
第133回
（一社）日本脳神経外科学会 関東支部学術集会

会 期：平成29年9月16日（土） 
会 場：TKP神田ビジネスセンターANNEX
　　　　（〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1 住友商事美土代ビル 8F）

会 長：松前　光紀（東海大学医学部脳神経外科）
URL：http://jns.umin.ac.jp/meeting/branch/kt133.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25分から
「てんかんと脳神経外科医療 ～10年目くらいまでの若手に知っておいて欲しいこと～」
日本医科大学武蔵小杉病院 脳神経外科医長・講師　太組　一朗先生
共催：第一三共株式会社

■支部理事会　　15時00分から
TKP神田ビジネスセンター ANNEX「カンファレンスルーム8H」で行います。
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講習会はございません。
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第133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）
9:30 開会挨拶　　会長：松前　光紀
9:35 09：35～10：15 9:35 09：35～10：15

A-1～5　　A1: 血管障害1 B-1～5　　B1: 脳腫瘍1
（脳動脈瘤1） （グリオーマなど）

座長：藍原 正憲（群馬大学） 座長：足立 好司（日本医科大学武蔵小杉病院）

10:15 10：15～10：55 10:15 10：15～10：55
A-6～10　　A2: 血管障害2 B-6～10　　B2: 脳腫瘍2

（虚血） （悪性リンパ腫など）
座長：井上 雅人（国立国際医療研究センター病院） 座長：立石 健祐（横浜市立大学）

10:55 10：55～11：35 10:55 10：55～11：35
A-11～15　　A3: 血管障害3 B-11～15　　B3: 脳腫瘍3

（AVM、AVF） （髄膜腫、神経鞘腫）
座長：山本 宗孝（順天堂大学） 座長：阿久津博義（筑波大学）

11:35 11：35～12：15 11:35 11：35～12：15
A-16～20　　A4: 血管障害4 B-16～20　　B4: 脳腫瘍4

（虚血など） （頭蓋底腫瘍など）
座長：中村 歩希（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院） 座長：野中 洋一（東海大学）

12:15
12:25 12：25～13：15

ランチョンセミナー
てんかんと脳神経外科医療 

～10年目くらいまでの若手に知っておいて欲しいこと～
太組 一朗（日本医科大学武蔵小杉病院）

座長：松前 光紀（東海大学）
13:20 13：20～14：00 13:20 13：20～14：00

A-21～25　　A5: 血管障害5 B-21～25　　B5: 脳動脈瘤、感染症など
（脳動脈瘤2） 座長：笹原 篤（東京女子医科大学東医療センター）

座長：田中 喜展（獨協医科大学越谷病院）

14:00 14：00～14：40 14:00 14：00～14：40
A-26～30　　A6: 外傷1 B-26～30　　B6: 脊髄、血管腫など

座長：秋山 武紀（慶應義塾大学） 座長：金 景成（日本医科大学千葉北総病院）

14:40 14：40～15：20 14:40 14：40～15：20
A-31～35　　A7: 外傷2 B-31～35　　B7: 開頭術関連など

座長：原 睦也（武蔵野赤十字病院） 座長：樋口 佳則（千葉大学）

15:20 15：20～16：00 15:20
A-36～40　　A8: 水頭症、解剖、教育など

座長：松澤 和人（名戸ヶ谷病院）

16:00 閉会挨拶　　会長：松前 光紀
16:05 第14回関東支部総会

※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。

（ホール8I） （ホール8E）
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A会場　（ホール8I）

■開会挨拶　 09：30 - 09：35

■A1: 血管障害1　（脳動脈瘤1） 09：35 - 10：15
座長　藍原 正憲　（群馬大学医学部脳神経外科）

A-1 症候性脳血管攣縮を呈して受診した破裂MCA動脈瘤に対してhybrid戦略により
治療した1例

横浜新都市脳神経外科病院 鈴木 孝典
A-2 Trapping と PICA 血行再建で治療した出血発症解離性 distal PICA aneurysm の一例

成田赤十字病院脳神経外科 菊地 浩
A-3 部分血栓化巨大中大脳動脈瘤の1例

群馬大学医学部附属病院 矢島 翼
A-4 血栓回収療法中に脳底動脈-上小脳動脈分岐部脳動脈瘤を認めた一症例

東京医科大学八王子医療センター脳神経外科 須長 正貴
A-5 コイル塞栓術後の急速な再増大と周囲脳の浮腫性変化を生じた破裂脳動脈瘤の一例

自治医科大学脳神経外科 岩瀬 遼

■A2: 血管障害2　（虚血） 10：15 - 10：55
座長　井上 雅人　（国立国際医療研究センター病院脳神経外科）

A-6 Tandem occlusion の血栓回収後に残存した頚動脈狭窄が急性再閉塞をきたした一例
成田赤十字病院脳神経外科 横山 大騎

A-7 もやもや病血行再建術後過灌流症候群でのIMZ SPECTの有用性
山梨大学医学部脳神経外科 塩谷 茉美

A-8 経上腕動脈アプローチにより血栓回収術を行った２症例の検討
国立国際医療研究センター病院脳神経外科 玉井 雄大

A-9 急性冠症候群に伴う進行性脳梗塞に対してSTA-MCAバイパス術が有用であった一例
NTT東日本関東病院脳神経外科 松永 智宏

A-10 動脈硬化性内頚動脈閉塞症に対する浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術（STA-MCA bypass）
後に, 脳内出血をきたした1例

日本赤十字社医療センター脳神経外科 勅使川原 明彦

■A3: 血管障害3　（AVM、AVF） 10：55 - 11：35
座長　山本 宗孝　（順天堂大学医学部脳神経外科）

A-11 錐体静脈および前脊髄静脈に直接ドレナージするextrasinusal typeの硬膜動静脈瘻に
対して開頭術を選択した1例

順天堂大学医学部脳神経外科 杉山 夏来
A-12 頭蓋内圧亢進症を呈し治療に難渋した硬膜動静脈瘻の一例

東京医科大学脳神経外科 齋藤 佑樹

A-13 脳室内出血を繰り返したdiffuse AVMに対し，
ナイダス内動脈瘤の選択的塞栓術を施行した一例

東京都立多摩総合医療センター脳神経外科 小泉 聡
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A-14 脳幹浮腫が急激に増悪したCS dAVFの1例
埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科 前田 拓真

A-15 多発硬膜動静脈瘻に合併した横静脈洞閉塞に対して経皮的静脈洞形成術を施行した1例
北里大学医学部脳神経外科 山本 大輔

■A4: 血管障害4　（虚血など） 11：35 - 12：15
座長　中村 歩希　（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科）

A-16 インフリキシマブ投与後に静脈洞血栓症を発症した、寛解期クローン病の1例
日本大学医学部脳神経外科 龍岡 樹里

A-17 椎骨動脈解離を来した前大脳動脈解離既往のある1例
横浜栄共済病院　初期研修医 岡野 将之

A-18 血管内治療を行ったホモシスチン血症による急性期脳梗塞の1例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科 久代 裕一郎

A-19 脳室内鋳型血腫に対する硬性および軟性内視鏡を併用した血腫除去術
防衛医科大学校脳神経外科 吉浦 徹

A-20 頚動脈線維筋性形成異常に起因した頭蓋内血管障害を発症した一例
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） 川口 公悠樹

■ランチョンセミナー　 12：25 - 13：15
座長　松前 光紀　（東海大学医学部脳神経外科）

てんかんと脳神経外科医療 ～10年目くらいまでの若手に知っておいて欲しいこと～
日本医科大学武蔵小杉病院 脳神経外科医長・講師 太組 一朗

共催：第一三共株式会社

■A5: 血管障害5　（脳動脈瘤2） 13：20 - 14：00
座長　田中 喜展　（獨協医科大学越谷病院脳神経外科）

A-21 脳底動脈fenestration部破裂動脈瘤に対して血管内治療を行った1例
獨協医科大学越谷病院脳神経外科 杉浦 嘉樹

A-22 Supracallosal portionに発生したDistal anterior cerebral artery aneusysmの1例
済生会横浜市南部病院脳神経外科 内野 圭

A-23 経時的に増大した破裂解離性内頚動脈瘤に対し血管内治療を行った1例
東京都立広尾病院脳神経外科 鈴木 一幹

A-24 開頭クリッピング術が有用であった特発性遠位部前脈絡叢動脈瘤の一例
順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科 工藤 健太郎

A-25 内頚動脈閉塞を伴ったTrue Posterior Communicating Artery Aneurysm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
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■A6: 外傷1 14：00 - 14：40
座長　秋山 武紀　（慶應義塾大学医学部脳神経外科）

A-26 外傷性動眼神経麻痺の一例
総合守谷第一病院脳神経外科 阿部 圭市

A-27 頭蓋骨陥没骨折による静脈洞狭窄により両側外転神経麻痺をきたした1例
横浜市立みなと赤十字病院脳神経外科 小座野 いづみ

A-28 鼻出血を繰り返した外傷性前篩骨動脈瘤の1例
慶應義塾大学医学部脳神経外科 蔵成 勇紀

A-29 脳梁損傷で右片麻痺を生じた頭部外傷の一例
茨城県立こども病院脳神経外科 花井 翔

A-30 車椅子からの転落による両側基底核部損傷の1例：車椅子が関与した受傷機転の考察
日本大学医学部　脳神経外科学系神経外科学分野 塩川 諒治

■A7: 外傷2 14：40 - 15：20
座長　原 睦也　（武蔵野赤十字病院脳神経外科）

A-31 外科的切除術を施行した外傷性頭皮動静脈瘻の一例
土浦協同病院脳神経外科 武井 孝麿

A-32 直接損傷を伴わない外傷性direct carotid-cavernous fistulaに対し経静脈的塞栓術を行った1例
武蔵野赤十字病院脳神経外科 青山 二郎

A-33 側頭下窩から竹を除去した一例
横須賀市立市民病院脳神経外科 吉田 俊

A-34 銃弾摘出をした頭部銃創の1例
医療法人社団誠馨会新東京病院脳神経外科 齋藤 雄三

A-35 自動釘打機（nail-gun）による穿通性頭部外傷の一例
藤沢市民病院脳神経外科 福山 龍太郎

■A8: 水頭症、解剖、教育など 15：20 - 16：00
座長　松澤 和人　（名戸ヶ谷病院脳神経外科）

A-36 動脈瘤手術におけるorbital skeletonizationを用いた術野展開
名戸ヶ谷病院脳神経外科 井上 靖章

A-37 脳神経外科におけるiPad proの術前・術中教育ツールとしての活用
東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 鈴木 智也

A-38 特発性正常圧水頭症（iNPH）診療に対する当科の取り組み。
社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院脳神経外科 長谷川 真作

A-39 特発性正常圧水頭症（iNPH）：当科の取り組みと治療成績
社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院脳神経外科 長谷川 真作

A-40 外傷機転のないくも膜嚢胞を伴う慢性硬膜下血腫の1例
虎の門病院 寺西 亮雄

■閉会挨拶　 16：00 - 16：05

■第14回 関東支部総会 16：05 - 16：20
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■B1: 脳腫瘍1　（グリオーマなど） 09：35 - 10：15
座長　足立 好司　（日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科）

B-1 Massiveな脳出血で発症したoligodendrogliomaの一例
青梅市立総合病院脳神経外科 平 直記

B-2 diffuse leptomeningeal glioneuronal tumorが疑われる60歳の症例
日本医科大学千葉北総病院脳神経センター 大村 朋子

B-3 髄膜腫摘出後に発生した神経膠芽腫の1例
横須賀共済病院脳神経外科 関口 徳朗

B-4 骨髄転移をきたした乏突起膠腫の一例
総合病院国保旭中央病院脳神経外科 喜古 一成

B-5 出血を繰り返した原発性脳内肉腫の一例
前橋赤十字病院脳神経外科 常岡 明加

■B2: 脳腫瘍2　（悪性リンパ腫など） 10：15 - 10：55
座長　立石 健祐　（横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科）

B-6 画像診断に苦慮した腎移植後
Epstein-Barr virus （EBV） positive CNS malignant lymphoma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
B-7 頭蓋内単独で発生したJuvenile xanthogranulomaの一例

東京医科歯科大学脳神経外科 徳永 英恵
B-8 頭蓋骨頭蓋内浸潤をきたしたALK陽性未分化大細胞型リンパ腫の一例

横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学 阿部 浩征
B-9 下垂体卒中様症状で発症したラトケ嚢胞の一例

昭和大学横浜市北部病院脳神経外科 吉山 智美

B-10 VEP波形が消失した視神経管内転移性脳腫瘍に対して硬膜外視神経管開放術が
有効であった一手術例

防衛医科大学校脳神経外科 大塚 陽平

■B3: 脳腫瘍3　（髄膜腫、神経鞘腫） 10：55 - 11：35
座長　阿久津 博義　（筑波大学医学医療系脳神経外科）

B-11 高齢者における巨大中頭蓋窩髄膜腫に対する治療戦略
- skull base surgery or conventional surgery? -

東京医科大学茨城医療センター脳神経外科 横山 智哉

B-12 硬膜内からMastoid antrumに進展する腫瘤が原因で、再発性髄液鼻漏と髄膜炎を
繰り返した神経線維腫症I型の一例

東京女子医科大学脳神経外科 池田 茂
B-13 硬膜付着のない小脳橋角部髄膜腫の1例

筑波大学医学医療系脳神経外科 赤星 南
B-14 テント上下に進展し巨大嚢胞形成を呈した神経鞘腫の一例

東京都立墨東病院脳神経外科 長島 良
B-15 脊髄損傷を契機に診断に至った若年性脊髄異型性髄膜腫の1例

東京慈恵会医科大学脳神経外科 山名 慧

B会場　ホール8E
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■B4: 脳腫瘍4　（頭蓋底腫瘍など） 11：35 - 12：15
座長　野中 洋一　（東海大学医学部脳神経外科）

B-16 進行性の視力低下で発症した硬膜外血管周皮腫の1例
順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科 泉 響介

B-17 術前中硬膜動脈コイル塞栓術が有効であったhemangiopericytomaの1症例
東京ベイ・浦安市川医療センター脳神経外科 澤田 佳奈

B-18 多発性骨髄腫に伴う孤発性腹側頭蓋底病変の一例
東京大学医学部脳神経外科 岩立 拓子

B-19 軸椎骨折にて発見され腫瘍塞栓術後に後方椎体間固定を施行した多発性骨髄腫の1例
聖路加国際病院脳神経外科 望月 達城

B-20 三叉神経痛にて発症した脳神経原発悪性リンパ腫の稀な一例
東海大学医学部脳神経外科 佐野 史弥

■B5: 脳動脈瘤、感染症など 13：20 - 14：00
座長　笹原 篤　（東京女子医科大学東医療センター脳神経外科）

B-21 免疫化学染色で多数のスピロヘータが陽性となった梅毒ゴム腫の一例
東京女子医科大学東医療センター脳神経外科 黒井 康博

B-22 シャント感染予防プロトコール導入の効果
杏林大学医学部脳神経外科 岡村 優真

B-23 プロラクチノーマに合併した前交通動脈瘤の破裂によりくも膜下出血を発症した一例
帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科 坂口 雄亮

B-24 肝細胞癌治療中に硬膜下膿瘍を来した一例
埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科 平田 操

B-25 血管内治療を行った多発性細菌性脳動脈瘤の1例
東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科 林 盛人

■B6: 脊髄、血管腫など 14：00 - 14：40
座長　金　景成　（日本医科大学千葉北総病院脳神経外科）

B-26 クリッペル･トレノネー・ウェーバー症候群に合併した脊髄海綿状血管腫の1例
日本医科大学脳神経外科 小田 一徳

B-27 抜糸後に発症した術後硬膜外血腫の一例
草加市立病院脳神経外科 荻島 隆浩

B-28 Tumefactive multiple sclerosisの画像学的検討
朝霞台中央総合病院脳神経外科 脳卒中・てんかんセンター 中野 紘

B-29 視力低下にて発症したextraconal orbital cavernous angioma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 新垣 勇大

B-30 OLIF（Oblique lateral interbody fusion）による間接減圧術と
体位変換をしないPPS（Percutaneous pedicle screwing）の経験

医療法人財団健貢会　総合東京病院脳神経外科 沼澤 真一
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■B7: 開頭術関連など 14：40 - 15：20
　座長　樋口 佳則　（千葉大学医学部脳神経外科）

B-31 頭蓋咽頭腫摘出後に血管攣縮をきたした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 橋本 和敏

B-32 Paroxysmal Sympathetic Hyperactivityを認めた出血発症の脳動静脈奇形の一例
平塚市民病院脳神経外科 山田 浩貴

B-33 開頭腫瘍摘出術後の遅発性脳血管攣縮に血管内治療が奏効した1例
聖マリアンナ医科大学脳神経外科 内田 将司

B-34 微小血管減圧術後に生じたテント上硬膜下血腫

千葉大学医学部脳神経外科 YAKUFUJIANG 
MAIDINAMU

B-35 頭蓋頸椎移行部髄膜腫術後に小脳嚢胞を形成した一例
筑波記念病院脳神経外科 小沼 邦之


