
第１２３回 

社団法人日本脳神経外科学会 関東支部学術集会 
 

会 期： 平成２６年４月１２日（土） 

場 所： 昭和大学 上條講堂, 4 号館 600 号教室 

 〒142-8666 東京都品川区旗の台 1-5-8  TEL：03-3784-8000（代表） 

会 長： 水谷 徹（昭和大学医学部 脳神経外科学講座） 

ＵＲＬ： http://jns.umin.ac.jp/meeting/branch_kt/kt123.html 

 

■ 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 20 分 
 「脳神経血管内治療の現状と展望」 
 和歌山ろうさい病院 脳神経外科 部長 寺田 友昭 先生 
 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。 
 
■ 支部理事会 15 時～ 昭和大学病院 中央棟７階 会議室 
  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。
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Ａ会場（上條講堂） 
 
■会長挨拶  9：05～9：10  
■外傷   9：10～9：55 

座長 長尾 建樹(東邦大学医学部医学科 脳神経外科学講座(佐倉)) 
 
A-1-01 外傷性くも膜下出血による Reversible Central Auditory Dysfunction の一例 
  埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科 柴田 碧人 
 
A-1-02 顔面外傷に伴う出血性ショックに対し経動脈塞栓術による止血が奏効し救命できた 1 症例 
  北里大学医学部脳神経外科 小泉 寛之 
 
A-1-03 骨折のない急性硬膜外血腫 
  東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座(佐倉) 安藤 俊平 
 
A-1-04 特発性硬膜外気脳症の 1 例 
  聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科 松森 隆史 
 
A-1-05 日齢 1 日に外科的治療を要した吸引・鉗子分娩外傷の 1 例 
  神奈川県立こども医療センター脳神経外科 下吹越 航 
 
A-1-06 経過中外傷性動脈瘤破裂を来した小児穿通性頭部外傷の一例 
  東京女子医大八千代医療センター脳神経外科 船津 尭之 
 

■脳血管障害(動脈瘤 1)  9：55～10：40 

座長 杉山 達也(昭和大学医学部 脳神経外科) 
 
A-2-01 急性硬膜下血腫で発症した破裂脳動脈瘤の 1 症例 
  日本医科大学脳神経外科 喜多村 孝雄 
 
A-2-02 蝶形骨縁髄膜腫術後に医原性の外傷性脳動脈瘤を来した 1 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) 小林 敦 
 
A-2-03 外傷歴のない急性硬膜下血腫で発症した末梢性破裂脳動脈瘤の一例 
  帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科 岩上 貴幸 
 
A-2-04 clipping 術を行った外傷性前大脳動脈瘤の一例 
  国立成育医療研究センター脳神経外科 佐々木 奈都 
 
A-2-05 脳室内動脈瘤を合併したもやもや病の 1 例 
  横浜栄共済病院脳卒中診療科・脳神経外科 関 俊輔 
 
A-2-06 真の後交通動脈瘤の 2 例 
  昭和大学藤が丘病院脳神経外科 桑島 淳氏 
 

■脳血管障害(動脈瘤 2)  10：40～11：25 

座長 井上 智弘(富士脳障害研究所附属病院 脳神経外科) 
 
A-3-01 内頚動脈―前脈絡叢動脈瘤に対する治療方針 
  獨協医科大学越谷病院脳神経外科 井上 佑樹 
 
A-3-02 頭蓋外内頚動脈解離に対し High flow bypass 術を施行した 2 例 
  日本医科大学千葉北総病院脳神経センター 纐纈 健太
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A-3-03 バイポーラによる未破裂脳動脈瘤のリモデリング 
  総合新川橋病院脳神経外科 南村 鎌三 
 
A-3-04 STA-MCA bypass 吻合部に発生した動脈瘤の 1 治療例 
  東京医科大学茨城医療センター脳神経外科 加藤 大地 
 
A-3-05 浅側頭動脈‐中大脳動脈吻合部に発生した未破裂動脈瘤の一例 
  横浜新都市脳神経外科病院 疋田 ちよ恵 
 
A-3-06 脳動脈瘤症例における動脈瘤の術中超音波所見について 
  保谷厚生病院脳神経外科 中岡 勤 
 

■脳血管障害(血管内治療)  11：25～12：10 
座長 大石 英則(順天堂大学医学部 脳神経外科・脳神経血管内治療学講座) 

 
A-4-01 症候性頚部巨大内頚動脈瘤に対する covered stent 留置による血行再建術後に 

過灌流症候群を呈した 1 例 
  東京ベイ・浦安市川医療センター脳神経外科 平井 作京 
 
A-4-02 ステント支援下コイル塞栓術で治療し得た紡錘状脳動脈瘤の一例 
  順天堂大学医学部脳神経外科 山本 宗孝 
 
A-4-03 症候性大型内頚動脈脳動脈瘤に対して眼動脈、母血管、対側未破裂脳動脈瘤を閉塞した 1 例 
  虎の門病院脳神経外科 新井 晋太郎 
 
A-4-04 対側の静脈洞狭窄に対しステント留置を併用した横静脈洞 dAVF の一例 
  国立国際医療研究センター病院脳神経外科 井上 雅人 
 
A-4-05 頸動脈ステント留置術直後に視床出血をきたした 1 例 
  東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科 石井 匡 
 
A-4-06 対側の椎骨動脈経由でコイル塞栓術を施行した椎骨動脈解離性動脈瘤の 1 例 
  さいたま市立病院脳神経外科 小嶋 篤浩 
 
 

■特別講演  12：20～13：20 

座長 水谷 徹(昭和大学医学部 脳神経外科) 

共催：株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン 
 「脳神経血管内治療の現状と展望」 
  和歌山ろうさい病院 脳神経外科 寺田 友昭 
 

 

■脳血管障害(動脈瘤・虚血他) 13：30～14：20 
座長 堀口 崇(慶應義塾大学医学部 脳神経外科) 

 
A-5-01 同時多発性解離性動脈瘤の一例 
  東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座(大森) 福島 大輔 
 
A-5-02 めまいのみで発症した椎骨動脈解離の 1 例 
  茨城西南医療センター病院脳神経外科 渡部 大輔 
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A-5-03 出血源の検索に苦慮した多発性脳動脈瘤の一例 
  厚木市立病院脳神経外科 石井 卓也 
 
A-5-04 重複中大脳動脈の一部残存を認めた類もやもや病の一例 
  慶應義塾大学医学部脳神経外科 堀越 知 
 
A-5-05 頸動脈不安定プラーク破綻による中大脳動脈塞栓性閉塞に対し開頭塞栓摘出術施行後に 

頸動脈内膜剥離術を施行した一例 
  富士脳障害研究所附属病院脳神経外科 清藤 哲史 
 
A-5-06 Vasospasm による cortical deafness が塩酸パパベリン動注後速やかに改善した一例 
  森山記念病院脳神経外科 石田 敦士 
 
A-5-07 MLF 症候群を呈した脳幹梗塞の 2 症例 
  日野市立病院 脳神経外科 三島 牧 
 

■脳血管障害(血管内・dAVF 他) 14：20～15：05 
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 未破裂後大脳動脈瘤に対しステント支援下コイル瘤内塞栓術を施行した 1 例 
  済生会川口総合病院脳神経外科 長谷川 浩 
 
A-6-02 クモ膜下出血発症の解離性上小脳動脈瘤を血管内治療にて治療した 2 例 
  埼玉医科大学国際医療センター 脳神経外科 池田 峻介 
 
A-6-03 一年の経過で自然消失した Anterior Condylar Confluence dAVF の一例 
  池田脳神経外科 中川 享 
 
A-6-04 初回治療から開頭を併用した海綿状脈洞部硬膜動静脈瘻の 1 例 
  済生会横浜市東部病院脳神経外科 各務 宏 
 
A-6-05 潰瘍性大腸炎に合併し不良な転帰をたどった脳静脈洞血栓症の 1 例 
  NTT 東日本関東病院脳神経外科 木谷 尚哉 
 
A-6-06 出血発症した pial AVF の 1 例 
  東京都立墨東病院脳神経外科 花川 一郎 
 

■脳血管障害(海綿状血管腫) 15：05～15：50 
座長 菱井 誠人(順天堂大学医学部附属練馬病院 脳神経外科) 

 
A-7-01 視床部海綿状血管腫に対して supracerebellar infratentorial approach での 

摘出術を行った一例 
  埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科 吉田 信介 
 
A-7-02 蝶形骨に発生した海綿状血管腫の 1 手術例 
  防衛医科大学校脳神経外科 井中 康史 
 
A-7-03 動静脈シャントを有した巨大海綿状血管腫の 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-7-04 閉塞性水頭症にて発症した第三脳室内海綿状血管腫の一例 
  順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科 三橋 匠
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A-7-05 サイバーナイフ定位放射線治療が著効した海綿静脈洞部海綿状血管腫：6 例の報告 
  新百合ケ丘総合病院脳神経外科 佐々木 裕亮 
 
A-7-06 新規経口抗凝固薬(NOAC)服薬中に頭蓋内出血を来し開頭手術を施行した 2 症例 
  東京医科大学八王子医療センター脳神経外科 永井 健太 
 

■その他   15：50～16：30 
座長 正岡 博幸(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) 

 
A-8-01 低髄圧症候群に脳静脈血栓症が合併した 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 
 
A-8-02 頭蓋形成術後に突然死を来した一例 
  東京都立多摩総合医療センター脳神経外科 野村 昌志 
 
A-8-03 第四脳室出口閉塞による非交通性水頭症の 1 例 
  平塚共済病院脳神経外科 當銀 壮太 
 
A-8-04 シャント術後腹腔内合併症を起こした 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-8-05 仮想 3D 神経内視鏡の使用経験 
  独立行政法人 国立病院機構 栃木医療センター 臨床研究部，脳神経外科 峯 裕 
 
■閉会の辞  16：30～16：35 
 
 

Ｂ会場（4 号館 600 号教室） 
 
■先天奇形  9：10～9：55 

座長 伊地 俊介(日本赤十字社医療センター 脳神経外科) 
 
B-1-01 成人発症の症候性側頭円蓋部くも膜嚢胞の 1 例 
  船橋市立医療センター脳神経外科 陶山 謙一郎 
 
B-1-02 急激な意識障害に至ったくも膜嚢胞の一例 
  東京慈恵会医科大学附属第三病院脳神経外科 一之瀬 大輔 
 
B-1-03 症候性円蓋部くも膜のう胞に対して神経内視鏡ならびにエコーガイド下で 

cyst-ventriculostomy を施行した一例 
  JA 埼玉県厚生連 久喜総合病院脳神経外科 景山 寛志 
 
B-1-04 内視鏡的第三脳室底開窓術が無効であった longstanding overt ventriculomegaly  

in adults(LOVA)の 1 例 
  東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科 渡邉 信之 
 
B-1-05 経蝶形骨洞型髄膜脳瘤の一例 
  群馬大学医学部脳神経外科 神徳 亮介 
 
B-1-06 中頭蓋窩髄膜脳瘤に伴う髄液漏に対し Endoscopic Transpterygoid Trans-sphenoid  

Approach を行い良好な経過を得た症例 
  東海大学医学部脳神経外科 馬場 胤典
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■感染症脊椎他  9：55～10：45 
座長 高井 敬介(東京都立神経病院 脳神経外科) 

 
B-2-01 脳室内膿瘍に対する 4 本の脳室ドレーンを用いた脳室内潅流による治療経験 
  公立昭和病院脳神経外科 藤本 蒼 
 
B-2-02 歯性上顎洞炎に起因する硬膜下膿瘍の 1 例 
  東京歯科大学市川総合病院脳神経外科 片山 正輝 
 
B-2-03 多発性脳神経麻痺を認め、サルコイドーシスが原因と考えられた下垂体炎を伴う 

肥厚性硬膜炎の 1 例 
  防衛医科大学校脳神経外科 西田 翔 
B-2-04 第三脳室底開窓に使用した止血材料が原因と考えられる頭蓋内異物肉芽腫の一例 
  千葉中央メディカルセンター脳神経外科 木原 一徳 
 
B-2-05 頚部神経根引き抜き損傷 21 年後に髄節性脊髄症を呈した脊髄ヘルニアの一例 
  東京都立神経病院脳神経外科 柴橋 慶多 
 
B-2-06 tPA 治療に続発した頸椎硬膜外血腫の一例 
  町田市民病院脳神経外科 中山 博文 
 
B-2-07 新生児にみられた症候性 occipitalization of the atlas の一例 
  日本赤十字社医療センター脳神経外科、新生児科 新谷 祐貴 
 

■脳腫瘍(放射線治療)  10：45～11：25 
座長 山本 哲哉(筑波大学医学医療系 脳神経外科) 

 
B-3-01 摘出に難渋したガンマナイフ治療後聴神経腫瘍の一例 
  筑波大学医学医療系脳神経外科 三木 俊一郎 
 
B-3-02 定位放射線療法後に再発した頚静脈小体腫瘍(グロムス腫瘍)の一例 
  横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学 小林 夏樹 
 
B-3-03 頭蓋内原発 Hemangiopericytoma の再発、多発転移に対して Cyberknife を施行した 1 例 
  新百合ケ丘総合病院脳神経外科 大村 佳大 
 
B-3-04 重粒子線治療後、手術治療を要する晩期毒性の放射線壊死を合併した長期寛解成人 

CNS PNET の一例 
  虎の門病院脳神経外科 金山 政作 
 
B-3-05 直径 2.5cm 以上の脳転移巣に対する寡分割定位放射線治療の成績 

－腫瘍制御および神経症状の改善はどの程度期待できるのか－ 
  千葉県循環器病センター脳神経外科 永野 修 
 

■脳腫瘍(小児第三脳室近傍) 11：25～12：10 
座長 谷岡 大輔(昭和大学医学部 脳神経外科) 

 
B-4-01 成人女性において、前頭葉に発生した未熟奇形種の一例 
  横須賀共済病院脳神経外科 川崎 泰輔 
 
B-4-02 乳児巨大後頭蓋窩腫瘍の 1 例 
  聖マリアンナ医科大学脳神経外科 佐瀬 泰玄 
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B-4-03 線維形成性乳児星細胞腫の術後皮下髄液貯留の管理に難渋した 1 例 
  杏林大学医学部脳神経外科 今井 大也 
 
B-4-04 Pineal parenchymal tumors of intermediate differentiation(PPTID)摘出術後に 

上矢状洞閉塞症を呈した一例 
  東京大学医学部脳神経外科 花 大洵 
 
B-4-05 急性水頭症を呈した小児第三脳室近傍腫瘍の手術戦略－内視鏡手術の有用性－ 
  自治医科大学脳神経外科 手塚 正幸 
 
B-4-06 内視鏡と開頭手術の併用にて摘出し得た pineocytoma の 1 例 
  昭和大学医学部脳神経外科 川内 雄太 
 

■脳腫瘍(グリオーマ・悪性リンパ腫) 13：30～14：20 
座長 川瀧 智之(山梨大学医学部 脳神経外科) 

 
B-5-01 ベバシズマブ投与により慢性硬膜下血腫が治癒した再発膠芽腫の一例 
  山梨大学医学部脳神経外科 鈴木 景子 
 
B-5-02 高輝度 LED 補助光源を使用した 5-ALA 蛍光診断による神経膠芽腫の 3 例 
  東京警察病院脳神経外科 鳥橋 孝一 
 
B-5-03 外頸動脈から栄養された膠芽腫の一症例 
  日本大学医学部脳神経外科外科学系神経外科学分野 勝原 隆道 
 
B-5-04 脳腫瘍患者に対するギリアデルの使用経験～術中の注意点と有害事象の検証 
  国家公務員共済組合連合会 立川病院 脳神経外科 矢﨑 貴仁 
 
B-5-05 メトトレキセート投与中に脳に悪性リンパ腫と思われる病変が確認された 

慢性関節リウマチの 1 例 
  独立行政法人国立病院機構 田村 亮太 
 
B-5-06 腎移植後に発生した脳原発性悪性リンパ腫(CNS-PTLD)の 1 例 
  横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科 浦丸 浩一 
 
B-5-07 増悪する臨床経過と瀰漫性進行性の画像所見を呈し生検術を行った 2 症例 
  永寿総合病院 脳神経外科 金井 隆一 
 

■脳腫瘍(転移性)  14：20～14：50 
座長 前島 貞裕(独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 脳神経外科) 

 
B-6-01 非ヘルペス性急性辺縁系脳炎発症後に顕在化した視床下部腫瘍の一例 
  東京女子医科大学東医療センター脳神経外科 高橋 祐一 
 
B-6-02 頭蓋内血腫で発症した前立腺癌の硬膜転移の一例 
  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 坂倉 和樹 
 
B-6-03 前立腺癌の硬膜転移の一例 
  独立行政法人国立病院機構埼玉病院脳神経外科 松村 潤 
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B-6-04 転移性脳腫瘍との鑑別を要した膠芽腫、脳膿瘍の 2 症例 
  所沢中央病院 脳神経外科 苗代 弘 
 

■脳腫瘍(その他の腫瘍)  14：50～15：35 
座長 浅田 英穂(東京都済生会中央病院 脳神経外科) 

 
B-7-01 膀胱直腸障害で発症した悪性末梢神経鞘腫瘍(MPNST)の 1 例 
  順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科 野中 宣秀 
 
B-7-02 急速増大を示す頭蓋内病変を伴った infantile myofibromatosis の 1 例 
  東京大学医学部脳神経外科 井上 瑞穂 
 
B-7-03 両上肢対麻痺で発症した VP shunt による overdrainage の 1 例 
  東京医科大学脳神経外科 福原 宏和 
 
B-7-04 急性硬膜下血腫で発症した異型髄膜腫の一例 
  麻生総合病院脳神経外科 池西 優理子 
 
B-7-05 脳脊髄液減少症による頭痛でくも膜下出血との鑑別を要した末端肥大症患者の一例 
  東京都済生会中央病院脳神経外科 寺尾 聰 
 
B-7-06 鑑別に窮した C-P angle tumor の一例 
  医療法人愛仁会太田総合病院脳神経外科 鈴木 一成 

 

■てんかん機能外科  15：35～16：20 
座長 森野 道晴(東京都立神経病院 脳神経外科) 

 
B-8-01 右前頭葉皮質形成異常による難治性てんかんの 1 例 
  土浦協同病院脳神経外科 寺門 利継 
 
B-8-02 運動野近傍の皮質形成異常をてんかん焦点とする難治性てんかんに対し、覚醒下手術が 

有用だった 1 例 
  東京都立神経病院脳神経外科 清水 淑恵 
 
B-8-03 焦点切除術後、長期発作消失をえた成人結節性硬化症の一例 
  東京医科歯科大学脳神経外科 Thamamongood Thiparpa 
 
B-8-04 膠芽腫再発と紛らわしい MRI 画像を呈したてんかん後患者の 1 例 
  北里大学メディカルセンター脳神経外科 馬渕 一樹 
 
B-8-05 長期通院中の抗けいれん薬服用患者に対する内服薬の再調節 
  慶應義塾大学医学部脳神経外科 井上 賢 
 
B-8-06 若年性典型的三叉神経痛の 1 例 
  千葉徳洲会病院脳神経外科 廣瀬 瑛介 
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