
弟９５回日本脳神経外科学会関東地方会 
 

          日時 :  平成16年12月11日（土） 11:00～15:40 
 
          会場 :  野口英世記念会館 
            〒160-0015 東京都新宿区大京町２６番地（電話：03-3357-0742） 

 
 

会長：埼玉医科大学病院 脳神経外科 松谷雅生 
 
 
    演者の方へ:    発表時間５分、討論２分の予定です。 
           制限時間を知らせるランプなどはありません。時間厳守にご協力ください。 
           発表形式はPCプロジェクター１台で、発表はすべてPCで行います。 
                  スライドでの発表はできませんので御注意下さい。 
           各自のPC本体をご持参下さい。（CD-R, PCカード,USBメモリ等の記憶媒体は受付 
           できません．） 
           プロジェクターとの接続はミニD-DUB15ピン端子となります。ご自身で変換 
           アダプタをご準備下さい。スクリーンセーバーが作動しないよう設定をお願いします。 
           画面の領域を予め１０２４X７６８ピクセルに調整しておいて下さい。 
           発表者の方は、遅くともご発表の３０分前までに、PC受付へお越し下さい。 
           討論の際には、発表責任者の方がご同席くださいますようお願いいたします。 
 
    会場整理費： 2,000円（当日会場でお支払いください） 
 
    教育講演：   脳腫瘍の分子生物学入門  西川 亮（埼玉医科大学病院 脳神経外科） 
 
 
             連絡事項：理事会（15:00～16:00）  1階 第２会議室 
 

日本脳神経外科学会 関東地方会ホームページ http://square.umin.ac.jp/jnskt/
ホームページからプログラムと抄録集がダウンロードできます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【A 会 場】 （11:00～15:40） 
 
会長あいさつ 11:00～11:05 
 
脳腫瘍１  11:05～11:33          座長 泉山 仁  （昭和大学 脳神経外科） 
 
A1   ラトケ嚢胞術後9年で、汎下垂体機能低下にて発症した下垂体膿瘍の一例 

                   昭和大学 脳神経外科  桑名 亮輔，和田 晃，阿部 琢巳，泉山 仁，国井 紀彦，飯田 昌孝 
A2   自然消退した非機能性下垂体腺腫の1例 

                     東京医科大学八王子医療センター 橋本 亮，伊澤 仁之，大野 晋吾，西岡 宏，中島 智 
                                  池田 幸穂 

                     東京医科大学 脳神経外科    原岡 襄 
A3   経蝶形骨洞下垂体腫瘍摘出術操作による骨折が原因となった髄液漏の一例 

                 聖マリアンナ医科大学 脳神経外科  内田 一好，千葉 俊明，森嶋 啓之，松澤 源志，橋本 卓雄 
A4   無茎性視床下部過誤腫の一手術例 

                         東京医科歯科大学 脳神経外科  長崎 弘和，前原 健寿，青柳 傑，大野 喜久郎 
                          草加市立病院   小児科    長谷川 毅 
 

http://square.umin.ac.jp/jnskt/


脳腫瘍２  11:38～12:06        座長 渋井 壮一郎   （国立がんセンター中央病院  脳神経外科） 
 
A5   重粒子線治療後に肉腫様変化を来し，急速な増大を示した斜台部再発脊索腫の一例 

                   東京大学医学部附属病院脳神経外科  甲賀 智之，原 貴行，飯島 明，川原 信隆，桐野 高明 
A6   緩徐な増大を示した転移性脳腫瘍による腫瘍内出血の1例 

                  東邦大学医学部付属大森病院 脳神経外科    青木 美憲，周郷 延雄，横田 京介，近藤 康介 
                                         原田 直幸，根本 正章，狩野 利之，大塚 隆嗣 
                                         本多 満，清木 義勝 

A7   悪性神経膠腫に対するACNU投与後に間質性肺炎をきたした３例 
                 国立がんセンター中央病院 脳神経外科     田部井 勇助，成田 善孝，宮北 康二，野村 和弘 
                                        渋井 壮一郎 

A8   術後早期に石灰化をきたしたglioblastomaの１例 
                 大和市立病院 脳神経外科                  石渡 雅男，宮坂 佳男，高木 宏 
                 北里大学 医学部 脳神経外科                福島 浩 
 

脳腫瘍3   12:11～12:32            座長 高橋 弘 （日本医科大学付属第2病院 脳神経外科） 
  
A9   側頭葉内側腫瘍による難治性てんかんに対し外科治療を施行した2症例 

                     自治医科大学 脳神経外科        小泉 唯子，栗田 英治，田中 裕一，渡辺 英寿 
 
A10  脳腫瘍生検術における術中蛍光診断の有用性 

                             日本医科大学 脳神経外科            山口  文雄，寺本 明 
                                 日本医科大学付属第2病院 脳神経外科       高橋 弘 
 
A11  小児眼窩内alveolar soft part sarcomaの１治験例 

                  埼玉県立小児医療センター 脳神経外科             栗原 淳，西本 博，松崎 粛統 
 

脳腫瘍4   12:37～13 05         座長 菊池 哲朗 （東京慈恵会医科大学 脳神経外科） :
  
A12  Oligodendrogliomaを合併したmultiple sclerosisの一例 

                東京慈恵会医科大学附属柏病院      土橋 久士，郭 樟吾，大塚 俊宏，田中 俊英，沢内 聡 
                                    沼本ロバート 知彦，村上 成之 
          東京大学医学部脳神経外科       田中 実 

A13  上衣下巨細胞性星細胞腫の弧発例 
                    東京労災病院 脳神経外科        福谷 竜太， 杉浦 和朗，立澤 孝幸，門山 茂 

A14  intra- and suprasellar sarcomaの1例 
                  日本赤十字社医療センター 脳神経外科  新田 勇介，伊地 俊介，森川 健太郎，久保田 真由美 
                                      溝上 泰一朗，森本 正，鈴木 一郎1)

                        同   病理部       黒岩 俊彦，武村 民子 
                  埼玉医科大学 脳神経外科        三島 一彦 

A15  診断が困難であった硬膜発生の悪性脳腫瘍の１例 
                独立行政法人 国立病院機構 水戸医療センター 脳神経外科   岡本 宗司，園部 眞，中居 康展 
                                           加藤 徳之，杉田 京一 
                      同 病理                    大谷 明夫 

    
教育講演   13:15～14:00 
脳腫瘍の分子生物学入門        西川 亮 （埼玉医科大学 脳神経外科） 
 
 
 
 
脳腫瘍5    14:05～14:33               座長 高野 晋吾 （筑波大学 臨床医学系 脳神経外科） 
 
A16  両側視床に首座をもつ胚細胞腫の１例 

        筑波大学大学院 人間総合科学研究科 臨床医学系 脳神経外科 佐藤 允之，高野 晋吾，坪井 康次
                                      滝川 知司，松村 明1)

        龍ヶ崎済生会病院 脳神経外科                鮎沢 聡 
        総合守谷第一病院 脳神経外科                柴田 智行 

A17  化学療法中に腫瘍内出血をきたした胚細胞腫の一例 
                   さいたま市立病院 脳神経外科     小嶋 篤浩，山口 則之，奥井 俊一 
                   慶應義塾大学 医学部 脳神経外科   吉田 一成 

A18  脊髄髄外進展を認めた脊髄原発胚細胞腫の１例 
        千葉大学 医学研究院 神経統御学    石毛 聡，久保田 基夫，渡辺 義之，佐伯 直勝，山浦 晶 
               同   神経病態学    森 雅裕
        千葉大学 医学部附属病院 病理部    永井 雄一郎 

A19  頸静脈孔神経鞘腫の小児例 
             杏林大学 医学部 脳神経外科     立石 秀勝，栗田 浩樹，坪川 民治，塩川 芳昭 

 
脳腫瘍6    14:38～15:13             座長 長沼 博文 （山梨大学医学部 脳神経外科） 
 



A20  Cystic meningiomaの1例 
        山梨大学 医学部 脳神経外科   仙北谷 伸朗，浅原 隆之，内田 幹人，八木下 勉，長沼 博文 

A21  側脳室内metaplastic meningiomaの１例 
                国立成育医療センター 脳神経外科 杉山 一郎，師田 信人，平本 準，香川 尚己 
                    同      病理検査室 松岡 健太郎 

A22  モンロー孔付近から発生した髄膜腫の１例 
        筑波メディカルセンター病院 脳神経外科 木村 泰，秋本 学，阿久津 博義，長友 康，小松 洋治 

A23  術前の腫瘍血管塞栓術が有効であった側脳室体部hemangiopericytomaの１例  
         日本大学 医学部 脳神経外科     角 光一郎，大高 稔晴，村田 佳宏，渡辺 学郎，加納 恒男 
                           川又 達朗，片山 容一 

A24  Chordoid meningiomaの一例  
        東京都立広尾病院 脳神経外科 三橋 立，青木 彩，大野 津介，清水 崇，猪原 正史，植木 泰行 
        順天堂大学医学部 脳神経外科 新井 一 

 
外傷       15:19～15:40        座長 玉置 智規 （日本医科大学多摩永山病院 脳神経外科） 
 
A25  軽微な交通外傷によるplaque injuryからartery to artery emboliを来した一例 

            日本医科大学多摩永山病院 脳神経外科 岩本 直高，玉置 智規，野手 洋治，佐々木 光由 
                               竹井 麻生 
            流山中央病院 脳神経外科       斉藤 寛浩 

A26  外傷性鼻出血に対する血管内塞栓術の有用性 
      北里大学 医学部 脳神経外科    仁木 淳，鈴木 祥生，倉田 彰，清水 暁，望月 崇弘，宮島 良輝 
                        小泉 寛之，小澤 仁，藤井 清孝 

                同   放射線科    菅 信一 
A27  左慢性硬膜下血腫に対するドレナージ術後に脳梗塞を合併した一例及び文献的考察 

                済生会宇都宮病院     油井 史郎，星 道生，各務 宏，村瀬 活郎，中務 正志 
 
【Ｂ 会 場】  （11:05～15:23） 
 
血管障害１  11:05～11 33               座長 松前 光紀 （東海大学 医学部 脳神経外科） :

 

 
B1   脳底動脈窓形成部に発生した多発脳動脈瘤の一例 

           東海大学 医学部 脳神経外科    溝上 義人，富永 二郎，小田 真理，熊坂 明，高宮 幸人 
                             山本 美奈子，石黒 朋子，石坂 秀夫，松前 光紀 

B2   異なる場所に２度出血をきたした出血源不明のくも膜下出血の一例 
            亀田総合病院 脳神経外科  野原 秀功，上田 高志，印東 雅大，坂田 義則，石井 一彦， 
                          江口 恒良 

B3   水頭症で発症した後大脳動脈瘤の一例 
                   順天堂大学 脳神経外科    藤井 良輔，大石 英則，堀中 直明，新井 一 

B4   Third A2に合併した両側A1-A2脳動脈瘤の1例 
         愛友会 三郷順心総合病院 脳神経外科     嶋田 淳一，武田 信昭，黒須 明博，天羽 正志，  

                   同 放射線科           浦上 信也 
            順天堂大学 医学部 脳神経外科     大石 英則，清水 崇 

 
血管障害2  11:38～12:06        座長 小林 士郎 （日本医科大学付属千葉北総病院脳神経外科） 
 
B5   True posterior communicating artery aneurysmの一例 

                 東京女子医科大学 脳神経外科    山口 浩司，氏家 弘，比嘉 隆，堀 智勝 
B6   Segmental arterial mediolysisを合併した破裂脳動脈瘤の一例 
               国立国際医療センター 脳神経外科    廣野 誠一郎，羽井佐 利彦，加藤 貴弘，大野 博康 

                           浅野 修一郎，本間 秀樹，原 徹男，近藤 達也 
                同 放射線科         蓮尾 金博 
B7   A1 トラッピング後に再増大、再破裂を生じたA1 解離性動脈瘤の一例 

         甲府脳神経外科病院 脳神経外科   恩田 英明，山崎 直美，森 伸彦，宮沢 伸彦，篠原 豊明 
B8   脳梗塞で発症し、くも膜下出血を続発した後下小脳動脈解離性病変の一例 

          日本医科大学付属千葉北総病院 脳神経外科 野村 竜太郎，水成 隆之，水谷 暢秀，太組 一朗 
                               小林 士郎 

              日本医科大学付属病院 脳神経外科     寺本 明 
 
血管障害3  12:11～12:39              座長 伊藤 昌徳 （東京都保健医療公社東部地域病院） 
 
B9   治療に苦慮した脳動脈瘤症例(VA unionからBAにかけfenestrationを伴った破裂脳動脈瘤) 

           埼玉医科大学 脳神経外科   杉山 達也，石原 正一郎，伏原 豪司，佐藤 章，松谷 雅生 
B10  脊髄硬膜動静脈奇形（spinal d AVF）硬膜外nidusを最初に処理した一例 

                東京都保健医療公社東部地域病院 野中 康臣，伊藤 昌徳，三科 秀人，園川 忠雄 
                    順天堂大学 脳神経外科     大石 英則 ，新井 一 
B11  前頭蓋底硬膜動静脈瘻の1例 
              東京医科大学 脳神経外科 冨田 丈博，中島 信幸，橋本 孝朗，佐野 哲朗，秋元 治朗，三木 保 
                          原岡 嚢 
B12  内頚動脈遮断が原因と考えられる高度内頚動脈狭窄症を呈した1例 

               虎の門病院 脳神経外科   阿部 肇，越智 崇，山田 明，山田 正三，臼井 雅昭 



血管障害4  12:44～13:12             座長 菅野 洋 （横浜市立大学 医学部 脳神経外科） 
  
B13  第三脳室海綿状血管腫の一手術例 

        横浜市立大学 医学部 脳神経外科    久保 篤彦，山本 勇夫，田邉 豊，坂田 勝巳，菅野 洋 
B14  脳腫瘍との鑑別が困難であった脳内血腫の１例 

        東邦大学 医学部 大橋病院 第２脳神経外科   佐藤 健一郎，青木 和哉，木村 仁，上田 守三
                                鮫島 寛次 
                 同 病院病理学        高橋 啓 

B15  クモ膜下出血で発症した術前診断が困難であった視神経血管腫の一例 
        帝京大学 医学部 脳神経外科    白水 牧子，立見 智子，石井 映幸，清水 聡子，藤巻 高光 
                          中込 忠好 

B16  稀な画像所見、術中所見を呈した小脳血管芽腫の一例 
        平塚市民病院 脳神経外科            嵯峨 伊佐子，林 拓郎，宮崎 宏道，石山 直己 

  
脊髄     14:10～14:45         座長  谷島 健生  （東京厚生年金病院 脳神経外科） 
 
B17  腰椎flavum cystの一例 

                        東京都立荏原病院 脳神経外科 宮崎 親男，朝本 俊司，土居 浩 
B18  成人発症した脊髄係留症候群の一例 

       昭和大学 藤が丘病院 脳神経外科   奥田 宗央，糸川 博，野田 昌幸，鈴木 龍太，浅井 潤一郎 
                          長島 梧郎，松永 篤子，張 智為，遠藤 秀，藤本 司 

B19  特発性脊髄ヘルニアの1例 
        群馬大学 大学院医学系研究科 脳脊髄病態外科学 長岐 智仁，藤巻 広也，鈴木 智成，登坂 雅彦
                                齊藤 延人 

B20  頚椎に発生した線維性骨異形成の1例 
            東京厚生年金病院 脳神経外科      土屋 掌，金 太一，中島 美智，豊田 富勝，谷島 健生 
B21  segmental spinal dysgenesisによる著明な脊髄圧迫を認めた1例 

                  神奈川県立こども医療センター      中野渡 智，関戸 謙一，佐藤 博信 
                  横浜市立大学 医学部 脳神経外科    山本 勇夫 

 

その他   14:55～15:23   座長 田口 芳雄 （聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科） 
 
B22  眼サルコイドーシスの経過観察中発症した神経サルコイドーシスの一例 

        順天堂大学附属順堂浦安病院 脳神経外科      大倉 英浩，寺西 功輔，大供 孝，畑下 鎮男 
                                 上野 日出男 

B23  術前多発性脳腫瘍と鑑別が困難であった脱髄病変の1例 
        聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 脳神経外科  古屋 優，松森 隆史，吉田 浩，榊原 陽太郎 
                                 田口 芳雄 

B24  動眼神経麻痺で発症した梗塞性下垂体卒中の一例 
        独立行政法人国立病院機構災害医療センター病理部 武川 麻紀，高里 良男，正岡 博幸，太田 禎久 
                                早川 隆宣，今江 省吾，菅原 貴志，山本 崇裕
                                宮脇 博基 

B25  脳神経外科における新たな術中画像診断の試み-アンギオ装置によるCTスキャン画像- 
        東京慈恵会医科大学 脳神経外科   入江 是明，高尾 洋之，荏原 正幸，石橋 敏寛，佐口 隆之 
                          阿部 俊昭 
              同 脳血管内治療部   村山 雄一 

 
 


