
第127回
一般社団法人 日本脳神経外科学会 関東支部学術集会

会 期：平成27年9月12日（土） 
会 場：ステーションコンファレンス万世橋
　　　　（東京都千代田区神田須田町1-25  JR神田万世橋ビル4F）

会 長：𠮷田 一成（慶應義塾大学医学部脳神経外科）

URL：http://jns.umin.ac.jp/meeting/branch/kt127.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分の PC でお持ちください。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（当日会場でお支払いください）
脳神経外科学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30分から　共催：大塚製薬株式会社、ユーシービージャパン株式会社
「てんかん外科、てんかんを伴う脳腫瘍の外科−薬物療法から手術まで−」
前原　健寿　先生（東京医科歯科大学脳神経外科 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ください。

■支部理事会　　15時00分から
ステーションコンファレンス 万世橋 4F 「405A」
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。
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ステーションコンファレンス万世橋
〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-25

　　　JR神田万世橋ビル3F・4F
TEL03-6859-8200（代表）　FAX03-6859-8201

◆アクセス
 JR秋葉原駅 電気街口徒歩4分
 JR御茶ノ水駅 聖橋口徒歩6分
 JR神田駅 北口徒歩6分
 銀座線神田駅 6番出口徒歩2分
 丸の内線淡路町駅 A3出口徒歩3分
 丸の内線御茶ノ水駅 1番出口徒歩8分
 日比谷線秋葉原駅 3番出口徒歩6分
 千代田線新御茶ノ水駅 A3出口徒歩3分
 都営新宿線小川町駅 A3出口徒歩3分
 都営新宿線岩本町駅 A2出口徒歩6分
 つくばエクスプレス秋葉原駅 A1出口徒歩5分
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第127回（一社）日本脳神経外科学会関東支部学術集会
日程表

Ａ会場 Ｂ会場
9:10 開場（参加受付・ＰＣ受付）
9:25 開会挨拶　　会長：𠮷田　一成
9:30 09：30～10：00 9:30 09：30～10：10

A1-1～4　　A1: 機能・神経生理 B1-1～5　　B1: 感染
座長：小林 正人（埼玉医科大学） 座長：安本 幸正（順天堂大学附属浦安病院）

10:00 10：00～10：45
A2-1～6　　A2: 腫瘍① 10:10 10：10～11：05

（グリオーマ・その他） B2-1-7　　B2: 血管障害①
座長：佐々木 光（慶應義塾大学） （動脈瘤）

座長：川島 明次（東京女子医科大学八千代医療センター）
10:45 10：45～11：30

A3-1～6　　A3: 腫瘍② 11:05 11：05～12：00
（良性） B3-1～7　　B3: 血管障害②

座長：清水 克悦（昭和大学） （動脈瘤）
11:30 11：30～12：15 座長：赤路 和則（美原記念病院）

A4-1～6　　A4: 腫瘍③
（その他）

座長：川崎 隆（横浜市立大学附属市民総合医療センター） 12:00

12:30 12：30～13：20
ランチョンセミナー

てんかん外科、てんかんを伴う脳腫瘍の外科
−薬物療法から手術まで−

前原 健寿（東京医科歯科大学）
座長：𠮷田 一成（慶應義塾大学）

13:30 13：30～14：15 13:30 13：30～14：10
A5-1～6　　A5: 血管障害③ B4-1～5　　B4: 髄液循環

（動静脈シャント） 高橋 浩一（山王病院）
座長：鶴田 和太郎（筑波大学）

14:10 14：10～14：55
14:15 14：15～15：00 B5-1～6　　B5: 小児

A6-1～6　　A6: 血管障害④ 座長：野中雄一郎（東京慈恵会医科大学）
（虚血）

座長：太田  貴裕（東京都立多摩総合医療センター）
14:55 14：55～15：40

15:00 15：00～15：45 B6-1～6　　B6: 脊椎脊髄
A7-1～6　　A7: 血管障害⑤ 座長：　黒川　龍（那須赤十字病院）

（その他）
座長：石川 真実（自治医科大学附属さいたま医療センター）

15:40 15：40～16：25
15:45 15:45～16:30 B7-1～6　　B7: 合併症・その他

A8-1～6　　A8: 外傷 座長：樋口 佳則（千葉大学）
座長：稲葉 真（済生会横浜市東部病院）

16:25
16:30 閉会挨拶　　会長：𠮷田　一成
16:40 第12回 関東支部総会

※日本脳神経外科学会関東支地方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。

（404 BC） （404 A）
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A会場　（404 BC）

■開会挨拶　 09：25 - 09：30

■A1: 機能・神経生理　 09：30 - 10：00
座長　小林 正人　（埼玉医科大学脳神経外科）

A1-1 難治性側頭葉てんかんを伴う側頭葉内側部神経膠腫に対する手術戦略
東京都立神経病院脳神経外科 佐々木 重嘉

A1-2 REZより顔面神経遠位部に責任血管による圧迫がみられた再発顔面痙攣の1例
防衛医科大学校脳神経外科 西田 翔

A1-3 腰椎腹腔短絡術施行後にバクロフェン髄注療法を施行した一例
東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大橋病院脳神経外科 藤田 聡

A1-4 脳神経外科外来で遭遇する栄養障害性ポリニューロパチーにおける神経伝導検査
（NCS）所見の解析

厚木市立病院脳神経外科 加藤 直樹

■A2: 腫瘍①　(グリオーマ・その他）  10：00 - 10：45
座長　佐々木 光　（慶應義塾大学脳神経外科）

A2-1 Rosette-forming glioneuronal tumorの1例
済生会宇都宮病院脳神経外科 柳澤 薫

A2-2 診断に難渋した松果体部gliomaの1例
東京医科歯科大学脳神経外科 佐藤 陽人

A2-3 ベバシズマブ投与３日後の開頭手術の経験
慶應義塾大学医学部脳神経外科 徳田 佑紀奈

A2-4 ダウン症候群に合併したgerminomaの2例
東京都立小児総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 大森 義範

A2-5 脳原発メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の一例
東京慈恵会医科大学附属病院 廣津 竜也

A2-6 腎移植後発症したリンパ球増殖性疾患（CNS-PTLD）の2例
虎の門病院脳神経外科 滝澤 嗣人

■A3: 腫瘍②　（良性） 10：45 - 11：30
座長　清水 克悦　（昭和大学脳神経外科）

A3-1 眼窩内進展した原発性異種多発性脳腫瘍の一例
済生会横浜市南部病院脳神経外科 野手 康宏

A3-2 滑車神経麻痺にて発症した小脳血管芽腫の1例
横浜医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 野田 尚志

A3-3 顔面痙攣で発症し、サイバーナイフによる治療が奏効した頭蓋外顔面神経鞘腫の一例
新百合ヶ丘総合病院脳神経外科 佐々木 綾香

A3-4 Occipital trans-tentorial approachにて全摘し得た脳神経を発生母地とせず
大きく橋に進展したテント縁神経鞘腫の１例

北里大学医学部脳神経外科 佐藤 雄一
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A3-5 中枢性呼吸不全を呈した第４脳室に主座する副神経由来の神経鞘腫の一例
日本医科大学脳神経外科 築山 敦

A3-6 急速な増大を認めた脳幹部神経鞘腫の1例
東京大学医学部脳神経外科 石神 大一郎

■A4: 腫瘍③　（その他） 11：30 - 12：15
座長　川崎 隆　（横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科）

A4-1 機能性下垂体腺腫に対する術前薬物療法
東京女子医科大学脳神経外科 小原 亘太郎

A4-2 内視鏡下経鼻手術にて治療した再発錐体骨先端部コレステリン肉芽腫の一例
千葉大学医学部脳神経外科 久保田 真彰

A4-3 眼窩偽腫瘍に下垂体炎を合併した、IgG4関連疾患の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 石川 幸輔

A4-4 自然破裂をきたした頭蓋内類表皮嚢胞の一例
東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座（大森） 栄山 雄紀

A4-5 斜台部腫瘍で発見された多発性骨髄腫の一例
立川病院脳神経外科 福永 篤志

A4-6 破裂脳動静脈奇形に転移性脳腫瘍を合併した一例
山梨大学医学部脳神経外科 風間 宙文

■ランチョンセミナー　 12：30 - 13：20
座長　𠮷田 一成　（慶應義塾大学脳神経外科）

てんかん外科、てんかんを伴う脳腫瘍の外科 −薬物療法から手術まで−
東京医科歯科大学脳神経外科 前原 健寿

共催：大塚製薬株式会社、ユーシービージャパン株式会社

■A5: 血管障害③　（動静脈シャント） 13：30 - 14：15
座長　鶴田 和太郎　（筑波大学脳神経外科）

A5-1 クモ膜下出血で発症し、術中に出血源が確認された頸髄硬膜動静脈瘻の１例
埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 池上 方基

A5-2 頭蓋頚椎移行部硬膜動静脈瘻に対する開頭術症例の経験を通して
平塚市民病院脳神経外科 田伏 将尚

A5-3 Non sinus type中頭蓋窩硬膜動静脈ろうの2症例
聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院脳神経外科 中村 歩希

A5-4 大脳鎌テント髄膜腫に合併した硬膜動静脈瘻の1例
北里大学医学部脳神経外科 山本 大輔

A5-5 慢性被膜化脳内血腫が塞栓術後に縮小した脳動静脈奇形の一例
東京慈恵会医科大学葛飾医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 武石 英晃

A5-6 サイバーナイフ3分割定位放射線治療が奏効した動静脈奇形;2例の報告
総合南東北病院脳神経外科 田中 将大
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■A6: 血管障害④　（虚血） 14：15 - 15：00
座長　太田  貴裕　（東京都立多摩総合医療センター脳神経外科）

A6-1
鎖骨下動脈盗血現象を合併し、破裂椎骨動脈瘤コイル塞栓術前に
鎖骨下動脈血行再建術を必要とした一例

日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 舘 林太郎

A6-2 部分再開通をきたした症候性内頚動脈閉塞に対するステント留置術の一例
武蔵野赤十字病院脳神経外科 川並 麗奈

A6-3 tPA静注療法と緊急CASを併用した頸部内頚動脈閉塞の一例
東京医科大学脳神経外科 新井 佑輔

A6-4
外腸骨動脈狭窄症に対する経皮的血管拡張術に引き続き頚動脈ステント留置術を
施行した内頚動脈狭窄症の1例

さいたま市立病院脳神経外科 川合 恵

A6-5 超高齢者の進行性脳梗塞に対して緊急で頸動脈内膜剥離術を施行した1例
三郷中央総合病院脳神経外科 長尾 考晃

A6-6
症候性総頚動脈狭窄症に対して、下肢伏在静脈を用いてBonnet bypass術を
施行した一手術例

防衛医科大学校脳神経外科 井中 康史

■A7: 血管障害⑤　（その他） 15：00 - 15：45
座長　石川 真実　（自治医科大学附属さいたま医療センター脳神経外科）

A7-1 頭部MRI上T2*にて散在性微小出血を認め可逆性変化に乏しかったPRESの一例
聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学脳神経外科 池田 哲也

A7-2 Isolated nodular infarctionの一例
東京大学医学部脳神経外科 曽田 剛史

A7-3 成人発症した特発性sinus pericraniiの一例
自治医科大学附属さいたま医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 藤原 洋平

A7-4 外傷を契機に発見された頭蓋骨血管腫の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

A7-5 上矢状静脈洞血栓症を発症し肺塞栓症も合併した先天性プロテインS欠損症の自験例
草加市立病院脳神経外科 木野 智幸

A7-6 頭部外傷後遅発性にprepontine cistern hematomaをきたした先天性血友病の１例
横浜市立みなと赤十字病院脳神経外科 松澤 良

■A8: 外傷　 15：45 - 16：30
座長　稲葉 真　（済生会横浜市東部病院脳神経外科）

A8-1 Nail-gunによる経眼窩的穿通頭部外傷の1例
順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科 関口 和哉

A8-2 頭部外傷後運動麻痺と同側の感覚障害を呈し画像所見陰性であった二例
平塚市民病院脳神経外科 荒井 信彦

A8-3 神経内視鏡下血腫除去術にて救命し得た外傷性小脳出血の一例
北里大学医学部脳神経外科 亀山 昌幸

A8-4 鼻出血で発症した外傷性内頚動脈仮性動脈瘤の1例
筑波大学医学医療系脳神経外科 芥川 和樹
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A8-5 頭部打撲後に急速な血腫増大をきたした外傷性前大脳動脈瘤の一例
国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ病院脳神経外科 永田 圭亮

A8-6 血球貪食症候群を呈した重症頭部外傷の一例
東京都立墨東病院救命救急センター 宝田 秀憲

■閉会挨拶　 16：30 - 16：35

■第12回 関東支部総会　 16：40 - 

■B1: 感染　 09：30 - 10：10
座長　安本 幸正　（順天堂大学附属浦安病院脳神経外科）

B1-1 腎膿瘍を合併し脳内出血に続発した脳膿瘍の1例
東京都済生会中央病院脳神経外科 小池 和成

B1-2 慢性硬膜下血腫術後の血腫腔の一部に被膜を持った硬膜下膿瘍が生じた1例
東京医科大学八王子医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 須田 智裕

B1-3 慢性硬膜下血腫穿頭ドレナージ術後に硬膜下膿瘍を発症した2症例
済生会横浜市東部病院脳神経外科 吉田 啓佑

B1-4 Helicobacter cinaediによる感染性硬膜下血腫の1例
前橋赤十字病院脳神経外科 吉澤 将士

B1-5 脳膿瘍治療中に発症したメトロニダゾール誘発性脳症の一例
獨協医科大学越谷病院脳神経外科 藤井 淑子

■B2: 血管障害①　（動脈瘤） 10：10 - 11：05
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 特発性内頚動脈解離性動脈瘤にステント併用コイル塞栓術を施行した一例
足利赤十字病院脳神経外科 岩井 貴洋

B2-2 短期間に形態変化した虚血発症椎骨動脈解離の一例
東京歯科大学市川総合病院脳神経外科 笹尾 亮太

B2-3
後下小脳動脈近位部解離性動脈瘤破裂に対する血管内治療
～食道癌術後早期に発症したくも膜下出血の症例～

防衛医科大学校脳神経外科 田之上 俊介

B2-4
後下小脳動脈遠位部破裂脳動脈瘤クリッピング術後に動脈瘤再増大をきたし
亜急性期に追加治療を要した解離性動脈瘤の１例

東京都立多摩総合医療センター脳神経外科 齊藤 徹

B2-5 破裂紡錘状脳動脈瘤に対してOA-M4 bypassが有用であったSheehan症候群の1例
聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学脳神経外科 松森 隆史

B2-6 くも膜下出血で発症した非典型的な末梢性中大脳動脈瘤の1例
順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科 上田 哲也

B会場　（404 A）
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B2-7
A3-A3吻合術後、吻合部に発生した未破裂脳動脈瘤に対し
STA-ACA　吻合術とクリッピング術を施行した１手術例

聖麗ﾒﾓﾘｱﾙ病院脳神経外科 杉山 耕一

■B3: 血管障害②　（動脈瘤） 11：05 - 12：00
座長　赤路 和則　（美原記念病院脳神経外科）

B3-1 内頚動脈瘤破裂による非外傷性両側硬膜下血腫の1例
医療法人財団報徳会 西湘病院脳神経外科 吉山 道貫

B3-2
コイル塞栓術後にシルビウス裂内血腫の増大を来し減圧術を要した
破裂前交通動脈瘤の一例

横浜新都市脳神経外科病院 岩崎 充宏

B3-3
破裂右内頚動脈後交通動脈分岐部脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術後に
後交通動脈穿通枝領域に梗塞を呈した１例

北里大学医学部脳神経外科 宮坂 和弘

B3-4 前頭葉内出血を伴う破裂内頸動脈-後交通動脈分岐部動脈瘤の1例
千葉県救急医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 高 躍

B3-5
Marfan症候群の患者に生じたくも膜下出血に対し開頭クリッピングを
施行した1例−症例報告と文献的考察

慶應義塾大学医学部脳神経外科 金澤 徳典

B3-6 クモ膜下出血で発症した上小脳動脈末梢部動脈瘤の一例
横須賀市立市民病院脳神経外科 笹目 丈

B3-7 後下小脳動脈遠位部動脈瘤の一例
日本医科大学千葉北総病院脳神経ｾﾝﾀｰ 久保田 麻紗美

■B4: 髄液循環　 13：30 - 14：10
座長　高橋 浩一　（山王病院脳神経外科）

B4-1 第三脳室底開窓術が奏功した隔膜性中脳水道狭窄症の一例
東京都立広尾病院脳神経外科 三橋 匠

B4-2 くも膜下出血開頭術後に動眼神経麻痺を伴うBrain sagを来した1例
東京歯科大学市川総合病院脳神経外科 井上 賢

B4-3 合併した硬膜下血腫内の圧モニタリングを行って治療した特発性低髄圧症候群の1例
JA埼玉県厚生連　久喜総合病院脳神経外科 都築 伸介

B4-4
脳脊髄液減少症でブラッドパッチによる髄液漏出部閉鎖をMRミエログラフィーで
確認し得た1例

JCHO東京高輪病院脳神経外科 森谷 圭佑

B4-5
広範囲の髄液貯留をきたし複数回の硬膜外ブラットパッチを要した
特発性脳脊髄液減少症の一例

自治医科大学脳神経外科 小熊 啓文

■B5: 小児　 14：10 - 14：55
座長　野中雄一郎　（東京慈恵会医科大学脳神経外科）

B5-1 遅発性に血腫が増大したⅪ因子欠損症に伴う急性硬膜外血腫
東海大学医学部脳神経外科 滝沢 賢
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B5-2 くり返す髄膜炎を認めた錐体骨先端部髄膜瘤の一例
横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学 横井 育宝

B5-3 環椎狭窄を伴った点状軟骨異形成症の乳児２例
神奈川県立こども医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 宮崎 良平

B5-4
再発に対し二度目の手術で治癒させることができた、
小児脳幹内neurenteric cystの一例

医療法人財団健貢会　総合東京病院脳神経外科 酒井 淳

B5-5 結節性硬化症に内頚動脈瘤を合併した小児の一例
国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ脳神経外科 小林 夏樹

B5-6 難治性小児もやもや病に対する追加血行再建術
東京女子医科大学附属八千代医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 細野 純仁

■B6: 脊椎脊髄　 14：55 - 15：40
座長　黒川　龍　（那須赤十字病院脳神経外科）

B6-1 術後髄液漏で苦慮したChiari malformation Type Ⅰの一例
深谷赤十字病院脳神経外科 狩野 友昭

B6-2 頭部外傷長期経過後に発症した癒着性くも膜炎を伴った脊髄空洞症の一例
土浦協同病院脳神経外科 京極 千恵子

B6-3 Stroke mimicsとしての特発性頚髄硬膜外血腫2例の経験
秦野赤十字病院脳神経外科 浦丸 浩一

B6-4 診断に難渋した急性頸椎硬膜外血腫の一例
JCHO東京新宿ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ脳神経外科 米澤 元樹

B6-5 反復性髄膜炎の原因と考えられたTarlov嚢胞に対し摘出術を行った1例
NTT東日本関東病院脳神経外科 熊谷 真一

B6-6 脊髄髄内神経腸嚢胞に対して嚢胞壁部分切除が有効だった一例
群馬大学医学部脳神経外科 大瀧 寛也

■B7: 合併症・その他　 15：40 - 16：25
　座長　樋口 佳則　（千葉大学脳神経外科）

B7-1 未破裂脳動脈瘤のクリッピング術中に、三叉神経心臓反射による一過性徐脈、
心停止をきたした一例

横須賀共済病院脳神経外科 川崎 泰輔

B7-2 右側頭頭頂部の症候性くも膜嚢胞に対するシャント術後に発症した
可逆性白質脳症の一例

埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科 丹羽 良子

B7-3 直径5㎜の脳転移巣に対するガンマナイフ治療後に特異な画像経過を示した
乳癌脳転移の一例

千葉県循環器病ｾﾝﾀｰ脳神経外科 永野 修

B7-4 くも膜下出血後、腹腔内出血をきたしたsegmental arterial mediolysisの一例
東京女子医科大学東医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 稲塚 万佑子

B7-5 Craniofix absorbableにて骨片固定後に骨片偏位を認め、頭蓋形成術を要した1例
杏林大学医学部脳神経外科 久米 賢

B7-6 超音波検査による頭蓋内脳静脈と脳組織の観察
保谷厚生病院脳神経外科 中岡 勤


