
第 128 回 

(社) 日本脳神経外科学会 関東支部学術集会 

 

会期： 平成 27 年 12 月 5 日（土）  9:00 ～ 17:00 
会場： フクラシア東京ステーション 6F 
会長： 金 彪 （獨協医科大学脳神経外科） 
URL：  http://jns.umin.ac.jp/meeting/branch/kt128.html 

 

 

               地上からのアクセス                     地下からのアクセス 

 

■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 

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 をお持ちください。また動画をご

使用の場合、Macintosh をご使用の場合は、必ずご自身の PC および映像出力アダプタ（D15 出力）をお持ちくだ

さい。発表データは Windows PowerPoint で再生可能な形式とし、ファイル名は（演題番号 氏名）としてくだ

さい。音声は使用できません。 

発表の際に COI の開示をお願いします。開示すべき COI がない場合は、最初のスライドに“本演題の発表に際し

て開示すべき COI はない”旨、記載をお願いします。 

■学会参加費 2000 円（当日会場にて現金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 12:20 ～ 共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社 ファイザー株式会社 

  不整脈治療の最前線：獨協医科大学越谷病院 循環器内科 准教授 中原志朗 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ください。 

■FD 講習会 16:00 ～ 

当日受付を行います。予約・事前登録の必要はありません。脳神経外科学会員証カードをお持ちください。 

■支部理事会 15:00 ～ フクラシア東京ステーション 6F C 会場  役員の先生方はご出席よろしくお願いいたします。 



*日本脳神経外科学会関東恥部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できます。 

第 128 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（6A） B 会場（6B） 

9:00-9:05 開会挨拶  

 

9:05-9:45 A1-1 ～ A1-5 

         腫瘍 1（下垂体近傍） 

9:45-10:15 A2-1 ～ A2-4 

         腫瘍 2（血管性腫瘍） 

10:15-10:45 A3-1 ～ A3-4 

         腫瘍 3（小児） 

 

10:45-11:30 A4-1 ～ A4-6 

         腫瘍 4 

11:30-12:15 A5-1 ～ A5-6 

         腫瘍 5 

 

 

9:05-9:35 B1-1 ～ B1-4 

機能外科 てんかん 

9:35-10:05 B2-1 ～ B2-4 

脊髄脊椎 水頭症 

10:05-10:45 B3-1 ～ B3-5 

炎症性疾患その他に伴う 

脳・血管障害 感染症 

10:45-11:30 B4-1 ～ B4-6 

血管障害 1 

11:30-12:15 B5-1 ～ B5-6 

血管障害 2 

 

 

12:20-13:15 ランチョンセミナー 

 不整脈治療の最前線 

 獨協医科大学越谷病院循環器内科  

准教授     中原志朗 先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:20-13:50 A6-1 ～ A6-4 

         血管内治療 1 

13:50-14:20 A7-1 ～ A7-4 

     血管内治療 2 

14:20-15:00 A8-1 ～ A8-5 

     血管障害 2（動脈瘤） 

15:00-15:40 A9-1 ～A9-5 

     血管障害 3（動脈瘤） 

 

 

13:20-13:50 B6-1 ～ B6-4 

注意すべき他疾患との関連 

13:50-14:30 B7-1 ～ B7-5 

注意を要する病態・管理 

14:30-15:00 B8-1 ～ B8-4 

合併症 

15:00-15:40 B9-1 ～ B9-5 

外傷 

 

15:40-15:45 閉会挨拶  

 

16:00-17:00 Faculty Development 講習会 

 



A 会場 

 

■開催挨拶                                               9:00 ～ 9:05 

 

■ A1 : 腫瘍 1 （下垂体近傍）                              9:05 ～ 9:45 

                                座長： 山本哲哉 （筑波大学医学医療系脳神経外科） 

A1-1 石灰化病変として生じたトルコ鞍部骨軟骨腫の 1 例 

    順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科  上田 哲也 

A1-2 動眼神経麻痺を初発症状とした蝶形骨洞粘液嚢腫の 1 例 

    聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部病院脳神経外科        川口 公悠樹 

A1-3 視機能障害で発症した多発性脳槽内石灰化病変の１手術例 

    防衛医科大学校脳神経外科    藤井 隆司 

A1-4 くも膜嚢胞との鑑別が困難であったラトケ嚢胞に内視鏡下経蝶形骨洞手術を施行した一例 

    日本大学医学部脳神経外科    李 相大 

A1-5 稀な第三脳室腫瘍の 2 例～画像所見と病理学的特徴からの考察 

     筑波大学医学医療系脳神経外科   中尾 隼三 

 

■ A2 : 腫瘍 2 （血管性腫瘍）                              9:45 ～ 10:15 

座長： 成相直 （東京医科歯科大学脳神経外科） 

A2-1 静脈性血管腫に合併した海面状血管腫からの小脳出血の 1 例 

    関東労災病院脳神経外科    白銀 一貴 

A2-2 静脈性血管腫に伴う慢性被膜化血腫摘出術 9 年後に血腫再発を生じた１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 平 直記 

A2-3 出血を繰り返した aneurysmal bone cyst の一例 

    前橋赤十字病院脳神経外科    富田 庸介 

A2-4 Hemangioblastoma における 11C-Methionine PET の検討 

    東京医科歯科大学脳神経外科   黒羽 真砂恵 

 

■ A3 : 腫瘍 3 （小児）           10:15 ～ 10:45 

座長： 川瀧智之 （山梨大学医学部脳神経外科） 

A3-1 二期的手術により全摘出し得た小児脳幹 pilomyxoid astrocytoma の一例 

    山梨大学医学部脳神経外科    鈴木 景子 

A3-2 化学療法後の残存病変に対し手術を行った三側性網膜芽細胞腫の１例 

    埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ脳・脊髄腫瘍科  三宅 勇平 

A3-3 側脳室内に発生した atypical teratoid/rhabdoid tumor の一例 

    群馬大学医学部脳神経外科    山田 匠 

A3-4 化学療法と段階的手術で全摘出に至った先天性巨大脳腫瘍の一例 

    東京都立小児総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科  田村 剛一郎 



 

■ A4 : 腫瘍 4                                      10:45 ～ 11:30 

座長： 三代貴康 （横須賀市立うわまち病院脳神経外科） 

A4-1 脳転移をきたした男性乳癌の 1 例 

    東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (大森) 渕之上 裕 

A4-2 大脳鎌テント接合部近傍の髄膜腫に対する手術における工夫 

    公立昭和病院脳神経外科    高砂 恵 

A4-3 初発から 36 年後に再発した Rhabdoid 髄膜腫 

    防衛医科大学校脳神経外科    田之上 俊介 

A4-4 小脳橋角部に発生した melanocytoma の一例 

    東京医科大学脳神経外科    横山 智哉 

A4-5 頭痛を契機に同定された腫瘤内出血を伴うコレステリン肉芽種の一例 

    横須賀市立うわまち病院脳神経外科   詫磨 裕史 

A4-6 成人における Langerhans cell histiocytosis による前頭骨腫瘍の一例 

    国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ病院脳神経外科  野田 龍一 

 

■ A5 : 腫瘍 5                                      11:30 ～ 12:15 

座長： 峯 裕 （済生会横浜市東部病院脳神経外科） 

A5-1 嗅窩部神経鞘腫の１例 

    順天堂大学医学部脳神経外科   井口 整 

A5-2 当院で経験した Papillary glioneuronal tumor の一例 

    昭和大学医学部脳神経外科    阪本 有 

A5-3 松果体近傍腫瘍の 1 治療経験 

    済生会横浜市東部病院脳神経外科   吉田 啓佑 

A5-4 再発悪性神経膠腫に対するニムスチン（ACNU）・ベバシツマブ（BV）併用化学療法 

    千葉県がんｾﾝﾀｰ脳神経外科    菊地 浩 

A5-5 サイバーナイフ 5 分割定位放射線治療が奏功した眼窩内悪性リンパ腫の一例 

    総合南東北病院脳神経外科    田中 将大 

A5-6 脊髄円錐と第三脳室内に発生した myxopapillary ependymoma の一例 

    東京大学医学部脳神経外科    曽田 剛史 

 

 

■ ランチョンセミナー                                  12:20 ～ 13:15 

座長： 金 彪 （獨協医科大学脳神経外科） 

不整脈治療の最前線  獨協医科大学越谷病院循環器内科 准教授  中原 志朗 

    共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社 ファイザー株式会社 

 

 



■ A6 : 血管内治療 1                                   13:20 ～ 13:50 

座長： 堀川弘吏 （東京都立多摩総合医療センター脳神経外科） 

A6-1 急性脳主幹動脈閉塞症における再開通療法 後方循環(椎骨―脳底動脈系)での治療成績 

    医療法人財団報徳会 西湘病院脳神経外科  竹内 昌孝 

A6-2 特発性頸部内頚動脈解離による急性内頚動脈閉塞症に対して経皮的血栓回収療法と待機的に頚動 

脈ステント留置術を施行した１例 

     東京都立多摩総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科  當銀 壮太 

A6-3 血管内治療が奏功した静脈洞血栓症の一例 Sliding balloon technique による機械的血栓破砕療法 

    横浜新都市脳神経外科病院    石森 久嗣 

A6-4 超高齢者に対するステント型血栓回収の 1 例 

     東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大橋病院脳神経外科  岩間 淳哉 

 

■ A7 : 血管内治療 2           13:50 ～ 14:20 

座長： 渡辺剛史 （湘南鎌倉総合病院脳神経外科） 

A7-1 当院における最大径 3mm 未満の小型破裂脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術症例の検討 

     東京医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科    村瀬 真 

A7-2 側頭下窩巨大動脈瘤に対して covered stent を用いて治療した 1 例 

     東京医科歯科大学血管内治療科   中野 智行 

A7-3 孤立横静脈洞部にできた硬膜動静脈瘻に対して小開頭下コイル塞栓術を行った 1 例 

     湘南鎌倉総合病院脳神経外科   関口 徳朗 

A7-4 上矢状静脈洞の直接穿刺によりコイル塞栓術を施行した硬膜動静脈瘻の 1 例 

     NTT 東日本関東病院脳神経外科   熊谷 真一 

 

■ A8 : 血管障害 3 （動脈瘤 1）                                   14:20 ～ 15:00 

座長： 松尾成吾 （森山記念病院脳神経外科） 

A8-1 脳動脈瘤頸部クリッピング術における Adenosine triphosphate(ATP)を用いた心停止の有用性 

    森山記念病院脳神経外科    善本 晴子 

A8-2 出血発症した A3 部解離性前大脳動脈瘤の一例 

    永寿総合病院脳神経外科    林 佐衣子 

A8-3 くも膜下出血と脳梗塞をきたした前大脳動脈解離の１例 

    東京逓信病院脳神経外科    畑佐 まどか 

A8-4 くも膜下出血後の脳血管攣縮期に破裂した末梢性中大脳動脈瘤の一例 

    東京都立広尾病院脳神経外科   吉田 賢作 

A8-5 後交通動脈と共通幹をなす前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤の１手術例 

     自治医科大学脳神経外科    新井 文博 

 

■ A9 : 血管障害 4 （動脈瘤 2）                           15:00 ～ 15:40 

座長： 吉田賢作 （東京都立広尾病院脳神経外科） 



A9-1 治療戦略を見誤った blister aneurysm の１例 

     東京医科大学茨城医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科  原岡 怜 

A9-2 前大脳動脈解離性動脈瘤による脳梗塞発症し A3-A3 吻合術とトラッピング施行  

吻合部に発生した未破裂脳動脈瘤に対し STA-ACA 吻合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 

A9-3 小脳梗塞にて発症した distal PICA 血栓化動脈瘤の１例 

     杏林大学医学部脳神経外科    今井 大也 

A9-4 くも膜下出血で発症した肺原発の腫瘍性多発性脳動脈瘤の 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 清水 篤 

A9-5 対側が低形成の椎骨動脈解離性破裂動脈瘤に internal trapping を行った 1 例 

    武蔵野赤十字病院脳神経外科   橋詰 哲広 

 

■ 閉会挨拶                                                  15:40 ～ 15:45 

 

 

■ Faculty Development 講習会                          16:00 ～ 17:00 

 

 

B 会場 

 

■ B1 : 機能外科 てんかん           9:05 ～ 9:35 

座長： 久保田有一 （朝霞台中央総合病院脳神経外科） 

B1-1 非特異的な血管走行を呈した三叉神経痛の 1 例 

    厚木市立病院脳神経外科    蠣崎 昭太 

B1-2 難治性部分てんかんに対する覚醒下手術 ; 7 症例の検討 

    東京都立神経病院脳神経外科   佐々木 重嘉 

B1-3 両側蒼球内節脳深部刺激術 (GPi-DBS)が著効した薬剤性全身性ジストニアの一例 

    日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科  山田 敏雅 

B1-4 側頭葉てんかん術後の心因性非てんかん性発作 

    朝霞台中央総合病院脳神経外科   生田 雅人 

 

■ B2 : 脊髄脊椎 水頭症          9:35 ～ 10:05 

座長： 冨田栄幸 （足利赤十字病院脳神経外科） 

B2-1 腰椎周辺疾患の治療が有用であった超高齢者難治性腰痛患者の 2 例 

    日本医科大学千葉北総病院脳神経ｾﾝﾀｰ  國保 倫子 

B2-2 術前診断が困難であった hypervascular な頸部神経鞘腫の一例 

    足利赤十字病院脳神経外科    大石 裕美子 

 



B2-3 経過の予測が困難であった非交通性水頭症の 1 例 

    川崎市立川崎病院脳神経外科   蔵成 勇紀 

B2-4 くも膜下出血後の腰椎癒着性くも膜炎治療後に正常圧水頭症をきたした１例  

-髄液循環動態を再考する- 東京女子医科大学東医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科  黒井 康博 

 

■ B3 : 炎症性疾患その他に伴う脳・血管障害 感染症             10:05 ～ 10:45 

座長： 日山博文 （JCHO 東京高輪病院脳神経外科） 

B3-1 リウマチ性髄膜炎の 1 例 

    東京女子医科大学東医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科  前川 達哉 

B3-2 結節性多発動脈炎で多様な全身合併症のある多発脳動脈瘤の治療経験 

    帝京大学医学部脳神経外科    勝野 亮 

B3-3 アスペルギルス感染に伴う未破裂脳動脈瘤に対し血管内治療が有効であった一例 

    東京医科大学八王子医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科  長谷川 麻矢 

B3-4 レジオネラ肺炎に伴う脳梁膨大部及び膝部に病変を生じた脳症の 1 例 

    JCHO 東京高輪病院脳神経外科   森谷 圭佑 

B3-5 Takayasu arteritis による多発動脈狭窄に対して PTA 行い、良好な拡張を得た一例 

    昭和大学藤が丘病院脳神経外科   樫村 洋次郎 

 

■ B4 : 血管障害 1                                  10:45 ～ 11:30 

座長： 金谷英明 （獨協医科大学脳神経外科） 

B4-1 脳表静脈の血行動態と超音波所見について 

    保谷厚生病院脳神経外科    中岡 勤 

B4-2 Major feeding artery の閉塞による脳梗塞を発症した脳動静脈奇形の一例 

    埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科  塚越 瑛介 

B4-3 術中に両側皮質静脈流出を認めた前頭蓋底硬膜動静脈瘻の 1 例 

    順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科  関口 和哉 

B4-4 急性硬膜下血腫で発症し術中 ICG angiography で診断し得た硬膜動静脈瘻の一例 

    東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科  武井 淳 

B4-5 内耳道内に限局した前下小脳動脈瘤を伴う動静脈瘻の１例 

    獨協医科大学脳神経外科    河野 立弥 

B4-6 先天性硬膜動静脈瘻の一例 

    神奈川県立こども医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科  横井 育宝 

 

■ B5 : 血管障害 2                                  11:30 ～ 12:15 

座長： 山中祐路 （小田原市立病院脳神経外科） 

B5-1 遺残 ventral ophthalmic artery の閉塞で失明した前大脳動脈瘤の 1 考察例 

    圭春会小張総合病院脳神経外科   松村 英明 

 



B5-2 くも膜下出血超急性期に合併した中大脳動脈閉塞の１例 

    東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科  波多野 敬介 

B5-3 血管攣縮の関与が疑われた両側頭蓋外内頚動脈狭窄の一例 

    自治医科大学付属さいたま医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 高橋 賢伍 

B5-4 内頚静脈の深部静脈血栓症にエドキサバンが著効した 1 例 

    小田原市立病院脳神経外科    篠原 禎雄 

B5-5 脳幹部に発生した慢性被膜化血腫 

    東海大学医学部脳神経外科    滝沢 賢 

B5-6 超急性期脳出血の MRI 拡散強調画像所見 

    JA 埼玉県厚生連 久喜総合病院脳神経外科  景山 寛志 

 

■ B6 : 注意すべき他疾患との関連                    13:20 ～ 13:50 

座長： 寺尾聰 （東京都済生会中央病院脳神経外科） 

B6-1 弁輪形成術後に広範囲脳梗塞を来した両側内頚動脈系狭窄の 1 幼児例 

    聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学脳神経外科   梶 友紘 

B6-2 低用量ピル服用中に若年発症した中大脳動脈閉塞症の一例 

    海老名総合病院脳神経外科    池田 茂 

B6-3 脳腫瘍像を呈した MTX 関連リンパ増殖性疾患の治療経験例 

    東京都済生会中央病院脳神経外科   小池 和成 

B6-4 脳梗塞と鑑別を要したマルキアファーヴァ・ビニャミ病の一例 

    医療法人社団 KNI 北原国際病院脳神経外科  加藤 健佑 

 

■ B7 : 注意を要する病態・管理         13:50 ～ 14:30 

座長： 伊地俊介 （日本赤十字社医療センター脳神経外科） 

B7-1 たこつぼ型心筋症を合併し動脈内バルーンパンピングを用いて一命をとりとめたクモ膜下出血の一例 

    神奈川県立こども医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科  高木 良介 

B7-2 プロラクチノーマ維持治療中に腫瘍内伸展・増大を来した海綿静脈洞部内頚動脈瘤の 1 例 

    慶應義塾大学医学部脳神経外科   西本 真章 

B7-3 経鼻的内視鏡下手術における内頚動脈損傷に対し急性期血行再建術を要した一例 

    日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科   佐藤 邦智 

B7-4 乳幼児もやもや病に対する急性期全身管理の Pit Fall 

    東京女子医科大学脳神経外科   石川 友美 

B7-5 妊娠 33 週の妊婦に発症したくも膜下出血の治療経験 

    東京慈恵会医科大学脳神経外科   勅使川原 明彦 

 

■ B8 : 合併症           14:30 ～ 15:00 

座長： 村井保夫 （日本医科大学脳神経外科） 

 



B8-1 前頭側頭開頭術後に合併した鼓室内血腫よる伝音性難聴 

     日本医科大学脳神経外科    築山 敦 

B8-2 通常の聴診と腹部レントゲンによる確認では察知しえなかった経鼻胃管胃粘膜下層迷入により発 

症した門脈気腫症の一例 

     埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科  酒井 優 

B8-3 Propofol Infusion Syndrome が疑われたくも膜下出血コイル塞栓術後の一例 

     川崎市立多摩病院脳神経外科   神野 崇生 

B8-4 頚部内頚動脈狭窄症に対する頚動脈ステント留置術後に造影剤脳症を呈した 1 例 

     筑波記念病院脳神経外科    中村 和弘 

 

■ B9 : 外傷                                       15:00 ～ 15:40 

座長： 坂田勝巳 （横浜市立大学附属市民医療センター脳神経外科） 

B9-1 30 年前の外傷が契機となった硬膜下膿瘍の一例 

    東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (大森) 上田 啓太 

B9-2 減圧開頭術後に対側の血腫が増大して救命できなかった一例 

    筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院脳神経外科   坂倉 和樹 

B9-3 重症頭部外傷の経過中に前大脳動脈遠位部動脈瘤破裂を来たした１小児例 

    横浜市立大学附属市民総合医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 小座野 いづみ 

B9-4 外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻に対して covered stent を用いて治療した 1 例 

    獨協医科大学越谷病院脳神経外科   清水 信行 

B9-5 特異な血管撮影所見を呈した外傷性頚動脈海綿静脈洞の 1 例 

    東京労災病院脳神経外科    寺島 華江 

 

 


