
 

 

第 131 回 

一般社団法人日本脳神経外科学会 関東支部学術集会 

 

日 時： 平成 28 年 12 月 3 日（土） 9:00～16:00 

会 場： フクラシア東京ステーション ６F 
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 6F 

会 長： 兵頭 明夫（獨協医科大学越谷病院 脳神経外科） 

U R L：  http://jns.umin.ac.jp/meeting/branch/kt131.html 

 

 

 

 

・JR[東京]駅・地下鉄[大手町]駅 地下直結 

・JR[東京]駅・日本橋口徒歩 1 分 

・JR 地下鉄[大手町]駅 B6 出口直結 
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◆ 演者の方へ 

 発表時間： 発表 5 分 討論 2 分 

 発表形式： PC 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 でお持ちください。 

 USB メモリーでも可能ですが、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 をお持ちください。 

 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」

としてください。 

 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ー出力端子の

場合は、各自で変換アダプタをご準備ください。 

 

◆ 学会参加費： 2,000 円（当日会場でお支払いください）※現金支払いのみ 

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。 

 

◆ ランチョンセミナー 12:00～13:00 

※昼食をご用意いたしておりますが、数に限りがありますことをご了承ください。 

 

◆ 支部理事会： 15:00～ 「6A」（6 階）にて開催いたします。 

役員の先生方はご出席をよろしくお願いいたします。 

 

◆ 安全講習、FD 講習はございません。 

 

  

 

＜日程表＞ 

 
一般社団法人日本脳神経外科学会関東支部会ホームページ（http://square.umin.ac.jp/jnsksb/）より、 

プログラムと抄録集がダウンロードできます。 

 

 

（６A）

9:00-14:30

機器展示

(A1)

15：00-

支部理事会

A会場　（６B） B会場　（６C）

9:00 開会挨拶

外傷

リンパ腫 (B1) 脳動脈瘤 1

(B2) 脳動脈瘤 2

(B3)

9:05-9:50 9:05-10:00

10:45-11:50 (A3) 症例報告 10:55-11:50

9:50-10:45 (A2) 悪性腫瘍 10:00-10:55

(B4) AVシャント

14:05-15:00 (B5)

12:00-13:00　ランチョンセミナー 12:00-13:00　ランチョンセミナー

16:05 閉会挨拶

脳血管障害
14:15-15:10 (A5) 腫瘍・画像

15:00-15:55 (B6) 血行再建
15:10-16:05 (A6) 良性腫瘍

13:10-14:15 13:10-14:05(A4) 機能
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A 会場 （6B） 

 

■開会挨拶 獨協医科大学越谷病院脳神経外科 兵頭明夫 9：00～9：05 

 

■A1 リンパ腫 9：05～9：50 

座長：井内 俊彦（千葉県がんセンター脳神経外科） 

A1-1 認知症を契機に指摘された中枢神経原発リンパ腫の一例 

日本医科大学脳神経外科   樋口 直司 

A1-2 脳生検術により診断された血管内リンパ腫の１例 

東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (佐倉)    内野 圭 

A1-3 脳ヘルニアを呈したマントル細胞リンパ腫中枢再発に対して外減圧術が有効であった 1 例 

東京都済生会中央病院脳神経外科   蔵成 勇紀 

A1-4 診断に苦慮した悪性リンパ腫の一例 

昭和大学藤が丘病院脳神経外科  久保 美奈子 

A1-5 中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドの効果を検証する臨床試験 

埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科    西川 亮 

 

■A2 悪性腫瘍 9：50～10：45 

座長：永石 雅也（獨協医科大学越谷病院脳神経外科） 

A2-1 IDH-1 変異を伴った脊髄 Glioma の一例 

東京都立神経病院脳神経外科   曽田 剛史 

A2-2 神経線維腫症 1 型に high grade glioma を合併した 1 例 

順天堂大学医学部脳神経外科   石元 玲央 

A2-3 節外性 NK/T 細胞リンパ腫鼻型の既往があり、診断に難渋した小脳膠芽腫の一例 

虎の門病院脳神経外科   丹羽 良子 

A2-4 重粒子線治療経過中に腫瘍増大と頭蓋内進展をきたした側頭骨軟骨肉腫の一手術例 

防衛医科大学校脳神経外科   美山 真崇 

A2-5 腎細胞癌術後長期経過で頭蓋内転移を来した一例 

国立国際医療研究センター病院脳神経外科   玉井 雄大 

A2-6 蝶形骨洞内に充満する未分化肉腫の一例 

獨協医科大学越谷病院脳神経外科   松本 佳之 

 

■A3 症例報告 10：45～11：50 

座長：小松 洋治（筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター） 

A3-1 三脚骨折、中足骨骨折に脳脂肪塞栓症を合併した一例  

東京都立墨東病院脳神経外科  有屋田 健一 
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A3-2 頭部皮下気腫を契機に診断された外傷性気胸の 1 例  

済生会横浜市南部病院脳神経外科    寺園 明 

A3-3 硬膜外腫瘍を来たした多発性骨髄腫の一例  

総合病院国保旭中央病院脳神経外科   喜古 一成 

A3-4 下腿猫咬傷による Pateurella Multocida 菌血症から硬膜下膿瘍を来たした 1 例  

海老名総合病院脳神経外科    長原 歩 

A3-5 外転神経麻痺にて発症した感染性脳血管奇形の一例  

さいたま市立病院脳神経外科  福村 麻里子 

A3-6 脳室腹腔短絡術後慢性期に腹側チューブによる胃穿孔を生じた１例  

筑波大学附属病院日立社会連携教育研究ｾﾝﾀｰ・日立総合病院脳神経外科   関根 智和 

A3-7 Conjoined nerve root を合併した腰椎椎間板ヘルニアの 2 手術例  

厚木市立病院脳神経外科   藤田 周佑 

 

 

■ランチョンセミナー 12：00～13：00 

共催：バイエル薬品株式会社   

座長：兵頭 明夫（獨協医科大学越谷病院脳神経外科） 

「実臨床における DOAC のベネフィット 

－リアルワールドエビデンスは我々に何を教えてくれるのか－」 

埼玉医科大学国際医療センター神経内科   棚橋 紀夫 

 

 

■A4 機能 13：10～14：15 

座長：山口 文雄（日本医科大学付属病院脳神経外科） 

A4-1 Failed back surgery の原因として腓骨神経障害の診断に苦慮した 1 例 

日本医科大学千葉北総病院脳神経センター    金 景成 

A4-2 間欠性跛行を呈する絞扼性腓骨神経障害に対する誘発テストの検討 

帝京大学医学部脳神経外科   岩本 直高 

A4-3 微小血管減圧術が有効であった外転神経麻痺の一例 

東京女子医科大学東医療センター脳神経外科   黒井 康博 

A4-4 微小血管減圧術で治療した上斜筋ミオキミアの一例 

横浜医療センター脳神経外科   川崎 泰輔 

A4-5 後部側頭葉内側のてんかん原性腫瘍に対し subtemporal approach にて切除術を施行し

た 1 例 

NTT 東日本関東病院脳神経外科   重枝 諒太 

A4-6 音楽家ジストニアに対してガンマナイフによる視床腹吻側凝固術(Vo-thlamotomy)を行

い奏功した一例 

東京女子医科大学脳神経外科    野中 拓 
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A4-7 閉塞性水頭症による認知機能障害とその術後改善を IMZ スペクトで評価し得た一例 

山梨大学医学部脳神経外科    堀内 諒 

 

■A5 腫瘍・画像 14：15～15：10 

座長：田中 洋次（東京医科歯科大学医学部附属病院脳神経外科） 

A5-1 造影病変を伴った小児 Dysembryoplastic Neuroepithelial Tumor の 2 例 

神奈川県立こども医療センター脳神経外科   廣瀬 朋子 

A5-2 脳実質外原発性脳腫瘍像を呈した成人 pilocytic astrocytoma の一例に対する病理分子細

胞生物学的検証 

横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学   石川 幸輔 

A5-3 Tetraventricular central neurocytoma の 1 例 

自治医科大学脳神経外科   手塚 正幸 

A5-4 診断に苦慮した脳梁欠損に伴う第三脳室内腫瘍の一例 

東京医科歯科大学脳神経外科   澤柳 文菜 

A5-5 急速に症状が進行した脊髄原発混合型胚細胞性腫瘍の一例 

群馬大学医学部脳神経外科   常岡 明加 

A5-6 大脳深部 pilocytic astrocytoma に対して ViewSiteTM を用いた image guided port 

surgery の一例 

筑波大学医学医療系脳神経外科   坂倉 和樹 

 

■A6 良性腫瘍 15：10～16：05 

座長：登坂 雅彦（群馬大学医学部附属病院脳神経外科） 

A6-1 嗅溝部から発生した神経鞘腫の１手術例 

防衛医科大学校脳神経外科   藤井 隆司 

A6-2 10 年の経過で増大し水頭症を来した第三脳室コロイド嚢胞の一例 

日本赤十字社医療センター脳神経外科   佐藤 克哉 

A6-3 CT で低吸収域を示し、水頭症を契機に見つかった第 3 脳室コロイドのう胞の 1 例 

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター脳神経外科   蠣崎 昭太 

A6-4 塞栓術後髄膜腫の病理組織学的評価 

横須賀共済病院脳神経外科   鈴木 幸二 

A6-5 急速に頭蓋内圧が亢進した嚢胞性髄膜腫の一例 

東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (大森)   栄山 雄紀 

A6-6 延髄空洞症状を強く呈した下位胸髄血管芽腫の１例 

慶應義塾大学医学部脳神経外科   岩井 貴洋 

 

■閉会挨拶 獨協医科大学越谷病院脳神経外科 兵頭明夫 16：05～16：15 



6 

 

B 会場 （6C） 
 

 

■B1 脳動脈瘤 1 9：05～10：00 

座長：山本 宗孝（順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経外科） 

B1-1 ステント併用下に塞栓術を施行した破裂椎骨動脈解離性動脈瘤の 2 例 

関東労災病院脳神経外科   土方 貴道 

B1-2 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後に造影剤脳症を呈した一例 

順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科   阪本 浩一朗 

B1-3 前交通動脈に発生した破裂 Blister-like aneurysm の１例 

足利赤十字病院脳神経外科   安彦 友博 

B1-4 巨大中大脳動脈瘤の trapping 術において balloon による中枢側親血管確保が有用であ

った１例 

医療法人社団誠馨会新東京病院脳神経外科   齋藤 雄三 

B1-5 巨大内頚動脈瘤に対する治療経験 

医療法人熊谷総合病院脳神経外科   前田 大介 

B1-6 術中の頭蓋内内頚動脈損傷に対し，側頭筋被覆にて修復が可能だった 1 例 

茨城県立中央病院脳神経外科   高橋 利英 

 

■B2 脳動脈瘤 2 10：00～10：55 

座長：川島 明次（東京女子医科大学八千代医療センター脳神経外科） 

B2-1 出血発症した小児もやもや病に伴う仮性脳動脈瘤の一例 

東京都立小児総合医療センター脳神経外科   山本 綾 

B2-2 もやもや病に合併する末梢性動脈瘤に対し STA-MCA バイパス術後短期間に動脈瘤の消

失を認めた 2 例 

東京女子医科大学八千代医療センター脳神経外科   反田 茜 

B2-3 動静脈奇形に合併, くも膜下出血で発症した多発後下小脳動脈瘤の 1 例 

順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科   児玉 琢磨 

B2-4 多発動脈瘤に対する治療中に破裂した微小前大脳動脈瘤の一症例 

横浜新都市脳神経外科病院   佐藤 浩明 

B2-5 くも膜下出血で発症した Azygos artery を伴う前大脳動脈 A1 解離性動脈瘤の 1 例 

公立福生病院脳神経外科   遠藤 岳朗 

B2-6 妊娠初期に合併したくも膜下出血の一例 

東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科   岩間 淳哉 
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■B3 外傷 10：55～11：50 

座長：戸村 哲（防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門） 

B3-1 用手圧迫法が奏功した外傷性浅側頭動脈瘤の一例 

茨城西南医療センター病院脳神経外科   丸山 沙彩 

B3-2 外傷により頚動脈海綿静脈洞瘻と偽性中硬膜動脈瘤を合併した 1 例 

横浜市立みなと赤十字病院脳神経外科    笹目 丈 

B3-3 開頭術後に慢性硬膜外血腫を来した 1 例 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科   池田 哲也 

B3-4 Kasabach-Merritt syndrome に慢性硬膜下血腫を合併した一例 

東海大学医学部脳神経外科   横田 和馬 

B3-5 頭蓋内慢性硬膜下血腫と同時発症した脊髄硬膜下血腫に対する経皮的穿刺吸引術 

東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科   鈴木 智也 

B3-6 神経内視鏡が有用であった多房性巨大慢性硬膜下血腫の一例 

永寿総合病院脳神経外科  藤田 明日菜 

 

■ランチョンセミナー 12：00～13：00 

共催：日本ストライカー株式会社  

 座長：根本 繁（東京医科歯科大学医学部附属病院血管内治療科） 

「ここまでできる！！ 脳血管内治療」 

Coiling にこだわった 15 年  

立川綜合病院循環器・脳血管センター脳神経外科   阿部 博史 

脳血管内治療、発展の歴史と近未来 

 筑波大学医学医療系脳神経外科   滝川 知司 

 

 

■B4 AV シャント 13：10～14：05 

座長：保谷 克巳（帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科） 

B4-1  ICG が有用であった前頭蓋窩 dural AVF の一例 

東京医科大学脳神経外科    青柳 滋 

B4-2 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する上眼静脈直接穿刺による経静脈的塞栓術において上

眼静脈穿刺に難渋した一例 

筑波メディカルセンター病院脳神経外科    池田 剛 

B4-3 三叉神経動脈に合併した三叉神経動脈-海綿静脈洞瘻の 1 例 

東京慈恵会医科大学脳神経外科    佐野 透 

B4-4 経動脈的塞栓術と外科的手術により治療した静脈洞交会部硬膜動静脈瘻の１例 

関東労災病院脳神経外科  長谷川 怜美 
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B4-5 頚椎神経根症状で発症した椎骨動静脈瘻に internal trapping を行った一例 

武蔵野赤十字病院脳神経外科   笹川 麻由 

B4-6 コイル塞栓術によって治療した肺動静脈奇形が再開通し，脳塞栓症の再発を認めた 1 例 

新行橋病院脳神経外科   山下 真吾 

 

■B5 脳血管障害 14：05～15：00 

座長：佐藤 栄志（杏林大学医学部付属病院脳神経外科） 

B5-1 診断並びに治療方針決定に苦慮した側頭葉内出血の 1 例 

済生会横浜市東部病院脳神経外科   佐藤 瑞仁 

B5-2 脳出血を発症したダウン症の 1 例 

帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科    矢内 啓 

B5-3 三叉神経領域の異常感覚を呈した前下小脳動脈領域脳梗塞の一例 

杏林大学医学部脳神経外科    山田 健 

B5-4 鎖骨下動脈盗血症候群により血行力学的脳梗塞をきたした 1 例 

東京都立広尾病院脳神経外科   水田 亮佑 

B5-5 頚動脈椎骨動脈吻合をもつ内頚動脈狭窄症の一治療例 

聖マリアンナ医科大学東横病院脳卒中センター脳神経外科   佐瀬 泰玄 

B5-6 頸動脈閉塞部位の超音波所見とその解析 

保谷厚生病院脳神経外科    中岡 勤 

 

■B6 血行再建 15：00～15：55 

座長：鶴田 和太郎（虎の門病院脳神経血管内治療科） 

B6-1 アテローム血栓性脳主幹部動脈閉塞に対して急性期再開通療法を行った一例 

東京医科大学脳神経外科   加藤 大地 

B6-2 rt-PA 投与と急性期血行再建術を要した拡張型心筋症の小児例 

聖マリアンナ医科大学脳神経外科   内田 将司 

B6-3 Trousseau 症候群による中大脳動脈閉塞症に対して血栓回収術を施行した 1 例 

小田原市立病院脳神経外科   篠原 禎雄 

B6-4 脳底動脈閉塞に対する急性期血行再建術の成績 

東京医科大学茨城医療センター脳神経外科   新井 佑輔 

B6-5 血管内治療が奏功した上矢状静脈洞血栓症の一例 

東京都立多摩総合医療センター脳神経外科    酒井 優 

B6-6 頭蓋内静脈洞血栓症に対して直接作用型経口抗凝固薬の投与で血栓消失が確認できた 

1 例 

東京医科大学八王子医療センター脳神経外科  長谷川 麻矢 


