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第 124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 9月 6日（土） 

場所：北里大学薬学部 1号館 2階 (1202号室・1203号室) 
〒108-8641 東京都港区白金 5-9-1 03-3444-6161（代） 

会長：隈部 俊宏（北里大学医学部脳神経外科） 

URL：http://jns.umin.ac.jp/meeting/branch_kt/kt124.html 

 

 
 

■最寄り駅 

【渋谷駅】JR・地下鉄 東口より都バス「田 87」系統田町駅行「北里研究所前」下車（バス所要約 15分） 

【広尾駅】地下鉄天現寺橋方面出口（1・2番）より徒歩 10分 

【恵比寿駅】JR・地下鉄東口より徒歩 15分又は東口より都バス「田 87」系統田町駅行「北里研究所前」下車

（バス所要約 7分） 

【田町駅】JR・地下鉄三田口より都バス「田 87」系統渋谷駅行「北里研究所前」下車（バス所要約 15分） 

【白金高輪駅】地下鉄恵比寿方面出口（3番）より徒歩 10分 恵比寿方面出口（3番）より都バス「田 87」系

統渋谷駅行「北里研究所前」下車（バス所要約 5分） 

 
■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。  

  

■ 学会参加費：2,000 円（当日会場で現金にてお支払下さい。）  

  （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時 00分から  共催：MSD株式会社 

「膠芽腫治療のエビデンス－新しいガイドラインの紹介－」  

杉山一彦先生（広島大学病院 がん化学療法科 教授）  

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～ 北里大学薬学部 1号館 2階 1201号室  

 役員の先生方はご出席くださいますようお願いいたします。  

  

■ 安全講習（15：10～）、FD 講習（16：15～）を A会場で開催いたします。 

※直接会場へお越しください（事前申込み不要）。 

http://jns.umin.ac.jp/meeting/branch_kt/kt124.html
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※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。 

 

  

日程表

A会場 B会場

8:30

9:00 開会挨拶　　　　　　　会長：隈部俊宏

9:05

9:50

9：50～10：35
A2-1～6　血管障害2

（解離性動脈瘤・その他）

9:50

9：50～10：35
B2-1～6　脳腫瘍2

（転移性脳腫瘍・悪性リンパ腫）

10:35 10:35
10：35～11：20
B3-1～6　脳腫瘍3

（SFT・下垂体腺腺）

12:00
12：00～13：00 ランチョンセミナー

杉山 一彦 先生
（広島大学病院　がん化学療法科　教授）

13:10

13：10～14：10
A4-1～8　感染

13:10

13：10～14：05
B5-1～7　機能的脳神経外科

14:10

　　14：10～14：55
A5-1～6　外傷・その他

14:05

14：05～15：00
B6-1～7　小児・希少疾患

14:55 閉会挨拶    　　　　　会長　隈部俊宏

15:10

15：10～16：10
安全講習会

16:15

16：15～17：15
FD講習会

17:15
関東支部総会

　開場（参会受付・PC受付）

9：05～9：50
A1-1～6　血管障害1

(脳動脈瘤）

9:10

10：35～11：25
A3-1-7　血管障害3

(血管内治療）

11：20～11：50
B4-1～4　脳腫瘍4（その他）

11:20

9：10～9：50
B1-1～5　脳腫瘍1

（神経膠腫）
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A会場（北里大学薬学部 1号館 1202号室）                                 

 

 会長挨拶  9：00−9：05    北里大学医学部脳神経外科 隈部俊宏 

 

A1：血管障害 1（脳動脈瘤） 9：05−9：50 

  座長：杏林大学医学部脳神経外科 塩川 芳昭 

A1-1 再疎通を伴う瘤内血栓化を認めた前大脳動脈末梢部小型動脈瘤の 1例 

さいたま赤十字病院脳神経外科   佐々木 貴史 

 

A1-2 前交通動脈瘤破裂くも膜下出血を伴った infraoptic course of the anterior cerebral arteryの

1症例 

済生会横浜市東部病院脳神経外科   西本 真章 

 

A1-3 Occipital transtentorial approachが有効だった上小脳動脈遠位部動脈瘤の 1例 

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学脳神経外科   川口 公悠樹 

 

A1-4 中大脳動脈・レンズ核線条体動脈分岐部動脈瘤の一例 

JA埼玉県厚生連 久喜総合病院脳神経外科   都築 伸介 

 

A1-5 術中 indocyanine green videoangiographyが有用であった前大脳動脈遠位部の破裂動脈

瘤の 1例 

東京慈恵会医科大学葛飾医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科   角藤 律 

 

A1-6 Indocyanine green蛍光血管造影が瘤内血流の遮断状況を正確に描出しなかった 1例 

千葉県救急医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科   伊東 大祐 

 

A2：血管障害 2（解離性動脈瘤・その他） 9：50−10：35 

  座長：東京女子医科大学東医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 糟谷 英俊 

A2-1 BOT耐性評価に最適な parameterは何か？偽陰性を示した巨大脳動脈瘤からの考察 

昭和大学医学部脳神経外科   松村 優 

 

A2-2 術後過灌流症候群を呈した大型未破裂脳動脈瘤の一例 

埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科   栢原 智道 

 

A2-3 M1解離性動脈瘤破裂に対して trapping + high flow bypassを行い比較的良好な経過を辿 

った 1例 

東京都立多摩総合医療センター脳神経外科   広川 大輔 

 

A2-4 出血発症した両側椎骨動脈解離性動脈瘤の手術例- 症例報告 

埼玉県済生会栗橋病院脳神経外科   加藤 宏一 
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A2-5 頚髄の dural AVF・perimedullary AVF合併例に対し後方アプローチによる直達術でいず

れも根治が可能であった 1例 

NTT東日本関東病院脳神経外科   木谷 尚哉 

 

A2-6  治療に難渋した脊髄血管奇形の一例   

  東京大学医学部脳神経外科   小泉 聡 

 

A3：血管障害 3（血管内治療） 10：35−11：25 

  座長：東京慈恵会医科大学脳神経外科 村山雄一 

A3-1 軟化巣に発生し、コイル塞栓術後に増大をきたした未破裂中大脳動脈瘤の一例 

東京都保健医療公社豊島病院脳神経外科   山本 崇裕 

 

A3-2 PICA involved typeの破裂解離性椎骨動脈瘤を coil and stentで治療した 1例 

東京医科歯科大学脳神経外科   唐鎌 淳 

 

A3-3 虚血発症した脳底動脈本幹部の大型動脈瘤破裂症例に対してコイル塞栓術を施行した

一例 

横浜新都市脳神経外科病院   福田 慎也 

 

A3-4 開頭手術後に発生した中硬膜動脈瘤に対する塞栓術 

日本医科大学千葉北総病院脳神経ｾﾝﾀｰ   鈴木 雅規 

 

A3-5 内頚動脈閉塞による脳梗塞に対する血行再建に Trevoを使用した一例 

筑波大学医学医療系脳神経外科   関根 智和 

 

A3-6 AVMが関連して発症したと考えられる AICA症候群の一例 

横須賀共済病院脳神経外科   下吹越 航 

 

A3-7 CyberKnife照射にて著明な縮小を得られた large AVMの 1例 

新百合ヶ丘総合病院脳神経外科   大村 佳大 

 

 

ランチョンセミナー 12：00−13：00  

座長：北里大学医学部脳神経外科 隈部俊宏 

 「膠芽腫治療のエビデンス－新しいガイドラインの紹介－」 

広島大学病院がん化学療法科 教授 杉山一彦 

  共催：MSD株式会社 
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A4：感染  13：10−14：10 

  座長：埼玉医科大学医学部脳神経外科 藤巻高光 

A4-1 AIDS発症に関連した頭蓋内悪性リンパ腫の１手術例 

防衛医科大学校脳神経外科   井中 康史 

 

A4-2 HIV患者に合併した進行性多巣性白質脳症の 1例 

東京都立墨東病院脳神経外科   堤 恭介 

 

A4-3 無菌性髄膜炎を合併したリンパ球性汎下垂体炎の一例 

日本医科大学脳神経外科   廣中 浩平 

 

A4-4 感染性心内膜炎による細菌性脳動脈瘤からくも膜下出血をきたした一例 

山梨県立中央病院脳神経外科   鈴木 景子 

 

A4-5 脳室シャントカテーテルに起因した頭蓋内肉芽腫の一例 

順天堂大学医学部脳神経外科   秋山 理 

 

A4-6 画像上脳腫瘍が疑われγナイフ施行後,腫瘍生検を行い頭蓋内結核腫と診断し得た症例 

亀田総合病院 脳神経外科   稲葉 眞貴 

 

A4-7 開頭術後に合併した脳室炎に対し神経内視鏡手術が有用であった一例 

東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科   勅使川原 明彦 

 

A4-8 髄膜炎を合併した頚髄腹側の硬膜外膿瘍に対して外科的治療で軽快した１例 

厚木市立病院脳神経外科   波多野 敬介 

 

A5：外傷・その他  14：10−14：55 

  座長：防衛医科大学校脳神経外科 森 健太郎 

A5-1 軽微な頭部打撲後にびまん性小脳皮質腫脹と急性水頭症による高度意識障害を呈した

幼児の 1例 

埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科   藤澤 直顕 

 

A5-2 前頭洞骨折による髄液鼻漏に対する新たな低侵襲手術の経験 

湘南藤沢徳洲会病院脳神経外科   小佐野 靖己 

 

A5-3 顔面骨多発骨折による鼻出血に対する血管塞栓術の有効性について 

東京都立広尾病院脳神経外科   杉山 夏来 

 

A5-4 transethmoidal meningoencephaloceleにより中年以降に非外傷性髄液鼻漏を発症した 1例 

杏林大学医学部脳神経外科   久米 賢 
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A5-5 嚥下障害例における超音波検査による披裂軟骨周辺の評価 

保谷厚生病院脳神経外科   中岡 勤 

 

A5-6 難治性吃逆の原因として mega cisterna magnaが考えられた一例  

東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大橋病院脳神経外科   平井 希 

 

B会場（北里大学薬学部 1号館 1203号室）                                    

 

B1：脳腫瘍 1（神経膠腫） 9：10−9：50 

          座長：北里大学医学部脳神経外科 隈部俊宏 

B1-1 脳内出血にて発症し確定診断に苦慮した膠芽腫の 1例 

名戸ヶ谷病院脳神経外科   井上 靖章 

 

B1-2 小脳悪性神経膠腫の治療後 22年の経過で発生した右前頭葉腫瘍と左後頭葉腫瘍の 1

例 

武蔵野赤十字病院脳神経外科   金子 聡 

 

B1-3 先天性膠芽腫の１例 

土浦協同病院脳神経外科   伊藤 なつみ 

 

B1-4 左視床神経膠腫に対する腫瘍摘出後に失語症をみとめた症例 

東京女子医科大学脳神経外科   横手 明義 

 

B1-5 水頭症で発症した左視床腫瘍術後に両眼の外転障害を呈した一例 

山梨大学医学部脳神経外科   松澤 良 

 

 

B2：脳腫瘍 2（転移性脳腫瘍・悪性リンパ腫） 9：50−10：35 

  座長：東邦大学医学部医学科脳神経外科 周郷延雄 

B2-1 頭蓋骨腫瘍摘出部位に長期間を経て扁平上皮癌を生じた 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   伊古田 雅史 

 

B2-2 脳転移巣の出血で発症した直腸カルチノイドの 1例 

順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科   北村 高之 

 

B2-3 前立腺癌より硬膜転移を来した一例 

国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ病院脳神経外科   玉井 雄大 

 

B2-4 両側小脳橋角部への転移性脳腫瘍の症例 

東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (大森)   野手 康宏 
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B2-5 皮膚転移を認めた Primary Central Nervous System Lymphoma（PCNSL）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 

 

B2-6 急激な増悪と悪性転化をきたした中枢神経原発 Lymphomatoid granulomatosis (LYG)の 1

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   今中 康介 

 

B3：脳腫瘍 3（SFT・下垂体腺腫） 10：35−11：20 

  座長：聖マリアンナ医科大学脳神経外科 田中雄一郎 

B3-1 顔面神経から発生した孤立性線維性腫瘍の 1例 

東京医科大学脳神経外科   小笠原 大介 

 

B3-2 当院における孤立性線維性腫瘍 3例の病理学的診断と治療成績の検討 

足利赤十字病院脳神経外科   小杉 健三 

 

B3-3 再発を繰り返した Cystic Hemangiopericytomaの一例 

湘南鎌倉総合病院脳神経外科   酒井 優 

 

B3-4 著明な石灰化像を画像上呈した、下垂体非機能性腺腫の一例 

東海大学医学部脳神経外科   佐藤 顕一郎 

 

B3-5 バセドウ病を合併した TSH産生下垂体腫瘍の一例 

済生会横浜市東部病院脳神経外科   荒井 信彦 

 

B3-6 当院における下垂体卒中手術症例の検討 

虎の門病院間脳下垂体外科   福原 紀章 

 

B4：脳腫瘍 4（その他） 11：20−11：50 

  座長：東京大学医学部脳神経外科 斉藤 延人 

B4-1 腫瘍内出血で発症した乳児未熟奇形腫の 1例 

東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大橋病院脳神経外科   平元 侑 

 

B4-2 頭痛で発症した para sigmoid sinus epidermal cystの一例 

神奈川県立足柄上病院脳神経外科   横井 育宝 

 

B4-3 Occipital interhemisphelic transtentorial approach による２期的手術で全摘出しえた

falcotentorial meningiomaの 1手術例 

防衛医科大学校脳神経外科   西田 翔 
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B4-4 腰椎ドレナージを併用した広範囲頭蓋底腫瘍切除術後に発生した intracranial 

hypotensionの一例 

千葉大学医学部脳神経外科   河内 大輔 

 

B5：機能的脳神経外科 13：10−14：05 

  座長：東京医科歯科大学脳神経外科 前原健寿 

B5-1 小児側頭葉内側部器質性病変に対する機能温存を重視した低侵襲手術 

- Transsylvian-transcisternal & ventricular approach - 

東京都立神経病院脳神経外科   新村 学 

 

B5-2 側頭葉てんかんで発症し、脳底槽へ進展した dysembryoplastic neuroepithelial tumorの 1

例 

東京医科歯科大学脳神経外科   大仲 佳祐 

 

B5-3 脳膿瘍後難治性てんかんの病理 

朝霞台中央総合病院脳卒中・てんかんセンター   大島 康利 

 

B5-4 三叉神経痛に対する微小血管除圧術後の心静止した 2症例 

千葉徳洲会病院脳神経外科   田中 遼 

 

B5-5 三叉神経痛を呈した三叉神経鞘腫に対してサイバーナイフ少数回分割定位放射線治療

を施行した１例 

総合南東北病院脳神経外科   佐々木 裕亮 

 

B5-6 難治性てんかんに対する迷走神経刺激装置植え込み術の手術手技 

東京都立神経病院脳神経外科   高見澤 幸子 

 

B5-7 腰曲がりとななめ兆候を有するパーキンソン病に対して DBS早期介入が有効であった１例 

日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科   野崎 俊樹 

 

 

B6：小児・希少疾患  14：05−15：00 

  座長：聖路加国際病院脳神経外科 篠田 正樹 

B6-1 meningocele manque と先天性皮膚洞の臨床上の差異 

神奈川県立こども医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科   三宅 茂太 

 

B6-2 後頭部脳瘤、潜在性二分脊椎および割髄症を合併した 1例 

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院脳神経外科   松森 隆史 

 

B6-3 経時的にMRI信号変化を認めた小脳虫部背側 neurenteric cystの 1 例 

東京慈恵会医科大学脳神経外科   渡邉 信之 
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B6-4 繰り返し出血をした器質化くも膜嚢胞の１例 

川崎市立多摩病院脳神経外科   小林 敦 

 

B6-5 長期間経過観察の後に症候化した chronic encapsulated intracerebral hematomaの一例 

慶應義塾大学医学部脳神経外科   釜本 大 

 

B6-6 hematoceleの一例 

東京女子医科大学東医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科   吉村 知香 

 

B6-7 Atlanto-axial synovial condromatosisの１例 

獨協医科大学越谷病院脳神経外科   清水 信行 

 

 

 


