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プログラム

8：30～8：35　開会の辞　　秋山 恭彦（島根大学）

8：35～9：25　一般演題1　［ 脳血管障害1 ］
座長：井川 房夫（広島大学）　　

コメンテーター：戸井 宏行（川崎医科大学）

01 対側 A1 fenestrationを伴った 
右 A1A2junction破裂動脈瘤の1例
藤岡 寛、尾中 貞夫、中村 隆治
下関市立市民病院 脳神経外科

02 術後15年の経過で再発した中大脳動脈瘤に対し 
再クリッピング術を施行した一例
前田 雄洋、一ノ瀬 信彦、石井 大造、品川 勝弘、
松重 俊憲、岡崎 貴仁、坂本 繁幸、栗栖 薫
広島大学大学院医歯薬保健学研究院 脳神経外科学

03 くも膜下出血で発症した右 A1解離性動脈瘤に 
対して trappingを施行した1例
岡崎 洋介1）、井上 智1）、山岡 陽子1）、河内 哲1）、
大谷 理浩2）、高杉 祐二2）、渡邊 恭一1）、桐山 英樹1）、
徳永 浩司1）、松本 健五1）

1）岡山市立市民病院 脳神経外科、 
2）岡山大学大学院 脳神経外科

04 LSAの解離性脳動脈瘤が疑われた左被殻出血の1例
串原 義啓、久ヶ澤 一葉、竹信 敦充、渡辺 高志、
寺岡 暉
寺岡記念病院 脳神経疾患治療センター

05 3D-CTAとMRIの fusion画像が有用であった 
末梢性中大脳動脈瘤の一例
鈴木 健太、菅田 峻光、畝田 篤仁、平下 浩司、 
柚木 正敏、吉野 公博
労働者健康福祉機構 香川労災病院 脳神経外科

12月3日（土）　会場：ビッグハート出雲（1F 白のホール）
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06 くも膜下出血の術後管理24症例の検討
四方 英二、新野 清人、田村 哲也、高瀬 憲作
徳島県立中央病院 脳神経外科

9：25～10：00　一般演題2　［ 脳血管障害2 ］
座長：松原 俊二（川崎医科大学）

コメンテーター：坂本 誠（鳥取大学）　　　

07 稀な静脈流出経路を示した ethmoidal dural 
arteriovenous fi stula（eDAVF）の1例
田口 慧、大庭 信二、伊藤 陽子、大下 純平、 
米澤 公器
呉医療センター・中国がんセンター 脳神経外科

08 MRIで硬膜動静脈瘻が疑われたがDSAで 
病変を認めなかった8例の検討
蛯子 裕輔、石井 洋介、須山 嘉雄、相原 寛、 
若林 伸一
翠清会梶川病院 脳神経外科

09 くも膜下出血で発症した頭蓋頸椎移行部 
radicular AVFの一例
大熊 佑、佐藤 悠、細本 翔、島津 洋介、田邉 智之、
村岡 賢一郎、廣常 信之、西野 繁樹
広島市立広島市民病院 脳神経外科

10 硬膜内内頚動脈仮性動脈瘤を伴う外傷性CCFの一例
原 健司1）、貞友 隆1）、清水 陽元1）、大庭 秀雄1）、
勇木 清1）、坂本 繁幸2）、岡崎 貴仁2）、品川 勝弘2）

1）東広島医療センター 脳神経外科、 
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院 脳神経外科学
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10：00～11：00　特別講演

座長：鈴木 倫保（山口大学）

脳神経外科同志へのメッセージ
永廣 信治（徳島大学医学部附属病院長・脳神経外科 教授）

11：00～11：20　優秀論文賞表彰式・発表

座長：上羽 哲也（高知大学）

11：20～11：55　一般演題3　［ 脳血管障害3 ］
座長：里見 淳一郎（徳島大学）

コメンテーター：渡邊 英昭（愛媛大学）　

11 頸動脈ステント留置術後に 
コレステリン結晶性脳塞栓症が疑われた1例
上田 猛、溝上 達也、日高 敏和、黒川 泰玄、 
米澤 潮
島根県立中央病院 脳神経外科

12 小児に発症した中大脳動脈解離による脳梗塞の一例
高野 元気1）、浜崎 理1）、築家 秀和1）、岡崎 貴仁2）

1）市立三次中央病院 脳神経外科、 
2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院 脳神経外科学

13 トラッピングを行なった虚血発症の中大脳動脈解離性
脳動脈瘤の1例
小割 健太郎、中嶋 裕之、津野 和幸、佐藤 元美、
吉岡 純二
岡山旭東病院 脳神経外科
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14 発症から18時間後に血栓回収療法を行い、神経所見が
改善した右内頸動脈 ―中大脳動脈閉塞の一例
萩原 伸哉、宮嵜 健史、内村 昌裕、藤原 勇太、 
辻 将大、神原 瑞樹、吉金 努、中右 博也、 
松本 吉史、永井 秀政、秋山 恭彦
島根大学医学部 脳神経外科

12：00～12：50　ランチョンセミナー

座長：永井 秀政（島根大学）

こんなことができるんだ！
脳外科医にしかできない、脳・神経への直達手術

平 孝臣（東京女子医科大学 脳神経外科 臨床教授）

 共催：第一三共株式会社

13：00～13：20　支部総会

13：30～14：20　一般演題4　［ 外傷・その他 ］
座長：安原 隆雄（岡山大学）

コメンテーター：末廣 栄一（山口大学）

15 植木鉢支柱による穿通性頭部外傷の1例
山田 直人、黒木 一彦、阿美古 将、落合 淳一郎
JA広島総合病院 脳神経外科

16 ワルファリン拮抗後の硬膜外自家血注入療法が 
奏功した低髄液圧症候群の一例
松田 拓1）、松崎 和仁1）、佐藤 浩一1）、石原 学1）、
花岡 真実1）、仁木 均2）、三宅 一1）

1）徳島赤十字病院 脳神経外科、 
2）徳島赤十字病院 神経内科
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17 C2神経根起始部にmeningeal diverticulumを認めた
脳脊髄液漏出症の1例
榎本 紀哉、牟礼 英生、大北 真哉、里見 淳一郎、
永廣 信治
徳島大学 脳神経外科

18 脳膿瘍の治療中に発症したメトロニダゾール脳症の 
一症例
橋本 尚美1）、右田 圭介1）、熊野 潔1）、三好 浩之1）、
豊田 章宏2）、横江 裕幸3）

1）中国労災病院 脳神経外科、 
2）中国労災病院 リハビリテーション科、 
3）中国労災病院 耳鼻咽喉科

19 脳腫瘍との鑑別を要した急性出血性脳炎の1例
細谷 朋央1）、清水 剛1）、小椋 貴文1）、吉岡 裕樹1）、
神部 敦司1）、坂本 誠1）、黒崎 雅道1）、渡辺 高志2）

1）鳥取大学医学部 脳神経外科、 
2）寺岡記念病院 脳神経疾患治療センター

20 頭蓋骨縫合早期癒合症に対する我々の取り組み：
Multi-directional Cranial Distraction Osteogenesis
（MCDO）法を中心に
亀田 雅博1, 3）、冨田 陽介1, 3）、佐藤 悠1, 3）、 
徳山 英二郎2, 3）、山田 潔2, 3）、伊達 勲1, 3）

1）岡山大学大学院 脳神経外科、 
2）岡山大学大学院 形成外科、 
3）岡山大学病院 小児頭蓋顔面形成センター

14：20～15：00　一般演題5　［ 脳腫瘍1 ］
座長：五島 久陽（山口大学）

コメンテーター：黒住 和彦（岡山大学）

21 小脳神経内分泌癌の1例
谷浦 晴二郎1）、赤塚 啓一1）、清水 剛2）

1）鳥取市立病院 脳神経外科、 
2）鳥取大学医学部 脳神経外科
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22 Primary CNS T-Cell Lymphomaの一例
長綱 敏和、浦川 学、安田 浩章、金子 奈津江、 
藤井 正美、山下 哲男
山口県立総合医療センター 脳神経外科

23 慢性水頭症で発症した Subependymomaの一例
森 尚昌、五島 久陽、杉本 至健、西本 拓真、 
野村 貞宏、鈴木 倫保
山口大学大学院医学系研究科 脳神経外科

24 発見から約14年後に手術に至った後期高齢者 
pilocytic astrocytomaの1例
磯部 尚幸、西本 武史
厚生連尾道総合病院 脳神経外科

25 側頭葉神経膠腫摘出術における工夫
松岡 賢樹、太田 剛史、岡田 憲二、福田 真紀、 
山下 北斗、政平 訓貴、津野 隆哉、森本 雅徳
高知県・高知市病院 企業団立高知医療センター 脳神経外科

15：00～15：35　一般演題6　［ 脳腫瘍2 ］
座長：中城 登仁（高知大学）

コメンテーター：髙野 昌平（愛媛大学）

26 急速な視機能悪化にて発症した眼窩内偽腫瘍の1例
桑原 政志1）、光原 崇文1）、大下 智彦2）、下永 皓司1）、
細貝 昌弘1）

1）広島市立安佐市民病院 脳神経外科、 
2）広島市立安佐市民病院 脳神経内科

27 視神経内側に生じた左眼窩内腫瘍に対する 
摘出術の1例
佐々田 晋1）、市川 智継2）、清水 智久1）、有澤 正1）

1）福山市民病院 脳神経外科、 
2）岡山大学大学院 脳神経外科
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28 経頭蓋アプローチにより摘出した眼窩内神経鞘腫の1例
西川 真弘、山下 大介、末廣 諭、瀬野 利太、 
高野 昌平、國枝 武治
愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経外科学

29 広範な進展様式を認めた蝶形骨内髄膜腫の一例
山田 大輔、石橋 良太、氏原 匡樹、森田 匠、 
小林 雅子、安田 貴哉、上里 弥波、牧 貴紀、 
川崎 敏生、紀之定 昌則、黒崎 義隆、半田 明、 
沈 正樹、山形 専
倉敷中央病院 脳神経外科

15：35～16：15　一般演題7　［ 脳腫瘍3 ］
座長：溝渕 佳史（徳島大学）

コメンテーター：神部 敦司（鳥取大学）

30 自然経過中に腫瘍内梗塞を来した髄膜腫の一例
藤森 健司、小川 大輔、岡田 真樹、畠山 哲宗、 
岡内 正信、新堂 敦、川西 正彦、三宅 啓介、 
田宮 隆
香川大学医学部 脳神経外科

31 深側頭神経由来と推定される側頭部皮下に発生した
plexiform neurofi bromaの1例
今田 裕尊、山田 徹、三原 千惠、川本 仁志
山田記念病院 脳神経外科

32 頭蓋骨原発 epidermoid/dermoidの各1例
宮本 理司1）、宇山 慎一1）、上田 博弓1）、藤本 尚己1）、
清久 泰司2）

1）徳島市民病院 脳神経外科、2）徳島市民病院 病理科

33 右前頭葉に発生した dermoid cystの1例
中村 和、岩田 真治、尾崎 沙耶、井上 明宏、 
尾上 信二、市川 晴久、福本 真也、大上 史朗、 
河野 兼久
愛媛県立中央病院 脳卒中センター 脳神経外科
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34 前庭神経鞘腫に対するガンマナイフ治療後の 
局所制御不良例
中崎 清之、石川 久、安藤 等、佐藤 倫由、 
大田 慎三
脳神経センター 大田記念病院 脳神経外科

16：15～16：50　一般演題8　［ 脳腫瘍4 ］
座長：三宅 啓介（香川大学）

コメンテーター：宮嵜 健史（島根大学）

35 硬膜内脊索腫の一例
川住 知弘、富永 篤、竹下 真一郎、岐浦 禎展、 
籬 拓郎、迫口 哲彦、近藤 浩
県立広島病院 脳神経外科

36 甲状腺乳頭癌全摘術後、長期経過ののち脳転移した 
転移性脳腫瘍の一例
菅原 千明、伊丹 尚多、西 和彦、村井 智、 
大塚 真司、日下 昇、西浦 司、荻原 浩太郎
岩国医療センター 脳神経外科

37 開頭摘出を行った悪性黒色腫の脳転移の2例
原 慶次郎、小川 祐佳里、木下 景太、高井 洋樹、
平井 聡、戸井 宏行、松原 俊二、宇野 昌明
川崎医科大学 脳神経外科

38 髄膜腫内に転移した腎臓癌の一例
川上 真人1）、栗山 充夫1）、寺坂 薫1）、守本 純2）、
服部 靖彦2）、杉生 憲志2）

1）国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 脳神経外科、 
2）岡山大学大学院 脳神経外科

16：50～　閉会の辞　　秋山 恭彦（島根大学）




