
第120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4月20日（土） 9時25分～17時00分
会場：日本歯科大学生命歯学部　東京都千代田区富士見1-9-20
	 A会場：B1F	九段ホール　　B会場：5F	152講堂

URL：http://jns.umin.ac.jp/meeting/branch_kt/kt120.html

JR総武線	
　「飯田橋駅」下車　西口改札出口

東京メトロ東西線	
　「飯田橋駅」下車　A3〜A5出口

東京メトロ有楽町線	
　「飯田橋駅」下車　B2a出口

東京メトロ南北線	
　「飯田橋駅」下車　B2a出口

都営地下鉄大江戸線	
　「飯田橋駅」下車　A4出口

東京メトロ東西線	
　「九段下駅」下車　1番、7番出口

都営地下鉄新宿線	
　「九段下駅」下車　1番出口

東京メトロ半蔵門線	
　「九段下駅」下車　1番出口

会長：東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科　教授　岩渕	聡

■受　　　付	 B1F	九段ホール前

■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USBメモリで受け付けします。バックアップとしてご自分のPCでお持ち

下さい。また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
および映画出力アダプタ（D-sub15出力）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。

■会場整理費	 	2,000円（当日会場でお支払いください）	
本会も会員カードによるクレジット登録が可能です。

■特 別 講 演	 	12時00分	B会場：5F	152講堂	
「てんかん診療ネットワーク　〜被災地東北からの発信〜」		
東北大学大学院医学系研究科　てんかん学分野　教授　中里　信和先生		
共催：大塚製薬株式会社	

■FD講習会について	
	 16時〜17時　5Ｆ	151講堂で行います。

■支部理事会	 	15時〜　本館２Ｆ　第2会議室	
役員の先生方はご出席をよろしくお願い致します。

※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できます。
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A会場

■会長挨拶 9：25〜9：30

■外傷/感染症 9：30〜10：25��
�� 座長　秋元 治朗　（東京医科大学脳神経外科）

A-1-01�� 軽微頭部外傷後、遅発性に発生した左動眼神経単独麻痺の一例	
	 慶應義塾大学医学部脳神経外科	 中川	　祐　

A-1-02�� 慢性硬膜下血腫術後に外傷性急性硬膜下血腫を生じた一例	
	 東京都立大塚病院脳神経外科	 高橋	　恵　

A-1-03�� 膿瘍化した慢性硬膜下血腫の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　

A-1-04�� リネゾリドが著効したEntrococcus	faecalis脳室炎の一例	
	 川崎市立多摩病院脳神経外科（指定管理者	学校法人聖マリアンナ医科大学）	 小菅	康史　

A-1-05�� neurocysticercosisの１症例	
	 せんぽ東京高輪病院脳神経外科	 角	真佐武　

A-1-06�� 小脳進行性多巣性白質脳症の２例	
	 東京医科大学八王子医療センター脳神経外科	 深見	真二郎

A-1-07�� 頭痛と眼球運動障害で発症した肥厚性硬膜炎の一例	
	 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	 清水	一秀　

■脳血管障害1 10：25〜11：10��
�� 座長　根本 匡章　（東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座）

A-2-01�� 視力障害で発症した前交通動脈脳動脈瘤の１例	
	 東海大学医学部脳神経外科	 林	　直一　

A-2-02�� 両側内頚動脈閉塞を伴うP1-2移行部動脈瘤破裂の一例	
	 東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座（大森）	 原田	直幸　

A-2-03�� Contralateral	extradural	temporopolar	approachにてClipしたBA-SCA	aneurysmの一例	
	 防衛医科大学校脳神経外科	 森永	裕介　

A-2-04�� 小脳出血を主体としたくも膜下出血で発症した破裂末梢性上小脳動脈瘤の一例	
	 日本赤十字社医療センター脳神経外科	 近藤	祐史　

A-2-05�� 破裂脳動脈瘤の治療経過中に肝動脈瘤の破裂を来した一例	
	 横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科	 高寺	睦見　

A-2-06�� 3D-CTAでは描出されない動脈瘤の検討	
	 埼玉医科大学病院脳神経外科	 高見澤	幸子
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■脳血管障害2 11：10〜11：55��
�� 座長　和田 孝次郎　（防衛医科大学校脳神経外科）

A-3-01�� 乳児に発生した頭蓋外巨大内頚動脈瘤の１例	
	 東京女子医科大学脳神経外科	 小林	達弥　

A-3-02�� トラッピング後に再破裂をきたし、V3-PICA	バイパスを施行した	
左椎骨動脈解離性動脈瘤破裂の一例	
	 東京都立多摩総合医療センター脳神経外科	 上野	　龍　

A-3-03�� STA-MCA吻合術中に吻合部閉塞を繰り返した、先天性プロテインC欠損症の一例	
	 横浜栄共済病院脳卒中診療科・脳神経外科	 櫛	　裕史　

A-3-04�� 脳血管吻合術中に発生した脳動静脈シャント（AVS）の１例	
	 保谷厚生病院脳神経外科	 中岡	　勤　

A-3-05�� CEAにて改善した	scintillating	scotoma発症、内頸動脈狭窄症の１例	
	 防衛医科大学校脳神経外科	 木村	尚平　

A-3-06�� B-mode所見による術中ならびに周術期における脳虚血障害部位の診断と評価	
	 保谷厚生病院脳神経外科	 中岡	　勤　

■脳血管障害3 13：00〜13：40��
�� 座長　中冨 浩文　（東京大学脳神経外科）

A-4-01�� 3DCGが有用であった左	subcentral	AVMの１例	
	 杏林大学医学部脳神経外科	 清水	淑恵　

A-4-02�� 重度の脳血管攣縮を来たした小児AVMの１例	
	 聖マリアンナ医科大学脳神経外科	 伊藤	英道　

A-4-03�� 頭蓋頸椎移行部のdural	arteriovenous	fistulaとperimedullary	arteriovenous	malformationの	
合併したくも膜下出血の一例	
	 東京大学脳神経外科	 串原	義啓　

A-4-04�� 上矢状静脈洞血栓症に伴い左大脳半球に出血性梗塞を発症した２例	
	 栃木病院脳神経外科	 堀越	　知　

A-4-05�� 産褥期脳出血の１例	
	 茨城西南医療センター病院脳神経外科	 阿久津	善光

■機能外科/定位手術 13：40〜14：25��
�� 座長　川俣 貴一　（東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経外科）

A-5-01�� PICAループが原因であった舌咽神経痛の１例	
	 総合病院厚生中央病院脳神経外科	 星野	孝省　

A-5-02�� 椎骨動脈窓形成による片側顔面痙攣の一例	
	 東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経外科	 野村	俊介　
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A-5-03�� ゴアテックスを用いた顔面痙攣の手術	
	 石岡循環器科脳神経外科病院	 大島	幸亮　

A-5-04�� 片側顔面痙攣における術中異常筋電図反応と術後症状の相関性	
	 水戸ブレインハートセンター	 畑山	　徹　

A-5-05�� 高精度の脳深部刺激電極留置術における我々の工夫	
	 国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科	 開道	貴信　

A-5-06�� CT骨画像とMRI脳温モニターを統合した集束超音波による低侵襲定位脳手術	
	 東京女子医科大学脳神経外科	 阿部	圭市　

■脳血管障害4 14：25〜15：10��
�� 座長　山根 文孝　（埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科）

A-6-01�� 急速に増大し頭蓋内出血を繰り返した外傷性遠位前大脳動脈瘤の一例	
	 成田赤十字病院脳神経外科	 古川	佑哉　

A-6-02�� 後大脳動脈解離を原因とし，一過性動眼神経麻痺を呈したPNSAHの稀な一例	
	 JA埼玉県厚生連　久喜総合病院脳神経外科	 都築	伸介　

A-6-03�� 狭窄像を呈した破裂性椎骨動脈解離の２症例	
	 埼玉医科大学国際医療センター　脳血管内治療科	 吉原	智之　

A-6-04�� 一側の内頚動脈狭窄に続き、対側に急性の内頚動脈狭窄を来たした一例	
	 医療法人財団健貢会　総合東京病院脳神経外科	 水本	崇雄　

A-6-05�� 頸動脈ステント留置術施行後に造影剤腎症を発症し心肺停止となった一例	
	 横浜栄共済病院脳卒中診療科・脳神経外科	 笹目	　丈　

A-6-06�� 椎骨動脈起始部近傍のステント留置術におけるIVUSの役割	
	 横浜新都市脳神経外科病院	 疋田	ちよ恵

■血管内治療1 15：10〜16：05��
�� 座長　中居 康展　（筑波大学医学医療系脳神経外科）

A-7-01�� EC-IC　bypass経由で治療した頚部内頚動脈部分血栓化巨大動脈瘤の１例	
	 虎の門病院脳神経血管内治療科	 佐藤	允之　

A-7-02�� 内頚動脈大型未破裂脳動脈瘤に対してクリッピング術、	
コイル塞栓術を組み合わせ治療しえた１症例	
	 筑波メディカルセンター病院脳神経外科	 木野	弘善　

A-7-03�� 前大脳動脈遠位部動脈瘤に対する塞栓術	
	 碑文谷病院脳神経外科	 深作	和明　

A-7-04�� 治療に難渋した椎骨動脈-後下小脳動脈分岐部瘤の２例	
	 東京都立広尾病院脳神経外科	 寺西	功輔　

A-7-05�� もやもや病に合併した破裂脳動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した１例	
	 水戸医療センター脳神経外科	 粕谷	泰道　
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A-7-06�� 血管内治療を行った中大脳動脈末梢部細菌性脳動脈瘤の１例	
	 武蔵野赤十字病院脳神経外科	 橋本	秀子　

A-7-07�� くも膜下出血、脳梗塞により致死的な経過をたどった真菌性動脈瘤の一例	
	 群馬大学医学部脳神経外科	 中田	　聡　

■血管内治療2 16：05〜16：50��
�� 座長　横内 哲也　（横浜総合病院脳神経外科）

A-8-01�� 巨大外傷性内頸動脈海綿静脈洞瘻の１例	
	 自治医科大学付属さいたま医療センター脳神経外科	 加持	春菜　

A-8-02�� 経静脈的にバルーンアシストを用いてコイル塞栓術を施行したdirectCCFの１例	
	 獨協医科大学越谷病院脳神経外科	 鈴木	亮太郎

A-8-03�� 血栓化したSOVへのdirect	punctureを行い治療したCCF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	 和久井	大輔

A-8-04�� Tolosa-Hunt症候群後に発生した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の１例	
	 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科	 平井	　希　

A-8-05�� 頚髄ダンベル神経鞘腫による、内頚静脈閉塞に合併した、頭蓋内硬膜動静脈瘻の一例	
	 東京都立神経病院脳神経外科	 畑中	　良　

A-8-06�� 原始舌下神経動脈残存患者に生じたAnterior	Condylar	Confluence部硬膜動静脈瘻の１例	
	 横浜総合病院脳神経外科	 石井	　匡　

■閉会の辞 16：50〜17：00

B会場

■脳腫瘍 下垂体 9：30〜10：05��
�� 座長　石井 雄道　（日本医科大学脳神経外科）

B-1-01�� プロラクチノーマを合併した斜台部脊索腫の一例	
	 日本医科大学脳神経外科	 田原	重志　

B-1-02�� 下垂体部に発生した異所性唾液腺の１例	
	 横須賀共済病院脳神経外科	 田中	悠介　

B-1-03�� 下垂体前葉機能低下症で発症した男性乳癌下垂体転移の１例	
	 立川病院脳神経外科	 福永	篤志　

B-1-04�� 転移性下垂体腫瘍の一例	
	 深谷赤十字病院脳神経外科	 狩野	友昭　
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■内視鏡/その他 10：05〜10：45��
�� 座長　石井 尚登　（順天堂大学医学部脳神経外科）

B-2-01�� 神経内視鏡下に開放術を行ったトルコ鞍上部小児くも膜嚢胞の１例	
	 土浦協同病院脳神経外科	 石和田	宰弘

B-2-02�� 小児鞍上部くも膜嚢胞に対する内視鏡下開窓術中に、	
嚢胞内造影剤注入により脳底槽との交通を確認した一例	
	 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科	 齊藤	　徹　

B-2-03�� 特発性頭蓋内圧亢進症に合併した髄液鼻漏に対する経鼻内視鏡的髄液漏閉鎖術の一例	
	 筑波大学医学医療系脳神経外科	 松原	鉄平　

B-2-04�� 内視鏡下経鼻的手術、開頭術のcombined	approachで耳鼻咽喉科と	
合同手術を施行した嗅神経芽細胞腫の１例	
	 昭和大学医学部脳神経外科	 廣瀬	瑛介　

B-2-05�� 診断に苦慮した前頭蓋底腫瘍	
	 順天堂大学医学部脳神経外科	 鈴木	まりお

■脳腫瘍1 10：45〜11：30��
�� 座長　笹原 篤　（東京女子医科大学東医療センター脳神経外科）

B-3-01�� 「ViewSiteTMチューブレトラクターが有効であった	intraparenchymal	lesionのbiopsy」の一例	
	 東京医科大学茨城医療センター脳神経外科	 福原	宏和　

B-3-02�� intracerebral	schwannomaの一例	
	 日本医科大学脳神経外科	 展	　広智　

B-3-03�� 中枢原発悪性黒色腫の１例	
	 東京女子医科大学東医療センター脳神経外科	 広田	健吾　

B-3-04�� 脳原発で多発脳内転移を認めた血管肉腫の一例	
	 埼玉県済生会栗橋病院脳神経外科	 谷野	絵美　

B-3-05�� 広範な脳浮腫を伴った帯状回脳梁石灰化腫瘍の１例	
	 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科	 府賀	道康　

B-3-06�� 頭痛を契機に認めた脳石症の一例	
	 社団法人伊勢崎佐波医師会病院脳神経外科	 小西	孝典　

■特別講演 12：00〜13：00��
�� 座長　岩渕 聡　（東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科）

�� てんかん診療ネットワーク　〜被災地東北からの発信〜	
	 東北大学大学院医学系研究科　てんかん学分野　教授　中里	信和
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■脳腫瘍2 13：00〜13：35��
�� 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）

B-4-01�� 夜間に増悪する後頸部痛で発症し摘出術により軽快した後頭顆osteoid	osteomaの１例	
	 東京医科歯科大学脳神経外科	 伊藤	　慧　

B-4-02�� 急速な進展を示した後頭骨線維肉腫の１例	
	 亀田総合病院	脳神経外科	 山崎	文子　

B-4-03�� 頭部筋肉内粘液腫の一例	
	 小田原市立病院脳神経外科	 東田	哲博　

B-4-04�� 錐体稜部に生じたコレステリン肉芽腫の一例	
	 東京慈恵会医科大学附属第三病院脳神経外科	 武井	　淳　

■脳腫瘍 髄膜腫 13：35〜14：15��
�� 座長　益子 敏弘　（自治医科大学脳神経外科）

B-5-01�� 腫瘍内出血で発症し進行性の経過をたどった髄膜腫の１例	
	 日本医科大学多摩永山病院脳神経外科	 白銀	一貴　

B-5-02�� 画像上骨内発生と鑑別困難であった後頭蓋窩円蓋部髄膜腫の１例	
	 自治医科大学脳神経外科	 黒田	林太郎

B-5-03�� 比較的急速な発育を示したsolitary	fibrous	tumorの一例	
	 NTT東日本関東病院脳神経外科	 庄野	直之　

B-5-04�� 膵臓に遠隔転移を来した悪性髄膜腫の１例	
	 国立国際医療研究センター病院脳神経外科	 宮原	牧子　

B-5-05�� 肝・膵転移を来したmeningeal	hemangiopericytomaの１例	
	 東京都保健医療公社荏原病院脳神経外科	 山川	功太　

■放射線療法/転移性脳腫瘍 14：15〜15：10��
�� 座長　芹澤 徹　（築地神経科クリニック/東京ガンマユニットセンター）

B-6-01�� 重粒子線治療後	放射線誘発腫瘍	
	 千葉大学医学部脳神経外科	 足立	明彦　

B-6-02�� ガンマナイフ治療後にCystを形成したAVMのCyst内の内視鏡所見と文献的考察	
	 桐生厚生総合病院脳神経外科	 飯島	圭哉　

B-6-03�� 聴神経腫瘍におけるガンマナイフ治療後の体積変化―一過性膨大の期間について―	
	 千葉県循環器病センター脳神経外科	 永野	　修　

B-6-04�� 多発性転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ単独治療成績（JLGK0901）	
	 横浜労災病院脳神経外科	 周藤	　高　

B-6-05�� 頭蓋内転移をきたしたGranulocyte	colony	stimulating	factor（G-CSF）産生性胸腺腫	
	 博慈会記念総合病院脳神経外科	 佐藤	　俊　
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B-6-06�� 皮質下脳内出血を来し多発脳転移が判明した非定型胸腺カルチノイドの一例	
	 東京医療センター脳神経外科	 荒川	立郎　

B-6-07�� 胞巣状軟部肉腫からの転移性脳腫瘍	
	 国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科	 米澤	元樹　

■小児脳腫瘍/奇形 15：10〜15：55��
�� 座長　荻原 英樹　（国立成育医療研究センター脳神経外科）

B-7-01�� 急速な視力障害で発症し緊急手術を要した幼児鞍上部悪性胚細胞腫の一例	
	 東京医科大学脳神経外科	 岡田	博史　

B-7-02�� 脊髄播種を合併した小脳橋角部atypical	teratoid	/	rhabdoidtumor（AT/RT）に対し	
末梢血幹細胞救援大量化学療法により完全寛解を認めた一例	
	 山梨大学医学部脳神経外科	 佐藤	浩企　

B-7-03�� 二期的手術により全摘出を達成したchoroid	plexus	carcinomaの１例	
	 国立成育医療研究センター脳神経外科	 植松	幸大　

B-7-04�� Muenke症候群の一例	
	 神奈川県立こども医療センター脳神経外科	 伊藤	　進　

B-7-05�� 頚部に発生した先天性皮膚洞の一例	
	 東京慈恵会医科大学脳神経外科	 池村	絢子　

B-7-06�� 先天性上肢奇形を合併したChiariⅠ型奇形の一例	
	 順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科	 藤田	修英　

■脊椎脊髄 15：55〜16：40��
�� 座長　草鹿 元　（自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科）

B-8-01�� 頸椎症性脊髄症との鑑別に苦慮した脱髄性神経疾患の１例	
	 日本医科大学千葉北総病院脳神経センター	 國保	倫子　

B-8-02�� 前根より発生した頚髄神経鞘腫の１手術例	
	 神奈川県立足柄上病院脳神経外科	 三宅	茂太　

B-8-03�� 同一部位に２つの腫瘍が発生した胸髄腫瘍の一例	
	 横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学	 三宅	勇平　

B-8-04�� 頚部硬膜内髄外海綿状血管腫の１例	
	 千葉徳洲会病院脳神経外科	 森戸	知宏　

B-8-05�� 脊椎硬膜外Ewing’s	sarcomaの１例	
	 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科	 秋葉	ちひろ

B-8-06�� 頚椎圧迫骨折にて発症した軟骨粘液腫様線維腫の１例	
	 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科	 伊藤	圭介　


