第 123 回

日本脳神経外科学会九州支部会
プログラム
2016 年 6 月 11 日 (土)
久留米大学 筑水会館 イベントホール

08:00- 受付
08:30

開始

12:00- ランチョンセミナー（弁当配布）
12:30- 特別セミナー
13:15- 報告－熊本地震－
16:50- FD 講習会
16:50- 懇親会（1F 中会議室）

＜注意事項＞
1)

日本脳神経外科学会専門医の方は、IC 会員カードでの専門医クレジット登録となります。
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)

日本脳神経外科学会が行う学術総会・支部学術集会における発表者は、利益相反(COI)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その旨を記載することが必要
ですのでご注意ください。（詳細は日本脳神経外科学会ホームページをご参照ください。
）

3)

FD 講習会は、全視聴して頂くことを受講の条件と致します。いかなる理由があっても、途
中入室・退室の際、受講は無効となります。整理券は受付で配布します。

4)

発表についてのお願い

①

発表の 30 分前までに受付を済ませ、動作確認（特に動画）を行って下さい。

②

発表の 10 分前には次演者席にご着席ください。

③

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致します。

④

口演時間は 5 分（4 分で緑ランプ、5 分で赤ランプ点灯）
、質疑応答は 3 分です。
通例より短くなっておりますのでご注意ください。

⑤

発表形式は PC プレゼンテーションです。（OS: Windows 7

PowerPoint: 2007, 2010,

2013）
⑥

Macintosh をご使用の方は本体および映像変換コネクタ（D-sub 15pin）をご準備ください。

会場：

久留米大学医学部筑水会館 （福岡県久留米市旭町 67）

＜会場アクセス＞
●西鉄久留米駅から
西鉄バス系統番号 8（大学病院、高専方面行／大学病院または医学部前下車）約 17 分

●ＪＲ久留米駅から
西鉄バス系統番号 8（大学病院、高専方面行／大学病院または医学部前下車）約 7 分
●久留米 I.C.から

自動車で約 15 分

筑水会館
（会場）

P

P

駐車場 2 ヶ所（受診者用駐車場を御利用下さい。受付で駐車券をお渡しします）
※駐車可能台数には限りがございますのでご了承ください。

第 123 回 日本脳神経外科学会九州支部会 プログラム
2016 年 6 月 11 日 (土)
会場: 久留米大学 筑水会館 イベントホール

●

Session 1 血管障害Ⅰ

8:30～9:10
座長 久保 毅 （大分大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 野中 将 （福岡大学）

01

視機能障害と頭痛で発症した破裂前交通動脈瘤によるくも膜下出血の１例
１

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

○藤森 香奈１, 江藤 朋子１, 山下 伸１, 倉本 晃一１, 森岡 基浩２

02

妊娠３４週に発症したくも膜下出血の 1 例
佐賀大学医学部脳神経外科

○立川 温子, 若宮 富浩, 下川 尚子, 河島 雅到, 江橋 諒, 劉 軒, 吉岡 史隆,
緒方 敦之, 高瀬 幸徳, 中原 由紀子, 増岡 淳, 阿部 竜也

03

左鎖骨下動脈起始異常を合併し、非反回下喉頭神経に注意を要した
内頚動脈剥離術の一例
新古賀病院脳卒中脳神経センター脳神経外科

○秋山 智明, 石堂 克哉, 伊藤 理, 一ツ松 勤

04

右急性硬膜下血腫の既往があり、右側頭葉皮質下出血で発症した
脳動静脈奇形の 1 例
済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科

○中川 政弥, 竹崎 達也, 土井 一真, 亀野 功揮, 牟田 大助, 加治 正知, 山城 重雄,
西 徹

05

ハイブリッド手術室で直達術を施行した頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の 2 例
１

佐賀県医療センター好生館脳神経外科, ２佐賀大学医学部脳神経外科

○中城 博子１, 松本 健一１, 溝上 泰一朗１, 高松 裕一郎１, 吉岡 史隆２, 坂田 修治１

●

Session 2 血管障害Ⅱ

9:10～9:50
座長 案田 岳夫 （長崎大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 西村 中 （九州大学）

06

バイパス併用脳動脈瘤頸部クリッピング術を施行した
未破裂大型中大脳動脈瘤の 1 例
池友会福岡和白病院脳神経外科

○谷口 俊介, 一ノ瀬 誠, 原田 啓, 梶原 真仁, 肥後 尚樹, 清水 一晃, 福山 幸三

07

直達術で摘出を行った感染性破裂脳動脈瘤の一例
１

九州医療センター脳神経外科, ２九州医療センター病理部

○川野 陽祐１, 三木 健嗣１, 道脇 悠平１, 秦 暢宏１, 詠田 眞治１, 林 博之２, 中溝 玲１

08

放射線治療後壊死性骨髄炎により感染性内頚動脈仮性動脈瘤破裂を来した
1例
１

久留米大学病院高度救命救急センター, ２久留米大学医学部脳神経外科

○橋本 彩１, 山本 真文２, 西島 至令１, 音琴 哲也１, 寺地 昭太１, 坂本 六大２,
折戸 公彦２, 坂田 清彦２, 竹内 靖治２, 青木 孝親２, 廣畑 優２, 森岡 基浩２

09

STA-PCA バイパス術を併用した親血管閉塞術を行った
PCA 巨大血栓化動脈瘤の一例
九州大学大学院医学研究院脳神経外科

○野口 直樹, 西村 中, 迎 伸孝, 有村 公一, 空閑 太亮, 橋口 公章, 吉本 幸司,
佐山 徹郎, 飯原 弘二

10

後大脳動脈 P２部紡錘状動脈瘤に対し OA-PCA バイパス術を施行し、
血管内治療を行った１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

○岡 祐介１, 劉 軒２,江橋 諒２, 若宮 富浩２, 吉岡 史隆２, 緒方 敦之２, 高瀬 幸徳２,
中原 由紀子２, 増岡 淳２, 下川 尚子２, 河島 雅到２, 阿部 竜也２

●

Session 3 血管障害Ⅲ

9:50～10:30
座長 東 登志夫 （福岡大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 久保 毅 （大分大学）

11

破裂左後下小脳動脈遠位脳動脈瘤に対し脳動脈瘤コイル塞栓術を行なった
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

○吉永 進太郎１, 福島 浩１, 吉野 慎一郎１, 平川 勝之１, 井上 亨２

12

Pipeline Flex の使用経験
１

福岡大学医学部脳神経外科, ２福岡大学病院救命救急センター

○宮崎 裕子１, 竹本 光一郎１, 岩朝 光利２, 東 登志夫１, 井上 亨１

13

脳梗塞とくも膜下出血を同時期に発症し、血管内治療による母血管閉塞術を
施行した前大脳動脈解離の 1 例
１

九州医療センター脳血管内治療科,
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科、九州医療センター脳血管内治療科,
３
九州労災病院脳血管内科、九州医療センター脳血管内治療科
２

○黒木 亮太１, 徳永 聡２, 鶴崎 雄一郎３, 佐原 範之１, 宮﨑 雄一１, 津本 智幸１

14

内動脈起始部の急性閉塞に対して再開通療法を施行し，残存狭窄に対して
慢性期にステント留置術を施行した 1 例
佐世保市総合医療センター

○林 健太郎, 松永 裕希, 林 之茂, 白川 靖, 岩永 充人

15

Onyxを使用したTAEで根治できたtentrial dural AVFの2例
小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科

○安藤 充重, 定政 信猛, 徳永 敬介, 瀧田 亘, 千原 英夫, 坂 真人, 甲斐 康稔,
波多野 武人, 永田 泉

●

Session 4 血管障害Ⅳ

10:30～11:10
座長 山本 淳考 （産業医科大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 中原 由紀子 （佐賀大学）

16

脳出血で発症したテント部硬膜動静脈瘻に対し経動脈的塞栓術後に
内視鏡下血腫除去術を施行した一例
１

福岡大学医学部脳神経外科, ２福岡大学病院救命救急センター

○松本 徳彦１, 左村 和宏１, 三木 浩一１, 小林 広昌１, 竹本 光一郎１, 東 登志夫１,
岩朝 光利２, 石倉 宏恭２, 井上 亨１

17

脳出血で発症し転帰不良となった若年もやもや病の 1 手術例
－いかにして救命すべきだったのか－
沖縄県立中部病院脳神経外科

○矢野 昭正, 大森 貴宏, 石川 泰成, 仲宗根 進

18

茎状突起過長症に伴う頚部内頚動脈解離の1例
１

佐世保中央病院脳神経外科, ２福岡大学医学部脳神経外科, ３杏林病院

○堀尾 欣伸１, 竹本 光一郎２, 保田 宗紀１, 藤原 史明１, 高木 友博１, 石坂 繁寿３,
阪元 政三郎１, 井上 亨２

19

脳静脈血栓症による脳内出血に続発した低髄液圧症候群の 1 例
１

医療法人慈風会厚地脳神経外科病院, ２鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科

○永野 祐志１, 川原 隆１, 厚地 正道１, 高崎 孝二１, 有田 和徳２

20

Transverse pontine vein が責任血管と考えられた三叉神経痛に対する
外科治療の一例
１

福岡山王病院 脳・神経機能センター, ２佐賀大学医学部脳神経外科

○小川 さや香１, 大原 信司１, 榎本 年孝１, 松島 俊夫１, 増岡 淳２

●

Session 5 脳腫瘍Ⅰ

11:10～11:50
座長 矢野 茂敏 （熊本大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 中野 良昭 （産業医科大学）

21

確定診断にDNAシークエンスが有用であったganglioglioma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病理診断科,
群馬大学大学院医学系研究科病態病理学分野, ４桜十字病院

３

○舎川 健史１, 林 建佑１, 浜崎 禎１, 篠島 直樹１, 黒田 順一郎１, 今岡 幸弘１,
竹島 裕貴１, 中川 隆志１, 三上 芳喜２, 横尾 英明３, 秀 拓一郎１, 牧野 敬史１,
中村 英夫１, 矢野 茂敏１, 倉津 純一４

22

多様な分化を示す腫瘍細胞を伴った鞍上部神経節膠腫の一例
１

(株)麻生飯塚病院脳神経外科, ２(株)麻生飯塚病院救急部

○舟越 勇介１, 名取 良弘１, 今本 尚之１, 井上 大輔１, 森 恩1, 山田 哲久２

23

口部ジスキネジアを呈する成人側頭部髄膜腫
産業医科大学脳神経外科

○長坂 昌平, 梅村 武部, 山本 淳考, 高橋 麻由, 中野 良昭, 秋葉 大輔, 植田 邦裕,
鈴木 恒平, 宮地 裕士, 西澤 茂

24

海綿静脈洞部に発生した成人頭蓋内
Hemangiopericytoma / Solitary fibrous tumor
産業医科大学脳神経外科

○宮地 裕士, 鈴木 恒平, 山本 淳考, 高橋 麻由, 中野 良昭, 秋葉 大輔, 植田 邦裕,
梅村 武部, 長坂 昌平, 西澤 茂

25

術前悪性神経膠腫を疑った急性脱髄疾患の一例
１

福岡赤十字病院脳神経外科, ２福岡大学脳神経外科, ３福岡赤十字病院病理, ４福岡大学病理

○継 仁１, 三木 浩一１, 天本 宇昭１, 平田 陽子１, 吉岡 努１, 井上 亨２, 西山 憲一３,
鍋島 一樹４

●

ランチョンセミナー

12:00～12:30
座長 青木 孝親 （久留米大学）

『抗血栓薬と上部消化管障害』
演者 向笠 道太先生 （久留米大学 内科学講座 消化器内科部門）

●

特別セミナー

12:30～13:00
座長 坂田 清彦 （久留米大学）

『頭部（頭皮）を扱う際に形成外科が考えていること』
演者 古賀 憲幸先生 （久留米大学 形成外科・顎顔面外科学講座）

●

理事会 （１階 小会議室）

●

報告 －熊本地震－

12:00～13:00

13:15～13:30
座長 森岡 基浩 （久留米大学）

演者 矢野 茂敏先生 （熊本大学）

●

Session 6 脳腫瘍Ⅱ

13:30～14:10
座長 平野 宏文 （鹿児島大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 山下 真治 （宮崎大学）

26

細胆管細胞癌脳転移の１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

○大久保 卓１, 中島 慎治１, 竹重 暢之１, 坂田 清彦１, 柳田 恵理子２, 杉田 保雄２,
森岡 基浩１

27

胃未分化多形肉腫からの転移性脳腫瘍の１例
九州大学大学院医学研究院脳神経外科

○横溝 明史, 空閑 太亮, 迎 伸孝, 西村 中, 有村 公一, 橋口 公章, 吉本 幸司,
佐山 徹郎, 飯原 弘二

28

膵癌原発の転移性脳腫瘍の一例
１

(株)麻生飯塚病院初期研修医, ２(株)麻生飯塚病院脳神経外科, ３(株)麻生飯塚病院救急部

○石原 大輔１, 舟越 勇介２, 名取 良弘２, 今本 尚之２, 井上 大輔２, 森 恩２, 山田 哲久３

29

腫瘍出血を呈した悪性黒色腫転移性脳腫瘍の一例
１

九州医療センター脳神経外科, ２九州医療センター病理部

○三木 健嗣１, 川野 陽祐１, 道脇 悠平１, 秦 暢宏１, 詠田 眞治１, 桃崎 征也２, 中溝 玲１

30

非小細胞性肺がん切除化学療法後、
出血を繰り返しながら極めて緩徐に増大した転移性脳腫瘍の 1 例
１

長崎大学医学部 6 年, ２長崎大学医学部脳神経外科

○中武 康隆１, 藤本 隆史２, 梅野 哲也２, 出端 亜由美２, 氏福 健太２, 吉田 光一２,
鎌田 健作２, 松尾 孝之２

●

Session 7 脳腫瘍Ⅲ

14:10～14:42
座長 吉本 幸司 （九州大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 鎌田 健作 （長崎大学）

31

海綿静脈洞部腫瘍の一例
新小文字病院脳神経外科

○石原 直貴, 増田 勉, 藤村 陽都, 押方 章吾

32

後頭蓋窩正中部の mature teratoma に合併した diffuse large B-cell lymphoma
の１例
１

福岡大学医学部脳神経外科, ２沖縄県立宮古病院脳神経外科, ３福岡大学医学部病理部

○吉永 貴哉１, 古賀 嵩久１, 小林 広昌１, 武村 有祐２, 森下 登史１, 安部 洋１, 鍋島 一樹３,
井上 亨１

33

腫瘍塞栓術を併用し、開頭により眼窩内容除去術を行った眼窩内腫瘍の 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構造機能病態学分野

○横山 貴裕１, 齋藤 清貴１, 新甫 武也１, 横上 聖貴１, 上原 久生１, 佐藤 勇一郎２,
竹島 秀雄１

34

当院で経験した脳幹部海綿状血管腫の 3 症例
国家公務員共済組合連合会浜の町病院脳神経外科

○前原 直喜, 上坂 十四夫, 松角 宏一郎

●

Session 8 脊椎脊髄

14:42～15:22

座長 上原 久生 （宮崎大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 内門 久明 （うちかど脳神経外科クリニック）
35

画像上著明な石灰化像を呈した胸髄髄膜腫の 2 例
１

長崎大学医学部脳神経外科, ２長崎大学医学部病理

○大園 恵介１, 定方 英作１, 角田 圭司１, 松尾 孝之１, 福岡 順也２

36

頚部脊柱管狭窄症を合併した正常圧水頭症の治療経験
福岡輝栄会病院脳神経外科

○尤 郁偉, 阿部 悟朗, 石橋 秀昭, 中野 智伸, 鈴木 聡

37

Keegan 麻痺に類似した頸椎の解離性運動麻痺を呈した 1 例
１

静便堂白石共立病院脳神経外科, ２正島脳神経外科病院, ３伊万里有田共立病院

○宮原 孝寛１, 本田 英一郎１, 橋川 正典２, 正島 和人２, 田中 達也３, 桃崎 宣明３

38

頸椎前方除圧固定術後遅発性に脊髄腫脹をきたした 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正島脳神経外科病院

○田中 達也１, 本田 英一郎２, 正島 和人３, 橋川 正典３, 宮原 孝寛２, 桃崎 宣明１,
正島 隆夫３

39

Crowned dens syndrome を合併した急性硬膜下血腫の一例
九州労災病院脳神経外科

○高原 健太, 天野 敏之, 芳賀 整

●

Session 9 小児・機能

15:22～16:02
座長 渡邉 孝 （琉球大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 浜崎 禎 （熊本大学）

40

半球間裂嚢胞を伴う脳梁欠損症の一例
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潤和会記念病院, ３宮崎県立日南病院,
宮崎大学医学部発達泌尿生殖医学講座産婦人科学分野

４

○松元 文孝１, 山下 真治１, 牟田 淳一郎１, 武石 剛１, 笠 新逸１, 水口 麻子１, 上原 久生１,
都志 洋太２, 末松 裕貴３, 児玉 由紀４, 道方 香織４, 竹島 秀雄１

41

非交通性水頭症を合併した先天性トキソプラズマ症の１例
１

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科, ２鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野,
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科産科婦人科学

３

○田上 なつ子１, 大吉 達樹１, 平野 宏文１, 丸山 慎介２, 新谷 光央３, 比嘉 那優大１,
有田 和徳１

42

直静脈洞の vertical embryonic positioning 類似の静脈奇形を伴った
後頭下部 atretic cephalocele の一例
１

福岡市立病院機構福岡市立こども病院脳神経外科, ２九州大学大学院医学研究院 神経病理,
福岡市立こども病院 小児神経科

３

○村上 信哉１, 森岡 隆人１, 鈴木 諭２, 吉良 龍太郎３

43

慢性頭痛を主訴とした脳室壁結節性異所性灰白質に伴う交通性水頭症の
１例
久留米大学医学部脳神経外科

○野見山 美香, 竹重 暢之, 坂本 六大, 坂田 清彦, 森岡 基浩

44

当院における難治性てんかんに対する迷走神経刺激療法の実績
１

大分大学医学部脳神経外科, ２大分大学医学部小児科

○松田 浩幸１, 上田 徹１, 津田 聖一１, 川崎 ゆかり１, 杉田 憲司１, 岡成 和夫２, 藤木 稔１

●

Session 10 感染・その他

16:02～16:42
座長 増岡 淳 （佐賀大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 大吉 達樹 （鹿児島大学）

45

再発性多発性骨髄腫のLd(Lenalidomide+dexamethasone)療法中に合併した
結核性脳膿瘍の一例
１

JCHO九州病院脳神経外科, ２JCHO九州病院血液・腫瘍内科

○白水 寛理１, 外間 政朗１, 伊野波 諭１, 小川 亮介２

46

広東住血線虫による脳膿瘍の一例
熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野

○天達 俊博, 黒田 順一郎, 中川 隆志, 岳元 裕臣, 林 建佑, 舎川 健史, 末吉 博之,
矢野 茂敏

47

脳室内に多発した Inflammatory pseudotumor の 1 例
１

済生会福岡総合病院脳神経外科, ２久留米大学医学部脳神経外科, ３済生会福岡総合病院病理診断科,
久留米大学医学部病理学講座

４

○牧園 剛大１, 中村 普彦１, 前田 充秀１, 森高 千尋２, 吉村 文秀１, 宮城 知也１,
大倉 章生１, 森岡 基浩２, 加藤 誠也３, 杉田 保雄４

48

後天性第Ⅴ因子インヒビターに伴う急性硬膜下血腫の一例
済生会長崎病院脳神経外科

○原口 渉, 宗 剛平

49

パラソルハンガーによる鼻孔からの穿通性脳幹損傷の一例
長崎医療センター脳神経外科

○佐藤 慧, 日宇 健, 小野 智憲, 牛島 隆次郎, 戸田 啓介, 堤 圭介

●

ＦＤ講習会 （ビデオ上映）

●

懇親会 （1Ｆ 中会議室）

16:50～1７:50
16:50～18:00

協力協賛企業一覧
株式会社アムテック
大塚製薬株式会社
株式会社カネカメディックス
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
日本ストライカー株式会社
（五十音順）

