
第 132 回 
一般社団法人日本脳神経外科学会 関東支部学術集会

日  時 ： 平成 29 年 4 月 8 日（土） 9:00～15:50

会  場 ： 砂防会館 シェーンバッハ・サボー 
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-4（別館） 
TEL：03-3261-8386 

会  長 ： 藤巻 高光 （埼玉医科大学 脳神経外科） 

◎ 最寄駅

地下鉄永田町駅（有楽町線・半蔵門線・南北線）4番出口 徒歩1分 
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◆ 演者の方へ 

・ 発表時間： 発表5分 討論2分 

・ 発表形式： PC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でお持ちください。 

・ USBメモリーでも可能ですが、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をお持ちください。 

・ 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」

としてください。 

・ 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ー出力端子の場合

は、各自で変換アダプタをご準備ください。 

◆ 学会参加費： 2,000円（当日会場でお支払ください） 

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 12:20～13:20 

「脳動脈瘤手術：multiple clippingによるoriginal artery reconstruction」       

佐野 公俊（総合新川崎病院） 

共催：日本ストライカー株式会社 

※昼食をご用意いたしておりますが、数に限りがありますことをご了承ください。 

◆ 支部理事会： 15:00～ 「立山」（別館 3F）にて開催いたします。 

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。 
 
一般社団法人日本脳神経外科学会関東支部会ホームページ（http://square.umin.ac.jp/jnsksb/）より、 
プログラムと抄録集がダウンロードできます。 



 

 

A会場
（淀)

B会場
（木曽)

機器展示
(ホワイエ)

13:55～14:30
B6-1～B6-4　機能・手術支援

13:20～13:55
B5-1～B5-4　てんかん・機能

日程表

9:00

14:10～14:50
A7-1～A7-5　血管障害2

（脳動脈瘤）

11:05～11:45
A4-1～A4-5　脳腫瘍4
（その他の腫瘍・転移）

11:15～12:05
B4-1～B4-6　脳血管障害4

（虚血）11:45～12:20
A5-1～A5-4　脳腫瘍5

（その他の腫瘍）

13:20～14:10
A6-1～A6-6　脳血管障害1

（脳動脈瘤）

開会挨拶

9:05～9:45
A1-1～A1-5　脳腫瘍1

（グリオーマ）

9:05～9:45
B1-1～B1-5　小児・先天性疾患

9:45～10:25
A2-1～A2-5　脳腫瘍2

（リンパ腫・胚細胞腫など）

9:45～10:25
B2-1～B2-5　脳出血・外傷

10:25～11:05
A3-1～A3-5　脳腫瘍3

（良性）

10:25～11:15
B3-1～B3-6　感染・水頭症・

その他

17:00

16:00

機
器
展
示

8:30 8:30～15:30　参加受付・PC受付

閉会挨拶

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

14:50～15:40
A8-1～A8-6　脳血管障害3

（AVM、血管内治療）

15:00

12:20～13:20
ランチョンセミナー

佐野公俊先生
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A会場   淀 

■ 開会挨拶 9:00～9:05 

■ A1：脳腫瘍1（グリオーマ） 9:05～9:45 

座長：稲次 基希（東京医科歯科大学脳神経機能外科） 

A1-1 異なる経過及び組織学的悪性度を示した病変を持つMultifocal gliomaの症例 
 東京医科歯科大学脳神経外科 澤柳 文菜 

A1-2 脳原発腫瘍摘出後に脊髄播腫をきたした2症例 
 獨協医科大学脳神経外科 米澤 元樹 

A1-3 脊髄円錐部diffuse midline gliomaの一例 
 東京都立小児総合医療センター脳神経外科 山本 綾 

A1-4 頭蓋頚椎移行部への播種再発病変に対して画像上全摘出を行った側頭葉膠芽腫症例 
 北里大学医学部脳神経外科 埴原 光人 

A1-5 脳幹部神経膠腫に対するサイバーナイフ定位放射線治療:一例報告 
 総合南東北病院脳神経外科 田中 将大 

■ A2：脳腫瘍2（リンパ腫・胚細胞腫など） 9:45～10:25 

座長：植木 敬介（獨協医科大学脳神経外科・腫瘍センター） 

A2-1 Occipital transtentorial approachによる開頭生検術により診断した成人胚細胞腫の１例 
 NTT東日本関東病院脳神経外科 大島 聡人 

A2-2 中間型松果体部実質腫瘍の2例 
 順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科 新井 晶 

A2-3 診断・鑑別に苦慮した頭蓋骨原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の２例 
 東京大学医学部脳神経外科 瀬川 将史 

A2-4 脊髄髄内に限局した中枢神経原発悪性リンパ腫の一例 
 群馬大学医学部脳神経外科 込山 和毅 

A2-5 外傷を契機に発見された頭蓋骨びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例 
 日本赤十字社医療センター脳神経外科 梅川 元之 

■ A3：脳腫瘍3（良性） 10:25～11:05 

座長：樋口 佳則（千葉大学大学院医学研究院脳神経外科） 

A3-1 三叉神経原発眼窩内神経線維腫の１手術例 
 防衛医科大学校脳神経外科 藤井 隆司 

A3-2 鞍結節部に発生した神経鞘腫の一例 
 慶應義塾大学医学部脳神経外科 岩井 貴洋 

A3-3 顔面痙攣で発症した小脳橋角部神経鞘腫の1例 
 日本医科大学千葉北総病院脳神経センター 梅岡 克哉 

A3-4 三叉神経痛を呈したMeckel腔髄膜腫の一例 
 東京ﾍﾞｲ・浦安市川医療センター脳神経外科 木野 智幸 

A3-5 術後5年後に蝶形骨洞粘膜の頭蓋内嵌入を認めた下垂体腺腫の1例 
 千葉大学医学部脳神経外科 松田 達磨 
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■ A4：脳腫瘍4（その他の腫瘍・転移） 11:05～11:45 

座長：隈部 俊宏（北里大学医学部脳神経外科） 

A4-1 肺癌によるTrousseau症候群を来した乳癌術後患者の一例 
 名戸ヶ谷病院脳神経外科 大池 涼 

A4-2 脳実質内浸潤を来した基底細胞癌の1例 
 国立国際医療研究センター病院脳神経外科 野田 龍一 

A4-3 初回手術より8年を経て大脳鎌へ局所再発した嗅神経芽細胞腫の1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 

A4-4 後期高齢者脊索腫の一例 
 土浦協同病院脳神経外科 武井 孝麿 

A4-5 錐体骨髄膜腫との鑑別が問題となった中耳カルチノイドの一例 
 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科 後藤 晴雄 

n A5：脳腫瘍5（その他の腫瘍） 11:45～12:20 

座長：田村 郁（東京医科歯科大学脳神経外科）  

A5-1 von Hippel-Lindau病家系に発生した両側内リンパ嚢腫の一例 
 東京医科大学脳神経外科 須長 正貴 

A5-2 眼窩下内側の顆粒細胞腫の一例 
 横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学 林 貴啓 

A5-3 鼻腔と前頭蓋窩にダンベル型に進展したglomangiopericytomaの1例 
 聖マリアンナ医科大学脳神経外科 梶 友紘 

A5-4 短期間に再出血をきたした頭蓋内海綿状血管腫の1例 
 東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (佐倉) 渕之上 裕 

■ ランチョンセミナー 12:20～13:20 

■ A6：脳血管障害1（脳動脈瘤） 13:20～14:10 

座長：吉川 雄一郎（埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科） 

A6-1 専門医取得前後の学年による開頭クリッピング術  当院における脳神経外科専攻医トレーニ
ング 

 埼玉医科大学国際医療センター脳卒中外科 浦丸 浩一 
 
A6-2  大型血栓化脳動脈瘤塞栓術後に遅発性に虚血性合併症をきたした１例 
 横浜新都市脳神経外科病院 佐藤 浩明 

A6-3 動脈瘤の対側に非典型的な血腫を認めたくも膜下出血の一例 
 杏林大学医学部脳神経外科 山田 健 

A6-4 血管内治療と開頭術併用で治療した症候性海綿静脈洞部大型動脈瘤破裂による内頚動脈
海綿静脈洞瘻の一例 

 東海大学医学部脳神経外科 佐野 史弥 

A6-5 クモ膜下出血を発症した高齢者PICA遠位部破裂瘤に対する治療 
 横須賀共済病院脳神経外科 土屋 雄介 

A6-6 外傷歴がない真性浅側頭動脈瘤の1例 
 済生会横浜市南部病院脳神経外科 寺園 明 
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■ A7：脳血管障害2（脳動脈瘤） 14:10～14:50 

座長：堀口 崇（慶應義塾大学医学部脳神経外科） 

A7-1 前交通動脈瘤に対する開頭クリッピング術 ～エキスパートの手術を論理的に考察する～ 
 総合新川橋病院脳神経外科 南村 鎌三 

A7-2 部分血栓化後大脳動脈瘤に対して血管内治療を行った一例 
 東京都立広尾病院脳神経外科 吉田 賢作 

A7-3 破裂感染性動脈瘤に対して血管内治療施行後、短期間に再発を繰り返した１例 
 東京慈恵会医科大学脳神経外科 角藤 律 

A7-4 鼻出血により発症した小型内頸動脈瘤破裂の一例 
 埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科 鈴木 隼 

A7-5 くも膜下出血で発症した両側Aplastic middle cerebral artery  (twig like MCA)の1例 
 日本医科大学多摩永山病院脳神経外科 白銀 一貴 
 

■ A8：脳血管障害3（AVM、血管内治療） 14:50～15:40 

座長：飯島 明（JCHO東京新宿メディカルセンター 脳神経血管内治療科） 

A8-1 急性期に頸動脈ステント留置術を施行した特発性頭蓋外内頸動脈解離の一例 
 船橋市立医療センター脳神経外科 田坂 研太 

A8-2 遺残舌下神経動脈を合併した症候性頸部内頚動脈狭窄症に対する頚動脈ステント留置術の
1例 

 北里大学医学部脳神経外科 山本 大輔 

A8-3 感染性心内膜炎による中大脳動脈閉塞症の1剖検例 
 国保直営総合病院君津中央病院脳神経外科 西野 航 

A8-4 脳動脈瘤術後5年を経て生じたDe novo AVMの一例 
 美原記念病院脳神経外科 志藤 里香 

A8-5 突然の片麻痺で発症し、rt-PAが投与されたspinal dural AVF の1例 
 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科 伊古田 雅史 
 
A8-6  内視鏡と蛍光血管造影を用いて根治を得た頚髄前面のperimedullary AVFの一例 
 山梨大学医学部脳神経外科 福田 憲人 
 
 
 
 

■ 閉会挨拶 15:40～ 
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B会場   木曽 

■ B1：小児・先天性疾患 9:05～09:45 

座長：下地 一彰（順天堂大学医学部脳神経外科） 

B1-1 Transient cerebral arteriopathyによる小児脳梗塞の一例 
 東京女子医科大学附属八千代医療センター 脳神経外科 菊田 敬央 

B1-2 小児後頭部皮膚洞の2例 
 神奈川県立こども医療センター脳神経外科 廣瀬 朋子 

B1-3 治療に難渋した小児巨大くも膜嚢胞の一例 
 東京女子医科大学脳神経外科 千葉 謙太郎 

B1-4 診断に苦慮した脊髄硬膜外くも膜嚢胞の一例 
 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 鈴木 智也 

B1-5 化膿性脊椎炎との鑑別が困難であったランゲルハンス細胞組織球症の1例 
 東京女子医科大学東医療センター脳神経外科 山崎 圭 

■ B2：脳出血・外傷 09:45～10:25 

座長：本多 ゆみえ（東海大学脳神経外科） 

B2-1 内視鏡下血腫除去術に不向きな被殻出血の１例 
 一般社団法人巨樹の会 新久喜総合病院脳神経外科 吉浦 徹 

B2-2 テント上外傷性血腫に併発した後頭蓋窩急性硬膜下血腫の3手術例 
 防衛医科大学校脳神経外科 土井 一真 

B2-3 箸による経眼窩頭蓋内穿通外傷の小児の1例 【木製箸による穿通外傷の診断と治療上の注
意点】 

 日本医科大学脳神経外科 小田 一徳 

B2-4 小脳出血術直後にテント上急性硬膜下血腫をきたした１例 
 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科 阿部 瑛二 

B2-5 ワルファリンカリウム内服中にミコナゾールを投与され、小脳出血を来した一例 
 横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学 石川 幸輔 

■ B3：感染・水頭症・その他 10:25～11:15 

座長：鈴木 謙介（獨協医科大学越谷病院） 

B3-1 診断に苦慮した菊池病の一例 
 東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 (大森) 野手 康宏 

B3-2 閉塞性水頭症を来したendodermal cystの一例 
 獨協医科大学越谷病院脳神経外科 松本 佳之 

B3-3 治療に苦慮した好酸球性髄膜炎の一例 
 筑波大学医学医療系脳神経外科 坂倉 和樹 

B3-4 難治性脳膿瘍に対してゲンタマイシン髄注が著効した1例 
 草加市立病院脳神経外科 高橋 暁 

B3-5 錐体骨内真珠腫の直接浸潤により発生した多発性小脳膿瘍の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 杣 夏美 

B3-6 便秘とシャント機能不全 
 茨城県立こども病院脳神経外科 成島 毅 
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■ B4：脳血管障害4（虚血） 11:15～12:05 

座長：清水 克悦（昭和大学医学部脳神経外科）

B4-1 急性硬膜下血腫合併の皮質下出血で発症した片側モヤモヤ病に対し間接血行再建を併用し
た1例 

厚木市立病院脳神経外科 藤田 周佑

B4-2 鉄欠乏性貧血に伴う脳静脈血栓症の一例 
横浜市立みなと赤十字病院脳神経外科 笹目 丈

B4-3 頚部内頚動脈解離による一過性脳虚血発作を呈した茎状突起過長症の一例 
東京都立多摩総合医療センター脳神経外科 藤谷 茂太

B4-4 デュシェンヌ型筋ジストロフィー保因者に発症する心原性脳塞栓症の2例 
前橋赤十字病院脳神経外科 飯島 圭哉

B4-5 心房中隔瘤が原因と思われる脳梗塞の一例 
帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科 山田 恵祐

B4-6 内頚動脈閉塞による急性期脳梗塞を伴った下垂体卒中の１例 
自治医科大学脳神経外科 佐藤 信 

■ B5：てんかん・機能 13:20～13:55 

座長：志藤 里香（美原記念病院脳神経外科）

B5-1 成人もやもや病に合併した側頭葉てんかんに対する手術加療の検討 
順天堂大学医学部脳神経外科 三橋 匠

B5-2 難治性脳炎後てんかんに対する手術治療戦略と発作予後 
都立神経病院脳神経外科 平田 幸子

B5-3 慢性炎症性脱髄性多発神経炎に伴う上肢の振戦・不随意運動に対して視床刺激術が有効で
あった2例 

埼玉医科大学病院脳神経外科 寺野 成彦

B5-4  ERでの頭部外傷に対する外科的治療に於けるコードレス穿孔器の可能性 
横浜市東部病院脳神経外科 峯 裕

■ B6：機能・手術支援 13:55～14:30 

座長：石川 眞実（江戸川病院脳神経外科）

B6-1 再発顔面痙攣に対するMVD後にワレンベルグ症候群を合併した一例 
水戸ブレインハートセンター 畑山 徹

B6-2 術中3D超音波検査の有用性 
保谷厚生病院脳神経外科 中岡 勤

B6-3 特発性脊髄ヘルニアの手術において術中エコー検査が有用であった一例 
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 山田 依里佳

B6-4 カテーテルを用いた硬膜外自家血注入療法にて完治した脳脊髄液減少症の1例 
医療法人社団誠馨会新東京病院脳神経外科 関原 嘉信




