大里 俊明 先生 

 

 

【FD講習会】（領域講習） 

 16：00－17：00 （事前申込者のみ対象） 

 

 ※領域講習・FD講習会の参加登録には、日本脳神経外科学会会員カードが必要です。 
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開会の辞   08：55～09：00  

    会長 上山 憲司 

 

 

１．脳動脈瘤   09：00～09：40  

   座長 山﨑 貴明（函館脳神経外科病院） 

 

 1. 末梢性脳動脈瘤で認められる Arterial spin labeling(ASL)の bright spot 

  能代 将平 1、坂下 恭也 1、金 相年 2、大瀧 雅文 1 

  1 帯広厚生病院脳神経外科、2 札幌医科大学医学部脳神経外科 

 

 2. Occipital transtentorial approachによるテント部硬膜動静脈瘻手術 

  森島 穣 1、牛越 聡 1、下田 祐介 1、杉山 拓 2 

  1 北海道医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科、2 北海道大学脳神経外科 

  

 3. 破裂末梢性後下小脳動脈瘤に対する血管内手術の治療成績 

  松田 萌、立田 泰之、荻野 達也、遠藤 英樹、進藤 孝一郎、櫻井 卓、村木 岳史、 

  上山 憲司、大里 俊明、中村 博彦 

  中村記念病院脳神経外科 

 

 4. 破裂脳底動脈瘤の一例 

  土屋 亮輔 1、瀧澤 克己 1、竹林 誠治 1、小林 徹 1、櫻井 寿郎 1、小林 理奈 1、小泉 博靖 1、 

  新甫 武也 1、栗栖 宏多 1、後藤 秀輔 2 

  1 旭川赤十字病院脳神経外科、2 北海道大学脳神経外科 

 

 5. Distal sylvian approachによる中大脳動脈瘤クリッピング術における M1形態別 

  の proximal controlの検討 

  石川 耕平、山﨑 貴明、佐々木 雄彦、森脇 寛、佐藤 司、中西 尚史、香城 孝麿、 

  妹尾 誠、嶋崎 光哲、西谷 幹雄 

  函館脳神経外科病院 脳神経外科 

 
 
２．機能的脳神経外科   09：40～10：20  

   座長 江夏 怜（札幌医科大学脳神経外科） 

 

 6. 診断に難渋した閉塞性水頭症の一例 

  本多 泰士 1、山口 秀 2、茂木 洋晃 2、伊師 雪友 2、岡本 迪成 2、大木 聡悟 2、澤谷 亮佑 2 

  1 国立大学法人北海道大学病院、2 北海道大学脳神経外科 
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 7. パーキンソン病における重症度の指標の検討 

  栗原 伴佳 1、江夏 怜 1、北川 まゆみ 2、在原 正泰 1、笹川 彩佳 1、平野 司 1、鈴木 比女 1、 

  横山 林太郎 1、三上 毅 1、三國 信啓 1 

  1 札幌医科大学医学部脳神経外科、2 札幌禎心会病院神経内科 

 

 8. ヘッドアップニューロサージャリーによる覚醒下焦点切除術を施行した 

  難治性てんかんの一例 

  中山 智絵、越智 さと子、在原 正泰、栗原 伴佳、平野 司、笹川 彩佳、江夏 怜、三國 信啓 

  札幌医科大学医学部脳神経外科 

 

 9. 晩発性特発性中脳水道狭窄症の一例 

  高橋 康弘 1、鰐渕 昌彦 2、佐藤 広崇 1、大瀧 隼也 1、松浦 伸樹 1、尾金 一民 1、原口 浩一 1 

  1 函館新都市病院 脳神経外科、2 大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科 

 

 10. 遺残三叉神経動脈が関与した三叉神経痛の一例 

  山口 大志 1、旭山 聞昭 2、野呂 秀策 2、瀬尾 善宣 2、本庄 華織 2、麓 健太朗 2、大里 俊明 2、 

  中村 博彦 2 

  1 KKR札幌医療センター斗南病院、2 中村記念病院脳神経外科 

 

 

３．脊髄疾患     10：20～10：55  

   座長 大竹 安史（中村記念病院脳神経外科） 

 

 11. 上肢近位筋の麻痺が急速に増悪した軽微な圧迫による非骨傷性頚髄損傷の１例 

  福田 衛 1、大竹 安史 1、安斉 公雄 2、石塚 智明 1、前田 理名 1、京納 正法 1、大里 俊明 1、 

  中村 博彦 1 

  1中村記念病院脳神経外科、2 札幌秀友会病院脳神経外科 

 

 12. Myelopathyを伴わず Radiculopathyのみを発症した胸髄硬膜動静脈瘻の一例 

  大木 聡悟 1、長内 俊也 1、舘澤 諒大 1、澤谷 亮佑 1、東海林 菊太郎 1、山崎 和義 1、 

  今井 哲秋 2、関 俊隆 1 

  1 北海道大学脳神経外科、2 函館中央病院脳神経外科 

 

 13. 大孔減圧術後に長期間を経て増悪した脊髄空洞症に対する再減圧術 

  上森 元気、齊藤 仁十、真田 隆広、松島 佑二郎、福山 秀青、山口 なつき、野呂 昇平、 

  嵯峨 健広、広島 覚、和田 始、安栄 良悟 

  旭川医科大学脳神経外科 
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 14. 頚髄に発生した孤発性線維性腫瘍の 1例 

  川崎 和凡 1、関 俊隆 2 

  1 社会医療法人明生会道東の森総合病院、2 北海道大学脳神経外科 

 

 

 

現理事会   10：20～10：40  

    会場：共用実習室 

 

新理事会   10：45～11：20  

    会場：共用実習室 

 
 
 
領域講習１     11：00～12：00  

   座長 和田 始（旭川医科大学脳神経外科） 

 

1. 急性期脳梗塞に対する血管内治療 

 社会医療法人医仁会中村記念病院 脳神経外科副部長  荻野 達也 先生 

 

2. ガイドラインから考える脳転移治療とガンマナイフの位置付け 

 社会医療法人医仁会中村記念病院 脳神経外科部長  佐藤 憲市 先生 

 

 

 

ランチョンセミナー   12：10～13：10  
   座長 中村 博彦（中村記念病院脳神経外科） 

    

  脳神経外科手術における術野展開、血行再建の重要性 

  NTT東日本関東病院 脳神経外科部長・脳卒中センター長  井上 智弘 先生 

 

 

 

議事総会   13：10～13：25  
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４．脳・脊髄腫瘍   13：25～14：15  

  座長 山口 秀（北海道大学脳神経外科） 

 

 15. カスタムメイドチタン合金プレートを用いて広範囲頭蓋形成を行った骨内型 

  原発性硬膜外髄膜腫の一例 

  五嶋 大悟、村木 岳史、瀬尾 善宣、福井 崇人、御神本 雅亮、野村 亮太、杉尾 啓徳、 

  渡部 寿一、大里 俊明、中村 博彦 

  中村記念病院脳神経外科 

 

 16. 再発中枢神経原発悪性リンパ腫に対する R-MPV療法の初期経験 

  進藤 崇史、伊師 雪友、茂木 洋晃、山口 秀 

  北海道大学脳神経外科 

 

 17. NF1に合併した背側髄外進展型脳幹神経膠腫の一例 

  佐々木 千恵 1、安栄 良悟 2、松島 佑二郎 2、真田 隆広 2、福山 秀青 2、野呂 昇平 2、 

  嵯峨 健広 2、上森 元気 2、齋藤 仁十 2、広島 覚 2、山口 なつき 2、市原 寛大 1、和田 始 2 

  1旭川医科大学卒後臨床研修センター、2 旭川医科大学脳神経外科 

 

 18. 急速に進行する下肢麻痺を呈した髄内病変に対し生検術によって診断に至った 

  脊髄膠芽腫の 1例 

  舘澤 諒大、関 俊隆、山崎 和義、伊師 雪友、高宮 宗一朗、寳金 清博 

  北海道大学脳神経外科 

 

 19. BRAF V600E変異を伴う脊髄悪性神経膠腫の一例 

  高宮 宗一朗 1、関 俊隆 1、伊師 雪友 1、山崎 和義 1、山口 秀 1、畑中 佳奈子 2、高杉 和雄 3 

  1 北海道大学脳神経外科、2 北海道大学病院 臨床研究開発センター 生体試料管理室/ゲノム 

  ・コンパニオン診断研究部門、3 北見赤十字病院脳神経外科 

 
 20. 病変数が多い転移性脳腫瘍に対しても照射を可能にする新しいガンマナイフ 

  照射方法：Split-Time Method 

  木下 裕介、高梨 正美、佐藤 憲市、尾崎 義丸、浅野目 卓、石田 裕樹、原 敬二、瀬尾 善宣、 

  大里 俊明、中村 博彦 

  中村記念病院脳神経外科 
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５．脳卒中   14：15～14：55  

   座長 広島 覚（旭川医科大学脳神経外科） 

 

 21. 脳出血を契機に診断された原発性アルドステロン症の一例 

  山下 大亮、大熊 理弘、上山 憲司、高橋 州平、尾崎 義丸、山口 陽平、櫻井 卓、大里 俊明、 

  中村 博彦 

  中村記念病院脳神経外科 

 

 22. 心原性脳塞栓症に対し t-PA投与後早期に新規脳梗塞を発症した一例 

  佐藤 亮太 1、古明地 孝宏 1、倉内 麗徳 2、中村 祐貴 2、三國 信啓 3 

  1 砂川市立病院脳神経外科、2 砂川市立病院脳神経内科、3 札幌医科大学医学部脳神経外科 

   

 23. 地方病院における rt-PA静注療法開始までの時間短縮の工夫 

  岡村 尚泰、石渡 規生、中垣 裕介、中垣 陽一 

  医療法人翔陽会滝川脳神経外科病院 

 

 24. 脳卒中診療の pitfall －t-PAを投与された特発性頚椎硬膜外血腫の一例 

  青山 剛 1、新保 大輔 2、朴木 啓悟 1、小原 由史 1 

  1 手稲渓仁会病院整形外科脊椎脊髄ｾﾝﾀｰ、2 手稲渓仁会病院脳神経外科 

 
 25. 両側大脳皮質梗塞で発症した海綿静脈洞部異所性内頚動脈間吻合の一例  

  河野 洋之 1、伊東 雅基 1、坂本 王哉 1,2、藤原 史明 1,2、井須 豊彦 1、磯部 正則 1 

  1 独立行政法人労働者健康安全機構 釧路ろうさい病院脳神経外科、 

  2 福岡大学病院脳神経外科 

 
 

領域講習２   14：55～15：55  

   座長 三國 信啓（札幌医科大学脳神経外科） 

 

  医師の働き方改革 －私たち脳神経外科医は今をどう生きるか－ 

  社会医療法人医仁会中村記念病院 副院長（院長代理） 大里 俊明 先生 

 

 

        

閉会挨拶   15：55～     

    会長 上山 憲司 

 

 

FD講習会   16：00～     

    会場：共用実習室 


