
第１２２回 

（社）日本脳神経外科学会 関東支部学術集会 
 

会 期：平成２５年１２月７日（土） 

場 所：大手町サンケイプラザ（東京都千代田区大手町 1-7-2） 

会 長：好本 裕平（群馬大学大学院医学系研究科 脳神経外科分野） 
ＵＲＬ：http://jns.umin.ac.jp/branch_kt/kt122.html  

 
        JR東京駅：丸ノ内線北口より徒歩 7分 

        丸ノ内線・半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線 各線大手町駅：A4・E1出口直結 

 

■演者の方へ  発表時間：口演５分・討論２分、発表形式：プロジェクター１面 

          ご発表データはできるだけご自身のＰＣでお持ち下さい。ＵＳＢメモリでも可能ですが、

動画をご使用の場合および Macintosh をご使用の場合は、必ずご自身のＰＣをお持ち下さ

い。ご発表データは Windows の PowerPoint で再生可能な形式として、ファイル名は「演題

番号 お名前」として下さい。音声は使用できません。 

        プロジェクターとの接続はミニ D-SUB15ピン端子となります。これ以外の外部モニタ出力 

端子の場合（Macintosh や一部の Windows）は、各自で変換アダプタをご準備下さい。 
 

■会場整理費  ２,０００円（当日会場でお支払下さい。） 

        本会も脳神経外科学会会員証カードによるクレジット登録が可能です。 
 

■特別講演   １２時１５分 

        「脳腫瘍を病理診断する」 

        日高病院病理部病理診断科 中里 洋一先生 

        共催：ファイザー株式会社 

        昼食を用意しておりますが、数に限りがありますことをご了承下さい。 
 

■安全講習   １５時３０分～１６時３０分   大手町サンケイプラザ ３Ｆ ３１１号室 

        当日受付となります。 
 

■ＦＤ講習   １６時３５分～１７時３５分   大手町サンケイプラザ ３Ｆ ３１２号室 

        当日受付となります。 
 

■支部理事会  １５時～                 大手町サンケイプラザ ３Ｆ  ３１０号室 

        役員の先生方はご出席をよろしくお願いいたします。 
 

  ※日本脳神経外科学会関東支部会ホームページよりプログラムと抄録集がダウンロード出来ます。 

http://jns.umin.ac.jp/branch_kt/kt122.html
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  Ａ会場（311号室） 
 

■会長挨拶                                                 9:05-9:10 
 

 

■外傷                                                     9:10-9:55 
座長 青木 和哉（東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科） 

 

A-1  眼窩と視神経管減圧術にて視力の改善を認めた外傷性視神経障害の 1 例 

防衛医科大学校脳神経外科                西田 翔 

 

A-2  慢性硬膜下血腫穿頭術における迷入空気と再発率の関係 

埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科          池田 峻介 

 

A-3  重症頭部外傷に斜台骨折を伴った椎骨脳底動脈解離の一例 

東京医科大学脳神経外科                福原 宏和 

 

A-4  鉄製ネジによる穿通性頭部外傷の１例 

東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大橋病院脳神経外科           平元 侑 

 

A-5  脳脊髄液漏出症に対して硬膜外ブラッドパッチ施行直後に痙攣発作を来した１例 

済生会横浜市東部病院脳神経外科            木下 由宇 

 

A-6  慢性副鼻腔炎に起因する非外傷性頭蓋内急性硬膜外血腫の一例 

千葉中央ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ脳神経外科             木原 一徳 

 

 

■血管障害１（硬膜動静脈瘻、海綿状血管腫）                   9:55-10:40 
座長 齋藤 太（佐久総合病院脳神経外科） 

 

A-7  上矢状静脈洞部の硬膜動静脈瘻に対し直達手術で根治に至った一例 

昭和大学医学部脳神経外科               九社前 実香 

 

A-8  流出静脈処理を行った症候性頸髄 dAVF の 2例 

横浜新都市脳神経外科病院               岩崎 充宏 

 

A-9   ３年の経過で石灰化をきたした孤立性横静脈洞 S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻の１開頭手術例 

佐久総合病院脳神経外科                 風間 健 

 

A-10 出血発症した多発性海綿状血管腫の 1例 

東京都立小児総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科                  平田 浩二 

 

A-11 側脳室三角部に発生した海綿状血管腫の一例 

北里大学医学部脳神経外科                            大澤 成之 

 

A-12 両側側脳室脈絡叢海綿状血管腫の一例 

国際親善総合病院脳神経外科                          谷崎 義徳 
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■血管障害２(虚血)                                       10:40-11:25 
座長 原 貴行（虎の門病院脳神経外科） 

 

A-13  脳梗塞で発症した 1歳児もやもや病の 1手術症例 

東京女子医科大学附属八千代医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科     谷野 絵美 

 

A-14 虚血による不随意運動発作を呈し内外頚動脈起始部の高度狭窄を合併したもやもや病の 1 例 

帝京大学ちば総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科           細野 篤 

 

A-15 アルテプラーゼ静注療法慎重投与群の検討 

関東労災病院脳神経外科                滝澤 嗣人 

 

A-16 広範囲上矢状静脈洞血栓症を合併した潰瘍性大腸炎患者の 1例 

  虎の門病院脳神経外科                 後藤 芳明 

 

A-17 Basedow病患者で脳梗塞を発症した可逆的頸部内頸動脈狭窄の 1例 

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院脳神経外科        神野 崇生 

 

A-18 周術期における脳虚血部位の B-mode所見について 

保谷厚生病院脳神経外科                  中岡 勤 

 

 

■血管障害３（動脈瘤他）                                 11:25-12:05 
                              座長 鈴木 隆元（順天堂大学医学部付属浦安病院脳神経外科） 
 

A-19 くも膜下出血亜急性期に PRESを合併した一例 

山梨大学医学部脳神経外科                              舘岡 達 

 

A-20 精神障害を主症状としたくも膜下出血後正常圧水頭症の 2症例 

独立行政法人国立病院機構災害医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科    榎本 真也 

 

A-21 皮質下出血の原因と考えられた末梢性中大脳動脈瘤の 1 例 

順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科        川村 海渡 

 

A-22 動眼神経麻痺にて発症したが術中に動脈瘤による神経圧迫所見を認めなかったくも膜下出血の一例 

横浜南共済病院脳神経外科                            下吹越 航 

 

A-23 大脳穹窿部に限局したくも膜下出血の２症例の検討 

東京都立広尾病院脳神経外科                          吉田 賢作 

 

 

■血管障害４（動脈瘤他）                                 13:20-14:00 
座長 岡本 幸一郎（国立国際医療研究センター病院脳神経外科） 

 

A-24 中大脳動脈形成不全（"twig-like MCA"）に合併した破裂脳動脈瘤の一例 

青梅市立総合病院脳神経外科                          蛯子 裕輔 
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A-25  duplicated middle cerebral artery と hyperplastic anterior choroidal artery に発生した未破裂 

動脈瘤の一例 

慶應義塾大学医学部脳神経外科                        菊地 亮吾 

 

A-26 重複椎骨動脈の解離によるクモ膜下出血の 1例 

日本医科大学多摩永山病院脳神経外科                    谷 将星 

 

A-27 多発脳動脈瘤の破裂によりくも膜下出血を再発した一例 

国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ病院脳神経外科                  玉井 雄大 

 

A-28 前交通動脈多発性脳動脈瘤の一例 

JA 埼玉県厚生連 久喜総合病院脳神経外科             都築 伸介 

 

 

■血管障害５（動脈瘤他）                                 14:00-14:40 
     座長 村井 保夫（日本医科大学脳神経外科） 

 

A-29  巨大錐体部内頚動脈瘤に対して high flow bypass を用いて治療した一例 

日本医科大学脳神経外科                              白銀 一貴 

 

A-30  15 年の経過で増大した中大脳動脈末梢部外傷性血栓化脳動脈瘤の 1例 

防衛医科大学校脳神経外科                            井中 康史 

 

A-31 ステント併用で瘤壁の穿通枝を温存して塞栓した後大脳動脈破裂脳動脈瘤の 1例 

武蔵野赤十字病院脳神経外科                          橋本 秀子 

 

A-32 脳内出血を発症した再発前交通動脈瘤に対する治療例ー前回クリップの破壊除去ー 

横須賀共済病院脳神経外科                            川崎 泰輔 

 

A-33 ガンマナイフ後 11年で再発し摘出術を行った AVMの一例 

太田記念病院脳神経外科                                中田 聡 

 

 

■血管障害６（血管内治療）                               14:40-15:20 
座長 若林 和樹（前橋赤十字病院脳神経外科） 

 

A-34  下垂体腫瘍に対する内視鏡的経蝶形骨洞手術後の遅発性脳血管攣縮に対し血管内治療を施行した 1例 

虎の門病院 脳血管内治療科               石田 渉 

 

A-35 若年の脳底動脈塞栓性閉塞に対し、MERCIリトリーバーによる再開通療法を行った一例 

せんぽ東京高輪病院脳神経外科             宮脇 敦士 

 

A-36 症候性放射線誘導性総頸動脈狭窄に対してステント留置術を行った 1 例 

前橋赤十字病院脳神経外科              吉澤 将士 

 

A-37 内頚動脈偽閉塞症に伴う脳梗塞に対し急性期頸動脈ステント留置術を施行した 3例 

森山記念病院脳神経外科               湯澤 美季 
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A-38 複数デバイス使用により再開通を得た急性内頚動脈塞栓症の一例 

東京都立多摩総合医療センター脳神経外科       野村 昌志 

 

 

  Ｂ会場（312号室） 
 

■脊髄・脊椎                                               9:10-9:50 
座長 金 景成先生（日本医科大学千葉北総病院脳神経センター） 

 

B-1  水頭症を来した脊髄神経鞘腫の一例 

千葉医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科                 奥山 翼 

 

B-2  脊髄生検と ICG にて診断に至ったうっ血性 Foix-Alajouanine syndrome の１例 

東京慈恵会医科大学葛飾医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科       丸山 史晃 

 

B-3  頭部手術後の環軸椎回旋亜脱臼に対する頸椎介達牽引療法 

医療法人啓清会 関東脳神経外科病院           橋出 秀清 

 

B-4  頸椎重複椎弓の一症例 

亀田総合病院脊椎脊髄外科                相山 仁 

 

B-5  軸椎歯突起後方偽腫瘍に対して後側方進入経硬膜的腫瘍摘出術を施行した 1 例 

横浜新緑総合病院脳神経外科             森本 大二郎 

 

 

■脳腫瘍１(グリオーマ他)                                  9:50-10:35 
座長 吉河 学史（公立昭和病院脳神経外科） 

 

B-6  Glioblastoma with PNET-like components と考えられる一例 

東海大学医学部脳神経外科                林 直一 

 

B-7  非典型的な経過より脳悪性リンパ腫との鑑別に苦慮した Malignant glioma の一例 

自治医科大学付属さいたま医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科     伊古田 雅史 

  

B-8   神経膠芽腫と乳癌を合併した１例 

公立昭和病院脳神経外科                北川 陽介 

 

B-9   画像上、転移性脳腫瘍が疑われた多発性脳腫瘍の一例 

東京医科大学八王子医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科          市川 恵 

 

B-10  脳原発神経内分泌腫瘍の一例 

独立行政法人国立病院機構東京医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科   田村 亮太 

 

B-11  ハンドジェスチャーデバイス Leap motion を使用した PCの非接触操作方法の検討 

昭和大学医学部放射線医学教室                        村上 幸三 
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■脳腫瘍２(髄膜腫他)                                     10:35-11:20 
座長 真柳 圭太（済生会宇都宮病院脳神経外科） 

 

B-12  病変内血腫が急速に増大した傍矢状部腫瘍の１例 

NTT東日本関東病院脳神経外科             本間 博邦 

 

B-13  くも膜下出血及び脳内出血を来した髄膜腫の 1例 

横浜栄共済病院脳卒中診療科・脳神経外科         関 俊輔 

 

B-14  妊娠を契機に視力・視野障害の症状を呈した髄膜腫の 1 例 

済生会宇都宮病院脳神経外科               釜本 大 

 

B-15 下肢麻痺にて発症した小脳橋角部髄膜腫の一例 

社団法人伊勢崎佐波医師会病院脳神経外科         石井 翔 

 

B-16 腫瘍塞栓術のみで神経症状の改善を得られた高齢者髄膜腫の 1 例 

日本医科大学千葉北総病院脳神経ｾﾝﾀｰ          鈴木 雅規 

 

B-17  頭蓋内 solitary fibrous tumor の 1 例 

東京女子医科大学東医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科         菊池 麻美 
 

 

■脳腫瘍３(良性腫瘍他)                                   11:20-12:05 
座長 鈴木 智成（埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科） 

 

B-18 髄液鼻漏および気脳症にて発症した下垂体腺腫の一例 

東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (佐倉)      安藤 俊平 

 

B-19  Anterior transpetrosal approach にて摘出した滑車神経鞘腫の一例 

昭和大学医学部脳神経外科                入江 亮 

 

B-20 蝶形骨に発生した軟骨芽細胞腫の１例 

埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ脳・脊髄腫瘍科        内田 栄太 

 

B-21  Convexity dural chondroma の一例 

獨協医科大学越谷病院脳神経外科            永石 雅也 

 

B-22 中頭蓋窩に発生した硬膜外類上皮腫の 1例 

群馬大学医学部脳神経外科                藍原 正憲 

 

B-23 三叉神経痛で発症した脂肪腫の一例 

石岡循環器科脳神経外科病院              池田 律子 

 

 

■特別講演                                               12:15-13:10 
座長 好本 裕平（群馬大学大学院医学系研究科脳神経外科分野） 

 

「脳腫瘍を病理診断する」 

        日高病院病理部病理診断科              中里 洋一 
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■脳腫瘍４(血管周皮腫、血管芽腫他)                        13:20-14:05 
座長 大宅 宗一（埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科） 

 

B-24 術中大量出血を来した大型血管周皮腫の２例 

東京医科大学脳神経外科                須田 智裕 

 

B-25 自家骨片を包埋していた腹部皮下組織に腫瘍の発育を認めた頭蓋内血管外皮腫再発の一例 

医療法人啓清会 関東脳神経外科病院           村山 裕明 

 

B-26 半年の経過で緩徐に進行する食欲低下およびるいそうで発症し、突然の意識障害と呼吸停止を来した 

小脳血管芽腫の一例 

埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科          根城 尭英 

 

B-27 顔面痙攣にて発症した小脳血管芽腫の 1例 

昭和大学藤が丘病院脳神経外科             桑島 淳氏 

 

B-28 神経内視鏡下定位的生検術を行った視床病変の 1 例  

日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科             高橋 慧 

 

B-29 定位脳手術装置を用いたテント下脳腫瘍生検の工夫 

筑波大学附属病院脳神経外科              藤原 雄介 

 

 

■脳腫瘍５(転移性脳腫瘍他)                14:05-14:50 
座長 樋口 佳則（千葉大学医学部脳神経外科） 

 

B-30 松果体部胚細胞腫瘍治療 25年後に生じた腺癌の 1例 

東京医科歯科大学脳神経外科              山村 俊弘 

 

B-31 術後短期間で再発を認めた、汗孔癌脳転移の一例 

横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学       鈴木 良介 

 

B-32 多発性の皮質下出血にて発症し、診断に苦慮した転移性脳腫瘍の一例 

東京慈恵会医科大学脳神経外科             神林 幸直 

 

B-33  Positron emission tomography (PET)による診断が困難であった乳癌の単発性後頭骨転移の 1例 

厚木市立病院脳神経外科                加藤 直樹 

 

B-34 転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ単独治療成績 

－前向き多施設共同研究（JLGKO901）：SRS 後の認知機能の推移 

千葉大学医学部脳神経外科               樋口 佳則 

 

B-35 眼窩内血管腫に対してサイバーナイフ定位放射線治療が著効した 1例 

新百合ケ丘総合病院脳神経外科            佐々木 裕亮 
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■小児                                                   14:50-15:35 
座長 五味 玲（自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児脳神経外科） 

 

B-36 脳血管攣縮によって一過性片麻痺をきたした小児の 1例 

深谷赤十字病院脳神経外科                本徳 浩二 

 

B-37 Endoscopic third ventriculostomy(ETV)が奏功した脊髄浮腫性変化を伴った第 4脳室出口閉塞による 

閉塞水頭症の 1 例 

自治医科大学脳神経外科                 小熊 啓文 

 

B-38 Interfornicial approach で全摘出した第 3脳室内 choroid plexus papilloma の 1 例 

国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ脳神経外科             北川 雅史 

 

B-39 摘出後、残存部が自然退縮した乳児 fibro-xantho-granulomatous lesion の一例 

神奈川県立こども医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科           三宅 勇平 

  

B-40 注意欠陥・多動性障害を合併した小児器質性側頭葉てんかんの一例 

順天堂大学医学部脳神経外科               飯村 康司 

 

B-41 外減圧術が有効であった HHE 症候群の 1例 

東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (大森)       長尾 考晃 

 

 

■感染、脳症他                                            15:35-16:20 
座長 足立 好司（日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科） 

 
B-42 メトロニダゾール脳症の一例 

日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科            中川 俊祐 

 

B-43 メトロニダゾール脳症の 1例 

神奈川県立足柄上病院脳神経外科              岸本 真雄 

 

B-44 脳室内腫瘍が疑われた神経サルコイドーシスの 1 例 

杏林大学医学部脳神経外科                佐々木 重嘉 

 

B-45 上咽頭癌放射線治療後の放射線壊死に脳膿瘍を併発した一例 

土浦協同病院脳神経外科                 石和田 宰弘 

 

B-46 診断及び治療に苦慮した感染性硬膜下血腫の一例 

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学脳神経外科                 佐瀬 泰玄 

 

B-47 VP シャント後にシャントチューブが小腸内に迷入し髄膜炎を呈した一例 

湘南鎌倉総合病院脳神経外科                 田中 聡 

 

 

■閉会の辞                                               16:20-16:25 
 


