
−凡　例−

会場

発表形式 開催時間

セッション番号 セッション名称
座長名

第3日目
平成22年10月29日（金）

The Third Day
October 29 (Fri) , 2010



第
３
日

312

A 会場 （福岡国際会議場 3 階　メインホール）

シンポジウム 08：30〜 10：00

3A-S16 �機能外科における neuromodulation
の最前線
座長：板倉　　徹  和歌山県立医科大学脳神経外科

平林　秀裕  独立行政法人国立病院機構奈良医療
センター

3A-S16-01 �パーキンソン病に対する視床下核DBSの
治療合併症とその対策
梅村　　淳 �名古屋市立大学医学部脳神経外科

3A-S16-02 �全身性ジストニアに対するDBS療法�長期成績
谷口　　真 �東京都立神経病院脳神経外科

3A-S16-03 �神経障害性疼痛に対する�Dual-lead�
Spinal�Cord�Stimulation�の治療効果
大島　秀規 �日本大学医学部脳神経外科

3A-S16-04 �Motor�Cortex�Stimulationによる脳卒中
後・運動障害の治療経験
青島　千洋 �豊田厚生病院脳神経外科

3A-S16-05 �脳卒中後疼痛に対する外科的治療戦略-
ニューロモジュレーション治療の適応-
平林　秀裕 �独立行政法人国立病院機構��

奈良医療センター�脳神経外科

3A-S16-06 �皮質脳波を用いたワイヤレス埋込型ブレ
イン・マシン・インターフェースによる運
動・言語機能再建
平田　雅之 �大阪大学大学院医学系研究科�

脳神経外科学
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A 会場 （福岡国際会議場 3 階　メインホール）

シンポジウム 10：00〜 12：00

3A-S17 �画像診断の進歩と展望
座長：藤井　幸彦  新潟大学脳研究所脳神経外科学分野

松前　光紀  東海大学医学部脳神経外科
コメンテーター：松田　昌之  湖東記念病院脳神経外科

3A-S17-01 �320列面検出器CT�(320�row�area�
detector�CT(320rADCT))の心電同期再
構成3D-CT�angiography�(4D-CTA)に
よる破裂・未破裂脳動脈瘤拍動の検出と臨
床的意義
早川　基治 �藤田保健衛生大学脳神経外科

3A-S17-02 �融合化3次元形状モデルによる脳幹海綿状
血管腫術前シミュレーションの精度向上
に関する検討
金　　太一 �東京大学医学部脳神経外科

3A-S17-03 �手術計画ソフトウエア“iPlan”による三次
元手術計画の有用性と応用
馬場　庸平 �独立行政法人国立病院病院機構��

大阪医療センター脳神経外科

3A-S17-04 �悪性脳腫瘍に対するPETマルチトレー
サーイメージングの臨床活用-新しい
DNA合成イメージング法の採用による今
後の展望-
成相　　直 �東京医科歯科大学脳神経外科

3A-S17-05 �グリオーマの血管新生・低酸素領域の可視化
丹野　翔五 �筑波大学脳神経外科

3A-S17-06 �倍密度光トポグラフィーの有用性の検討
横田　英典 �自治医科大学脳神経外科

3A-S17-07 �脳神経外科治療における胎児MRIの役割
原田　敦子 �新潟県厚生農業協同組合連合会�

新潟医療センター
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3A-S17-08 �MRIによる神経画像診断の進歩と展望
-�3テスラおよび7テスラMRIを中心に�-
藤井　幸彦 �新潟大学脳研究所脳神経外科

A 会場 （福岡国際会議場 3 階　メインホール）

シンポジウム 13：20〜 14：50

3A-S18 �急性期脳梗塞治療における脳神経外科
医の役割
座長：宇野　昌明  川崎医科大学脳神経外科

小笠原邦昭  岩手医科大学脳神経外科
コメンテーター：端　　和夫  医療法人新さっぽろ脳神経外科病院

3A-S18-01 �t-PA導入後の当院での急性期脳梗塞の治
療方針と治療成績
前田　晋吾 �藤田保健衛生大学脳神経外科

3A-S18-02 �内科・外科一体となった急性期脳卒中診療
に対する取り組み-内科と外科で治療成績
は異なるのか?-
鈴木　　聡 �新日鐵八幡記念病院脳神経外科

3A-S18-03 �Iv�tPA療法非再開通例に対する急性期血
管内治療は有効か?
松原　俊二 �川崎医科大学脳神経外科

3A-S18-04 �急性期脳梗塞治療における脳血管内治療の役割
山崎　信吾 �土浦協同病院脳神経外科

3A-S18-05 �急性期脳梗塞に対する急性期血行再建
松丸　祐司 �虎の門病院脳神経血管内治療科

3A-S18-06 �地域中核病院でのチーム医療による急性期脳
梗塞治療の現状:脳神経外科医の果たす役割
大瀧　雅文 �帯広厚生病院脳神経外科
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A 会場 （福岡国際会議場 3 階　メインホール）

シンポジウム 14：50〜 16：20

3A-S19 �高齢者脳神経外科治療の年齢限界
-手術・化学療法・放射線療法 -
座長：有田　憲生  兵庫医科大学脳神経外科

鈴木　倫保  山口大学大学院医学系研究科脳神経外科
コメンテーター：田渕　和雄  小柳記念病院脳神経外科

3A-S19-01 �重症くも膜下出血症例における外科的治
療の年齢限界-�脳神経外科中国四国地方
会プロジェクトサブ解析より-
白尾　敏之 �山口大学医学部脳神経外科

3A-S19-02 �髄膜腫における高次脳機能障害-とくに高
齢者における特徴
泉本　修一 �兵庫医科大学脳神経外科

3A-S19-03 �高齢者中枢神経原発リンパ腫に対する
PBSCT併用超大量化学療法
市川　智継 �岡山大学大学院脳神経外科

3A-S19-04 �高齢者glioblastomaに対する
temozolomide治療の有効性と安全性
齊藤　邦昭 �東京大学医学部脳神経外科

3A-S19-05 �80歳以上の高齢者に対するガンマナイフ治療
城倉　英史 �古川星陵病院鈴木二郎記念ガンマハウス

3A-S19-06 �高齢パーキンソン病患者に対するSTN-
DBSの効果
井本　浩哉 �山口大学大学院医学系研究科脳神経外科
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B 会場 （福岡国際会議場 2 階　201）

一般口演 08：30〜 09：30

3B-O075 �髄膜腫 (2)
座長：原岡　　襄  東京医科大学脳神経外科

3B-O075-01 �再発により再手術を要する頭蓋底髄膜腫
に対する治療の検討
岡村　有祐 �神戸大学医学部脳神経外科

3B-O075-02 �悪性髄膜腫の経過と治療成績
相見　有理 �市立四日市病院脳神経外科

3B-O075-03 �頭蓋底手術とモニタリングを用いた頭蓋
底髄膜腫の治療戦略
伊藤　英治 �福島県立医科大学脳神経外科

3B-O075-04 �内頸動脈からのfeederに富む大型/巨大頭
蓋底髄膜腫に対する手術—ICAコイル塞
栓術と血行再建を併用した摘出—
高橋　　淳 �京都大学医学部脳神経外科

3B-O075-05 �傍海綿静脈洞部髄膜腫に対する
Microsurgery-Radiosurgery統合治療戦略
林　　基弘 �東京女子医科大学脳神経外科

3B-O075-06 �錐体斜台部髄膜腫に対するサイバーナイ
フ定位放射線治療
宮崎紳一郎 �塩田病院附属福島孝徳記念病院

B 会場 （福岡国際会議場 2 階　201）

一般口演 09：30〜 11：00

3B-O076 �髄膜腫 (3)
座長：大西　英之  大西脳神経外科病院脳神経外科

河野　道宏  東京警察病院脳神経外科

3B-O076-01 �傍鞍部髄膜腫に対する治療戦略
西澤　　茂 �産業医科大学脳神経外科
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3B-O076-02 �拡大経蝶形骨到達法を導入後の鞍結節部
髄膜腫に対する治療戦略
丸山　啓介 �杏林大学医学部脳神経外科

3B-O076-03 �前頭蓋底髄膜種に対する拡大経蝶形骨洞摘出
小川　欣一 �広南病院脳神経外科

3B-O076-04 �Paraclinoidal��meningiomaの手術進展
方向からみた戦略
飯田　淳一 �奈良県立三室病院脳神経外科

3B-O076-05 �小脳橋角部髄膜腫の手術戦略における付
着部予測の有用性
國井　尚人 �東京大学医学部脳神経外科

3B-O076-06 �錐体斜台部髄膜腫における治療戦略:小さ
な腫瘍に対する積極的根治手術の推奨
山上　岩男 �千葉中央メディカルセンター脳神経外科

3B-O076-07 �錐体斜台髄膜腫の出血コントロール�
ー出血させないためのテントの切り方ー
北原　功雄 �医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院�

脳神経外科

3B-O076-08 �錐体斜台部髄膜腫の治療戦略と手術成績
中溝　　玲 �九州大学大学院医学研究院脳神経外科

3B-O076-09 �頭蓋底部髄膜腫に対する分割手術の利点
腫瘍軟化作用と治療選択の再検討
相原　徳孝 �名古屋市立大学医学部脳神経外科

B 会場 （福岡国際会議場 2 階　201）

一般口演 11：00〜 11：50

3B-O077 �不随意運動 (1)
座長：杉山　憲嗣  浜松医科大学脳神経外科

3B-O077-01 �視床下核脳深部刺激後の長期効果
—最長12年5ヶ月の自験例からー
杉山　憲嗣 �浜松医科大学脳神経外科
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3B-O077-02 �長期効果からみたGPi-DBSの特徴と役割
小倉　光博 �和歌山県立医科大学脳神経外科

3B-O077-03 �高齢パーキンソン病症例に対する両側視
床下核刺激術の効果と問題点
山田　和慶 �熊本大学医学部脳神経外科

3B-O077-04 �パーキンソン病患者に対する視床下核刺
激療法がQOLに及ぼす効果-PDQ-39・
SF-36を用いたQOL評価-
若森　孝彰 �岡山大学大学院脳神経外科

3B-O077-05 �PD患者に対するSTN-DBSにおける
123I-MIBG心筋シンチグラフィーの臨床的意義
角　光一郎 �日本大学医学部脳神経外科

B 会場 （福岡国際会議場 2 階　201）

一般口演 13：20〜 14：20

3B-O078 �不随意運動 (2)
座長：深谷　　親  日本大学医学部脳神経外科、 

応用システム神経科学

3B-O078-01 �機能外科におけるNeuromodulationの最
前線:Combined�neuromodulationの提唱
平　　孝臣 �東京女子医科大学脳神経外科

3B-O078-02 �パーキンソン病に対する刺激療法
中野　直樹 �近畿大学医学部脳神経外科

3B-O078-03 �Holmes'�tremor�に対する�multi-target,�
dual-lead�stimulation
小林　一太 �日本大学医学部脳神経外科

3B-O078-04 �トゥレット症候群に対する脳深部刺激療
法の展開と課題
開道　貴信 �国立精神・神経医療研究センター病院

脳神経外科
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3B-O078-05 �パーキンソン病に対する視床下核深部脳
刺激はREM期アトニアを回復する
西田南海子 �(財)田附興風会�北野病院脳神経外科

3B-O078-06 �IPGの電池消耗により脳卒中様症状を呈
した脳深部刺激術の2例
安藤　肇史 �宮城病院脳神経外科

B 会場 （福岡国際会議場 2 階　201）

一般口演 14：20〜 15：20

3B-O079 �機能的疾患 (1)
座長：山田　和慶  熊本大学大学院生命科学研究部  

脳神経外科学分野

3B-O079-01 �脳卒中後運動麻痺に対する大脳皮質運動
野慢性刺激の効果と問題点
山本　隆充 �日本大学医学部脳神経外科

3B-O079-02 �大脳一次運動野刺激療法電気刺激療法から�
経頭蓋磁気刺激療法まで
細見　晃一 �大阪大学大学院医学系研究科�

脳神経外科学

3B-O079-03 �脳血管障害後疼痛に対し、どのような視床
手術が有効か?
平戸　政史 �群馬大学医学部脳神経外科

3B-O079-04 �機能外科におけるneuromodulation�-バ
クロフェン髄腔内投与療法-
内山　卓也 �近畿大学医学部脳神経外科

3B-O079-05 �バクロフェン髄腔内持続投与療法の経験:
治療効果・合併症を中心に
迎　　伸孝 �九州労災病院脳神経外科

3B-O079-06 �神経因性疼痛に対するDREZotomy-62
例の経験
佐々木寿之 �東京女子医科大学脳神経外科
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B 会場 （福岡国際会議場 2 階　201）

一般口演 15：20〜 16：20

3B-O080 �機能的疾患 (2)
座長：平戸　政史  群馬大学医学部脳神経外科

3B-O080-01 �視床下核の個人差:日本人標本脳の検討
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

3B-O080-02 �視床亜核の同定:脳標本凍結切片による検討
木村　唯子 �東京都立神経病院�脳神経外科

3B-O080-03 �パーキンソン病患者の振戦によって視床
Vim核内に突然生じる同期活動について
渡辺　克成 �群馬大学医学部脳神経外科

3B-O080-04 �サル硬膜外電極による連続的な3次元運動
のデコーディング
下田健太郎 �日本大学医学部脳神経外科

3B-O080-05 �Thermal�Neuromodulation:温度による
中枢神経疾患の治療法
藤岡　裕士 �山口大学大学院医学系研究科脳神経外科

3B-O080-06 �次世代型脳表グリッド電極の開発個々人
の脳にフィットする3次元形状高密度電極
Morris Shayne Jason

�大阪大学大学院医学系研究科�
脳神経外科学

C 会場 （福岡国際会議場 2 階　202）

一般口演 08：30〜 09：30

3C-O081 �後頭蓋窩・脳幹病変�( 一般ビデオ口演 )
座長：佐々木雄彦  医療法人社団函館脳神経外科  

函館脳神経外科病院

3C-O081-01 �脳幹病変の外科治療戦略
森本　哲也 �高清会高井病院脳神経外科
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3C-O081-02 �脳幹各部病変に対する種々のアプローチ
松本　　隆 �豊川市民病院脳神経外科

3C-O081-03 �脳幹および脳幹近傍病変に対する治療戦
略-�合併症回避の様々な工夫�-
井川　房夫 �島根県立中央病院脳神経外科

3C-O081-04 �斜台腫瘍に対するアプローチの検討
土居　　浩 �東京都保健医療公社荏原病院脳神経外科

3C-O081-05 �頚静脈孔・舌下神経管に発生した
dumbbell型神経鞘腫に対する
transjugular�approach
鰐渕　昌彦 �札幌医科大学医学部脳神経外科

3C-O081-06 �大孔部腹側病変への後方アプローチ
福屋　章悟 �関西労災病院脳神経外科

C 会場 （福岡国際会議場 2 階　202）

一般口演 09：30〜 11：00

3C-O082 �水頭症
座長：長坂　昌登  あいち小児保健医療総合センター 

脳神経外科
橋本　正明  公立能登総合病院脳神経外科

3C-O082-01 �経臍的腹腔鏡下誘導によるV(S)-Pシャン
ト腹側チューブの穿刺挿入と留置
桑野　　愛 �静岡県立こども病院脳神経外科

3C-O082-02 �特発性正常圧水頭症における脳循環障害
部位と症状との関連性第2報ー統計解析に
よる症状局在評価ー
竹内東太郎 �医療法人啓清会関東脳神経外科病院

3C-O082-03 �特発性正常圧水頭症患者の治療時期およ
びに関する費用効果の検討
石川　正恒 �洛和会音羽病院正常圧水頭症センター

3C-O082-04 �灰白質拡散異方性を利用した水頭症病態評価
増田　洋亮 �筑波大学脳神経外科
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3C-O082-05 �iNPHに対する治療の現状と初期治療成績
名古屋大学関連施設共同研究
種村衣里子 �名古屋大学脳神経外科

3C-O082-06 �Codman�Hakim�programmable�valeを
用いたLPシャントによる特発性正常圧水
頭症346例の治療経験-サイフォンガード
の有用性について
張　　家正 �横浜南共済病院脳神経外科

3C-O082-07 �低出生体重児脳室内出血後水頭症の新た
な治療戦略
朴　　永銖 �奈良県立医科大学脳神経外科

3C-O082-08 �当科における低出生体重児脳室内出血後
水頭症の治療経験
松本　由香 �福島県立医科大学脳神経外科

3C-O082-09 �小児水頭症治療におけるPAEDI-GAV®
シャントバルブ使用例の有効性に関する
前方視的多施設共同調査結果報告
野中雄一郎 �東京慈恵会医科大学脳神経外科

C 会場 （福岡国際会議場 2 階　202）

一般口演 11：00〜 12：00

3C-O083 �リハビリテーション
座長：石川　　誠  初台リハビリテーション病院

3C-O083-01 �急性期脳血管障害患者の高次脳機能評価
原田　薫雄 �北九州総合病院脳卒中センター・�

リハビリテーション科

3C-O083-02 �脳血管障害回復期リハビリテーション期
間中の体重変化と栄養管理
馬島　瑩郷 �埼玉みさと総合リハビリテーション病院

3C-O083-03 �視床出血に対するリハ訓練量と効果につい
て-異なる背景をもつ2施設間の比較検討-
大賀　　優 �茨城県立医療大学付属病院脳神経外科



第
３
日

323

3C-O083-04 �多面的嚥下造影(Videofluorography:�
VF)の試み
七條　文雄 �医療法人成美会鈴江病院

3C-O083-05 �皮質脳波BMIを用いた麻痺患者の運動機能再建
柳澤　琢史 �大阪大学脳神経外科

3C-O083-06 �前頭側頭開頭術後における開口訓練の有用性
大澤　朋史 �特別医療法人明生会網走脳神経外科�

リハビリテーション病院

C 会場 （福岡国際会議場 2 階　202）

一般口演 13：20〜 14：20

3C-O084 �脳動静脈奇形 (1)
座長：杉生　憲志  岡山大学大学院脳神経外科

3C-O084-01 �出血性合併症回避を目的とした脳動静脈
奇形塞栓術の周術期管理:�Perfusion�CT�
(CTP)と脳内酸素飽和度(rSO2)モニタリ
ングの有用性
山根　文孝 �埼玉医科大学国際医療センター�

脳血管内治療科

3C-O084-02 �Diluted�NBCAのslow�injection�
techniqueによる経動脈的塞栓術
中居　康展 �筑波大学脳神経外科

3C-O084-03 �小脳動静脈奇形に対する脳血管内手術
中澤　拓也 �滋賀医科大学脳神経外科

3C-O084-04 �小脳の脳動静脈奇形に対する血管内治療
小南　修史 �日本医科大学千葉北総病院

脳神経センター

3C-O084-05 �脳動静脈奇形に対する塞栓術�新しい塞栓
物質Onyxを含めて
石原正一郎 �埼玉医科大学国際医療センター

脳血管内治療科
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3C-O084-06 �Onyxによる脳動静脈奇形塞栓術
石井　　暁 �京都大学大学院医学研究科脳神経外科学

C 会場 （福岡国際会議場 2 階　202）

一般口演 14：20〜 15：20

3C-O085 �脳動静脈奇形 (2)
座長：河本　俊介  獨協医科大学脳神経外科

3C-O085-01 �脳動静脈奇形における治療選択
—過去のデータ解析から—
横井　俊浩 �滋賀医科大学脳神経外科

3C-O085-02 �脳動静脈奇形ガンマナイフ後の長期合併
症に対する手術適応の検討
周藤　　高 �横浜労災病院脳神経外科

3C-O085-03 �脳動静脈奇形に対するガンマナイフ治療
後に生じたocclusive�hyperemiaの検討
赤羽　敦也 �NTT東日本関東病院ガンマナイフセンター

3C-O085-04 �妊娠に合併した脳動静脈奇形、動静脈瘻の
治療方針の検討
濱野　栄佳 �国立循環器病研究センター脳血管外科

3C-O085-05 �ICG�videoangiographyを用いたAVM手
術の治療戦略
福田　健治 �国立循環器病研究センター脳神経外科

3C-O085-06 �脳動静脈奇形手術における連続インドシ
アニングリーン蛍光血管撮影によるナイ
ダス血流評価の有用性-FLOW800による
評価と術中脳血管撮影との比較-
高木　康志 �福井赤十字病院脳神経外科
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C 会場 （福岡国際会議場 2 階　202）

一般口演 15：20〜 16：20

3C-O086 脳�動脈瘤 (手術、工夫 )
座長：井川　房夫  島根県立中央病院脳神経外科

3C-O086-01 �中大脳動脈水平部上向きの動脈瘤に対す
るクリッピング術
久我　純弘 �大西脳神経外科病院

3C-O086-02 �内頸動脈—前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤の
形態的特徴に基づく分類と手術
兒玉　裕司 �大西脳神経外科病院

3C-O086-03 �硬膜輪の全周性切開が有効である内頸動脈
硬膜輪近傍動脈瘤クリッピングについて
古屋　一英 �帝京大学医学部脳神経外科

3C-O086-04 �前交通、前大脳末梢動脈瘤に対するbasal�
interhemispheric�approach(BIH)の工夫
大塚　忠弘 �国立病院機構熊本医療センター�

脳神経外科

3C-O086-05 �脳動脈瘤クリップにおけるシザリングの
誘因と防止
堀内　哲吉 �信州大学医学部脳神経外科

3C-O086-06 �双手吸引操作による術中破裂脳動脈瘤の処置
青木　孝親 �久留米大学医学部脳神経外科

D 会場 （福岡国際会議場 2 階　203）

一般口演 08：30〜 09：30

3D-O087 �硬膜動静脈瘻
座長：佐藤　浩一  徳島赤十字病院血管内治療科

3D-O087-01 �頭蓋円蓋部硬膜動静脈瘻の治療方針に関
する臨床的検討
山口　　泉 �徳島大学脳神経外科
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3D-O087-02 �皮質静脈逆流を伴う硬膜動静脈瘻における
脳実質侵襲の評価:拡散強調画像による検討
佐藤　健一 �広南病院血管内脳神経外科

3D-O087-03 �海綿静脈洞への新しい経静脈的アプロー
チルート
倉田　　彰 �北里大学医学部脳神経外科

3D-O087-04 �当院における海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻
に対する血管内治療の検討
神保　康志 �新潟大学脳研究所脳神経外科

3D-O087-05 �硬膜動静脈瘻の直達手術にお
ける術中Indocyanine�Green�
Videoangiographyの有用性
東　登志夫 �福岡大学医学部脳神経外科

3D-O087-06 �直達術を行った前頭蓋底硬膜動静脈
奇形症例の検討:適確なshunt�point�
extirpationのために
竹田理々子 �埼玉医科大学国際医療センター�

脳卒中外科

D 会場 （福岡国際会議場 2 階　203）

一般口演 09：30〜 10：20

3D-O088 �巨大脳動脈瘤
座長：石川　達哉  秋田県立脳血管研究センター脳神経外科

3D-O088-01 �内頸動脈C2�portion大型未破裂脳動脈瘤
に対する手術戦略
丸一　勝彦 �旭川赤十字病院脳神経外科

3D-O088-02 �海綿静脈洞部大型・巨大内頚動脈瘤治療前
後における脳神経症状の変化
森田　健一 �新潟大学脳研究所脳神経外科

3D-O088-03 �巨大内頚動脈瘤に対するhigh�flow�
bypassの留意点
勝野　　亮 �網走脳神経外科・リハビリテーション病院
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3D-O088-04 �血栓化大または巨大型脳動脈瘤治療の
pitfallとその対策
平山　晃康 �日本大学医学部脳神経外科

3D-O088-05 �部分血栓化大型脳動脈瘤の治療:血管内治
療の成績と問題点
藤中　俊之 �大阪大学大学院医学系研究科�

脳神経外科学

D 会場 （福岡国際会議場 2 階　203）

特別企画 10：20〜 12：00

3D-SP05 �医師不足対策と勤務医の職場環境整備
座長：中村　博彦  中村記念病院脳神経外科

加藤　庸子  藤田保健衛生大学脳神経外科

3D-SP05-01 ��脳神経外科医不足対策と勤務医の職場環
境整備�-��中規模私立病院の立場から�-
山上　達人 �京都きづ川病院脳卒中・神経疾患�

センター脳神経外科

3D-SP05-02 �High�risk�-�High�returnへの制度設計:
現場の実状に即した待遇改善への試み
佐藤　慎哉 �山形大学医学部脳神経外科

3D-SP05-03 �日本の医療制度の特徴と今後の方向性
-医師不足対策と勤務医の職場環境整備-
井川　房夫 �島根県立中央病院脳神経外科

3D-SP05-04 ��杏林大学付属病院における医師勤務環境
改善活動の現状と課題
塩川　芳昭 �杏林大学医学部脳神経外科

3D-SP05-05 ��脳神経外科専門医の年齢および性別分布
と所属医療機関の分類
中村　博彦 �日本脳神経外科学会医療問題検討委員会

3D-SP05-06 �Happy�Working�Life
原　　淑恵 �兵庫県災害医療センター/�

神戸赤十字病院脳神経外科
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3D-SP05-07 ��脳神経外科女医の定着と夢の実現に向けて
加藤　庸子 �藤田保健衛生大学医学部脳神経外科

D 会場 （福岡国際会議場 2 階　203）

ニューロナースとのジョイントセッション 13：20〜 14：20

3D-JS01 �脳神経外科における認定看護師の役割
座長：馬場　武彦  馬場記念病院脳神経外科

田村　綾子  徳島大学医学部保健学科

3D-JS01-01 �脳神経外科診療におけるニューロナース
の実効性
松本　恭子 �関西労災病院

3D-JS01-02 �当脳神経センターにおいて脳卒中リハビリ
テーション認定看護師が果たす役割について
有泉　楽子 �日本医科大学千葉北総病院

脳神経センター

3D-JS01-03 �摂食機能療法中の脳梗塞患者における誤
嚥性肺炎の実態と今後の課題
寅本　里奈 �公立那賀病院看護部

3D-JS01-04 �脳神経センターにおける摂食機能療法の
取り組みと認定看護師の役割
篠田　朋美 �日本医科大学千葉北総病院

脳神経センター看護部

D 会場 （福岡国際会議場 2 階　203）

ニューロナースとのジョイントセッション 14：20〜 15：20

3D-JS02 �脳神経外科周術期管理におけるチーム医療
座長：西　　　徹  済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科

石山　光枝  木沢記念病院

3D-JS02-01 �頭蓋底腫瘍摘出術を受けた患者の経管に
よる栄養補助の重要性
川合　　茜 �医療法人医仁会�中村記念病院�ICU
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3D-JS02-02 �看護師が参加する手術前後の手術カン
ファレンスが看護師に与えるもの。
武田　智香 �特定医療法人白石脳神経外科病院

3D-JS02-03 �脳神経外科領域の術後早期リハビリテー
ションにおける看護師の役割
國分　育子 �特定医療法人白石脳神経外科病院

3D-JS02-04 �緊急手術器械準備時間の短縮を目指して
菅原　知実 �特別医療法人明生会�網走脳神経外科・�

リハビリテーション病院

3D-JS02-05 �筑後地区脳卒中地域連携パスの当施設での活用
古賀千代美 �医療法人天神会新古賀病院

3D-JS02-06 �脳卒中外科領域におけるICPセンサー:看
護管理上の問題点と有用性
田口　裕彦 �埼玉医科大学国際医療センター�

脳卒中ICU

3D-JS02-07 �看護師と連携した歯科衛生士による入院
患者の口腔ケアの効果について
小西　千里 �東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科

E 会場 （福岡国際会議場 2 階　204）

シンポジウム 08：30〜 10：20

3E-S20 �腰椎変性疾患の外科治療
座長：阿部　俊昭  東京慈恵会医科大学脳神経外科

金　　　彪  獨協医科大学脳神経外科
コメンテーター：阿部　　弘  札幌秀友会病院脳神経外科

3E-S20-01 �一般脳神経外科医のための腰椎変性疾患
の外科治療〜脊髄・脊椎手術のintiativeを
とるために〜
野地　雅人 �神奈川県立足柄上病院脳神経外科

3E-S20-02 �腰椎変性疾患の外科治療
久保田基夫 �亀田総合病院脊椎脊髄外科
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3E-S20-03 �腰椎変性疾患の手術-代表的手術法の術後
脊柱形態に与える影響-
原　　政人 �名古屋大学脳神経外科

3E-S20-04 �不安定性を伴う腰椎変性疾患に対する最
小侵襲インストルメント固定術
佐藤　秀次 �医療法人社団金沢脳神経外科病院

3E-S20-05 �腰椎変性疾患に対する治療戦略ー自験例の
前向き研究と再発例の分析による考察ー
張　　漢秀 �埼玉医科大学総合医療センター�

脳神経外科

3E-S20-06 �腰部脊柱管狭窄症に対する一側進入両側
除圧術の長期治療成績
前島　貞裕 �日本大学医学部脳神経外科

3E-S20-07 �腰椎変性疾患に対する安全な低侵襲顕微
鏡手術:棘突起縦割法の有用性
高安　正和 �愛知医科大学脳神経外科

E 会場 （福岡国際会議場 2 階　204）

シンポジウム 10：20〜 12：00

3E-S21 �てんかん外科 :長期成績の検証
座長：馬場　啓至  長崎医療センター脳神経外科

渡辺　英寿  自治医科大学脳神経外科
コメンテーター：真柳　佳昭  東京警察病院脳神経外科

3E-S21-01 �術後5年以上を経過した側頭葉てんかん
56例の検討
星田　　徹 �奈良医療センター脳神経外科

3E-S21-02 �選択的海馬扁桃体摘出術の高次脳機能お
よび発作予後について-難治性側頭葉てん
かん117例の検討-
森野　道晴 �東京都立神経病院脳神経外科
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3E-S21-03 �内側側頭葉てんかんにおける非切除側(健
側)海馬体積の術後長期追跡
飯田　幸治 �広島大学大学院医歯薬学総合研究科

脳神経外科

3E-S21-04 �MRI陰性新皮質てんかんの術後長期成績
村上　博淳 �国立病院機構西新潟中央病院脳神経外科

3E-S21-05 �難治性てんかんに対する覚醒下焦点摘出手術
横山　洋平 �京都大学医学部脳神経外科

3E-S21-06 �迷走神経刺激療法の長期成績と予後予測因子
宇佐美憲一 �東京大学医学部脳神経外科

3E-S21-07 �てんかん外科治療の医学的転帰と社会生活
貴島　晴彦 �大阪大学大学院医学系研究科�

脳神経外科学

E 会場 （福岡国際会議場 2 階　204）

特別企画 13：20〜 14：20

3E-SP06 �卒前教育セミナー
座長：宝金　清博  北海道大学神経外科

3E-SP06-01 ��卒前臨床実習調査報告
有田　和徳 鹿児島大学脳神経外科

3E-SP06-02 卒業試験調査報告
本郷　一博 信州大学脳神経外科

E 会場 （福岡国際会議場 2 階　204）

一般口演 14：20〜 15：10

3E-O089 �血管内 : 画像
座長：兵頭　明夫  獨協医科大学越谷病院脳神経外科

3E-O089-01 �脳動脈瘤血管内治療における
Computational�Fluid�Dynamicsの応用
当麻　直樹 �三重大学医学部脳神経外科
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3E-O089-02 �体積塞栓率を意識した瘤内塞栓術
定藤　章代 �藤田保健衛生大学脳神経外科

3E-O089-03 �脳動脈瘤コイル塞栓術後再発様式の検討
—脳動脈瘤血管内治療フォローアップにおけ
る動脈瘤・留置コイル3次元形態変化の評価—
飯島　　明 �東京大学医学部脳神経外科

3E-O089-04 �未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後1年での塞
栓状態変化�-塞栓経過予測因子の検討-
鶴田和太郎 �虎の門病院脳神経血管内治療科

3E-O089-05 �造影MRI�(SPGR)を用いた未破裂脳動脈瘤
コイル塞栓術フォローアップ結果の検討
西堂　　創 �東京大学医学部脳神経外科

E 会場 （福岡国際会議場 2 階　204）

一般口演 15：10〜 16：20

3E-O090 �血管攣縮
座長：糟谷　英俊  東京女子医科大学東医療センター 

脳神経外科

3E-O090-01 �くも膜下出血後の脳血管攣縮に対する前
向き全国実態調査
米田　　浩 �山口大学医学部脳神経外科

3E-O090-02 �重症くも膜下出血の循環動態の検討
—�SAH�PiCCO�study�group�多施設共
同研究中間解析�—
前田　佳彦 �山口大学大学院医学系研究科脳神経外科

3E-O090-03 �ハプトグロビン表現型(Hp�phenotype)
によるくも膜下出血後脳血管攣縮の発現
についての検討
大西　宏之 �医療法人弘善会矢木脳神経外科病院

3E-O090-04 �くも膜下出血患者の予後と血清シスタチ
ンCの臨床的意義
奥永　知宏 �長崎労災病院脳神経外科
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3E-O090-05 �くも膜下出血急性期における尿中ナトリウム
排泄量測定と早期ナトリウム補正の有用性
中川　一郎 �奈良県立医科大学脳神経外科

3E-O090-06 �くも膜下出血後脳血管攣縮に対する薬物療
法-当院における10年間での後ろ向き検討-
西川　重幸 �熊本赤十字病院脳神経外科

3E-O090-07 �脳血管攣縮に対するシロスタゾール、スタ
チン併用療法の有用性と問題点
橋場　康弘 �桐生厚生総合病院脳神経外科

F 会場 （福岡国際会議場 4 階　409+410）

一般口演 08：30〜 09：30

3F-O091 �グリオーマ :治療戦略 (2)
座長：小林　　秀  東京都健康長寿医療センター脳神経外科

3F-O091-01 �膠芽腫に対するWT1ペプチドワクチン療
法の新たな知見:長期生存例、予後予測因
子と新規臨床試験
橋本　直哉 �大阪大学大学院医学系研究科�

脳神経外科学

3F-O091-02 �悪性グリオーマに対するWT1免疫療法後
の浸潤リンパ球と免疫逃避
千葉　泰良 �大阪労災病院脳神経外科

3F-O091-03 �テモゾロミド不応性悪性神経膠腫に対するベ
バシツマブ単独療法—治療効果と予測因子—
永根　基雄 �杏林大学医学部脳神経外科

3F-O091-04 �膠芽腫におけるGSK3β研究の進展とそ
の阻害薬剤を使用した再発膠芽腫に対す
る第I/II相臨床試験
中田　光俊 �金沢大学医学部脳神経外科

3F-O091-05 �悪性神経膠腫に対する樹状細胞を基調とし
た免疫療法とテモゾロマイドとの併用療法
赤崎　安晴 �東京慈恵会医科大学附属青戸病院

脳神経外科
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3F-O091-06 �脳放射線壊死に対するベバシズマブの治療
古瀬　元雅 �大阪医科大学脳神経外科

F 会場 （福岡国際会議場 4 階　409+410）

一般口演 09：30〜 10：30

3F-O092 �グリオーマ :基礎
座長：大西　丘倫  愛媛大学大学院医学系研究科

脳神経病態外科学

3F-O092-01 �膜透過性p53ペプチドによる悪性グリ
オーマの増殖制御
山田　幸子 �横浜市立大学大学院医学研究科�

脳神経外科学

3F-O092-02 �悪性神経膠腫に対する血管新生抑制療法
の抵抗性の克服
高野　晋吾 �筑波大学脳神経外科

3F-O092-03 �悪性グリオーマにおける化学療法抵抗性
とその克服への戦略
廣瀬　雄一 �藤田保健衛生大学脳神経外科

3F-O092-04 �Y-box�binding�protein-1は腫瘍血管に
対する新たな分子標的である
高橋　麻由 �産業医科大学脳神経外科

3F-O092-05 �ヒトグリオーマ抗原SOX6とそのT細胞エ
ピトープペプチドの同定
植田　　良 �慶應義塾大学医学部脳神経外科

3F-O092-06 �IL-12関連サイトカインが誘導する抗グ
リオーマ活性の解析
足立　好司 �日本医科大学脳神経外科
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F 会場 （福岡国際会議場 4 階　409+410）

一般口演 10：30〜 11：50

3F-O093 �グリオーマ :遺伝子解析
座長：廣瀬　雄一  藤田保健衛生大学脳神経外科

竹島　秀雄  宮崎大学医学部臨床神経学講座
脳神経外科学分野

3F-O093-01 �Glioblastoma�のMGMT免疫染色とテモ
ゾロミド治療成績の検討
中洲　庸子 �静岡県立静岡がんセンター脳神経外科

3F-O093-02 �統合的ゲノム・エピゲノム・プロテオーム
解析をもとにした、初発膠芽腫に対するイ
ンターフェロンβ併用の有効性の評価
夏目　敦至 �名古屋大学脳神経外科

3F-O093-03 �MGMT遺伝子のプロモーター領域におけ
るメチル化とglioblastoma患者の予後と
の相関関係の評価
鐘本　　学 �京都大学医学部脳神経外科

3F-O093-04 �初発膠芽腫に対する免疫組織染色を用いた
GBM�subtype�analysisとその予後検討
本村　和也 �名古屋大学脳神経外科

3F-O093-05 �神経膠腫におけるIDH1遺伝子変異の分析
山下　真治 �宮崎大学医学部脳神経外科

3F-O093-06 �グリオーマにおけるIDH1遺伝子変異の検討
田中　宏知 �神戸大学医学部脳神経外科

3F-O093-07 �IDH1/2遺伝子変異に基づいたGrade�III�
Gliomaの分子生物学的分類予後因子とし
ての重要性
柴原　一陽 �東北大学脳神経外科

3F-O093-08 �Oligo-astrocytic�gliomaの分子病態�
Genetic�and�Morphologic�
heterogneity
植木　敬介 �獨協医科大学脳神経外科
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F 会場 （福岡国際会議場 4 階　409+410）

一般口演 13：20〜 14：20

3F-O094 �脳出血 (2)
座長：古屋　一英  帝京大学医学部脳神経外科

3F-O094-01 �神経内視鏡手術による脳室内出血治療
石原　興平 �藤田保健衛生大学脳神経外科

3F-O094-02 �定位的脳内血腫除去術と脳浮腫抑制
中川　隆志 �国立病院機構熊本医療センター�

脳神経外科

3F-O094-03 �重症脳室内出血に対する急性期脳室内血腫除去
久保　篤彦 �横須賀共済病院脳神経外科

3F-O094-04 �視床出血に対する内視鏡的血腫除去術
片岡　大治 �姫路医療センター脳神経外科

3F-O094-05 �内視鏡下脳内血腫除去術の初期経験
迫口　哲彦 �JA尾道総合病院

3F-O094-06 �内視鏡手術による脳出血治療の現状と今後
渡部　剛也 �藤田保健衛生大学脳神経外科

F 会場 （福岡国際会議場 4 階　409+410）

一般口演 14：20〜 15：20

3F-O095 �血管腫・静脈洞病変
座長：郭　　泰彦  朝日大学歯学部附属村上記念病院 

脳神経外科

3F-O095-01 �多発性海綿状血管腫の遺伝子変異と臨床
像の検討
堤　佐斗志 �順天堂大学医学部附属浦安病院�

脳神経外科

3F-O095-02 �脳幹部海綿状血管腫41例の報告
福田　　直 �昭和大学医学部脳神経外科
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3F-O095-03 �頭蓋内血管芽腫に対するガンマナイフの
長期治療成績
石堂　克哉 �新古賀病院脳卒中脳神経センター

脳神経外科

3F-O095-04 �静脈洞血栓症の検討
河合恵美子 �淀川キリスト教病院

3F-O095-05 �局所血栓溶解療法を行った静脈洞血栓症
西尾　雅実 �関西労災病院脳神経外科

3F-O095-06 �頭蓋内下錐体静脈洞の形態学的バリエーション
三橋　　豊 �大阪市立大学大学院医学研究科�

脳神経外科

F 会場 （福岡国際会議場 4 階　409+410）

一般口演 15：20〜 16：20

3F-O096 �脳動脈瘤 :手術シミュレーション
座長：中山　若樹  北海道大学医学部神経外科

3F-O096-01 �前大脳動脈瘤AIH法クリッピング術に対す
る3D血管撮影を用いた術前プランニング
和田孝次郎 �自衛隊中央病院脳神経外科

3F-O096-02 �脳動脈瘤手術時の詳細MRI画像の有用性
天神　博志 �京都第二赤十字病院脳神経外科

3F-O096-03 �3D�CT/MRI/MRA/MRV�fusion画像を利
用した未破裂脳動脈瘤クリッピング術
山下　史朗 �医療法人片木脳神経外科病院

3F-O096-04 �未破裂中大脳動脈瘤の菲薄化部位予測:
3D�DSAと術中ビデオ所見との比較
井間　博之 �大阪脳神経外科病院

3F-O096-05 �3D医用画像処理ワークステーションによ
るmultidata�fusionを用いた脳動脈瘤手
術シュミレーション
狩野　忠滋 �美原記念病院脳神経外科
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3F-O096-06 �術前3次元シミュレーションに基づく安全
なtailor-made�keyhole�clipping術
森　健太郎 �順天堂大学医学部附属静岡病院�

脳神経外科

G 会場 （福岡国際会議場 4 階　411+412）

一般口演 08：30〜 09：40

3G-O097 �困難な脳動脈瘤(2)�(一般ビデオ口演)
座長：中込　忠好  帝京大学医学部脳神経外科

3G-O097-01 �Paraclinoid�IC�aneurysmに対する当科
の治療戦略とマイクロリゥエルによる前
床突起削除の工夫
太田　貴裕 �東京都立多摩総合医療センター�

脳神経外科

3G-O097-02 �部分血栓化および非血栓化を含む大型、巨
大脳動脈瘤の手術経験
水谷　　徹 �東京都立多摩総合医療センター�

脳神経外科

3G-O097-03 �困難な椎骨脳底動脈系動脈瘤の手術
橋本　宏之 �大阪府立急性期総合医療センター

脳神経外科

3G-O097-04 �巨大、大型血栓化紡錘状脳底動脈瘤に対す
る治療戦略と成績
中冨　浩文 �東京大学医学部脳神経外科

3G-O097-05 �困難な脳動脈瘤に対する頭蓋底手術と血
行再建を応用した外科的治療
吉田　浩貴 �網走脳神経外科・リハビリテーション病院

3G-O097-06 �困難な脳動脈瘤の治療戦略-瘤内血流解析
の応用を含めて-
加藤　庸子 �藤田保健衛生大学医学部脳神経外科

3G-O097-07 �脳動脈瘤術中破裂に対するICGを用いた
術中血管造影の有用性
大野　博康 �国立国際医療研究センター病院�

脳神経外科
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G 会場 （福岡国際会議場 4 階　411+412）

一般口演 09：40〜 10：50

3G-O098 �術中支援 (3)
座長：辛　　正廣  東京大学医学部脳神経外科

3G-O098-01 �脳神経外科手術におけるICG蛍光血管造
影の問題点
赤木洋二郎 �九州医療センター脳神経外科

3G-O098-02 �脳神経外科手術における術中蛍光脳血
管撮影の有用性Fluorescein�sodiumと
indocyanine�greenの比較
高岸　　創 �九州大学大学院医学研究院脳神経外科

3G-O098-03 �新しい術中血流情報モニタリング�
〜レーザースペックル脳表血流計（LSF）
の臨床応用〜
中村　　元 �大阪大学大学院医学系研究科

脳神経外科学

3G-O098-04 �術中神経生理学的マッピング・モニタリン
グのpit-fall:神経脱落症状と機能回復
深谷　　親 �日本大学医学部脳神経外科

3G-O098-05 �皮質・白質言語マッピングと脳機能画像を
併用した覚醒下腫瘍摘出術
小泉　友幸 �東京大学医学部脳神経外科

3G-O098-06 �視床下核脳深部刺激療法における
tractographyの臨床応用
渡辺　　充 �日本大学医学部脳神経外科

3G-O098-07 �トラクトグラフィー導入ナビゲーションの
pitfall—NY�Tract�Finderを用いた術中皮質
下マッピングによる錐体路位置情報の検証—
山口　文雄 �日本医科大学脳神経外科
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G 会場 （福岡国際会議場 4 階　411+412）

一般口演 10：50〜 12：00

3G-O099 �頚動脈狭窄
座長：間瀬　光人  名古屋市立大学医学部脳神経外科

3G-O099-01 �頸動脈狭窄症患者における高次脳機能評価
〜術前後の日本語版COGNISTATによる検討〜
山本　憲一 �豊川市民病院脳神経外科

3G-O099-02 �頚動脈狭窄症における高次脳機能:血行力
学的脳虚血の重症度との関係
秋岡　直樹 �富山大学医学部脳神経外科

3G-O099-03 �無症候性頸動脈狭窄症の高次脳機能は保
たれているか?
高岩亜輝子 �富山大学脳神経外科

3G-O099-04 �無症候性内頚動脈狭窄症におけるMRI画
像所見の検討
磯崎　　誠 �国立循環器病研究センター脳神経外科

3G-O099-05 �術前single-slab�3D-TOF�MRAは頚動脈
内膜剥離術後脳虚血巣・虚血症状の出現を
予知できる
西本　英明 �岩手医科大学脳神経外科

3G-O099-06 �頸動脈狭窄症に対する各種modalityによ
る総合的評価の重要性
川原　一郎 �長崎医療センター脳神経外科

3G-O099-07 �頸動脈プラークの石灰化とPTAの危険度の検討
〜実際の病理所見と3DCTA画像との比較から〜
玉川　紀之 �秋田県立脳血管研究センター脳神経外科
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G 会場 （福岡国際会議場 4 階　411+412）

一般口演 13：20〜 14：20

3G-O100 �教育
座長：堀越　　徹  山梨大学医学部脳神経外科

3G-O100-01 �発展途上国における脳神経外科の教育・普及
への支援—広島大学の取り組みを通じて—
栗栖　　薫 �広島大学大学院医歯薬学総合研究科

脳神経外科

3G-O100-02 �血管内手術総合シミュレーター(EVE®)を
用いた脳血管造影検査・脳血管内治療教育
の有用性
長島　　久 �信州大学医学部附属病院�

脳血管内治療センター

3G-O100-03 �救急シミュレーション研修の導入と脳神
経外科医の救急医療に対する認識の変化
伊藤　勝博 �弘前大学医学部脳神経外科

3G-O100-04 �ドクターヘリ活動からみた脳神経外科医
の救急初期診療コース受講の意義
卯津羅雅彦 �順天堂大学医学部附属静岡病院�

救急診療科

3G-O100-05 �ISLSコース開催の経験と今後の展望
(京滋ISLSコース)
石橋　良太 �彦根市立病院

3G-O100-06 �専門医取得前の若手脳神経外科医による
脳動脈瘤クリッピング
丹原　正夫 �岡崎市民病院脳神経外科
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G 会場 （福岡国際会議場 4 階　411+412）

一般口演 14：20〜 15：20

3G-O101 �転移性脳腫瘍 (1)
座長：佐藤　慎哉  山形大学医学部脳神経外科

3G-O101-01 �肺癌からの転移性脳腫瘍におけるEGFR
遺伝子異常とgefitinibの有効性
小野　恭裕 �香川県立中央病院脳神経外科

3G-O101-02 �非小細胞癌性肺癌脳転移に関する
N-cadherinの発現解析
齋藤　紀彦 �東邦大学医療センター大橋病院�

脳神経外科

3G-O101-03 �転移性脳腫瘍治療におけるエタノールの
使用第二報;嚢胞性転移性脳腫瘍に対する
リザーバー及びエタノールを用いた定位
放射線治療
濱崎　公順 �稚内禎心会病院脳神経外科

3G-O101-04 �高齢者転移性脳腫瘍に対する治療の限界
とその対策
福島　崇夫 �日本大学医学部脳神経外科

3G-O101-05 �当センターにおける癌性髄膜炎に対する
治療戦略
川崎宏一郎 �千葉県がんセンター脳神経外科

3G-O101-06 �杏林大学脳神経外科の2010年における
転移性脳腫瘍診療の現状と課題
田中　雅樹 �杏林大学医学部脳神経外科
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G 会場 （福岡国際会議場 4 階　411+412）

一般口演 15：20〜 16：20

3G-O102 �転移性脳腫瘍 (2)
座長：稲生　　靖  東京大学医学部附属病院 

トランスレーショナルリサーチセンター

3G-O102-01 �多発性転移性脳腫瘍に対するガンマナイ
フ単独治療成績多施設前向き共同研究
(JLGK0901)の結果予測
芹澤　　徹 �築地神経科クリニック/東京ガンマ

ユニットセンター

3G-O102-02 �2分割定位放射線治療を行った大型転移性
脳腫瘍における予後寄与因子の検討
会田　和泰 �京都府立医科大学脳神経外科

3G-O102-03 �Grading�Systems�for�Predicting�
Outcomes�of�Patients�withBrain�
Metastases:Comparison�Based�on�
2000�GKRS-Treated�Patients
浦川　陽一 �医療法人社団浦川会勝田病院

3G-O102-04 �転移性脳腫瘍に対しガンマナイフ治療後5
年以上長期生存が得られた症例の検討
川邊　拓也 �勝田病院水戸ガンマハウス脳神経外科

3G-O102-05 �ガンマナイフ治療後の転移性脳腫瘍再発
と放射線壊死の鑑別〜11C-Methionine�
PETとT2/Gd比の比較〜
吉村　政樹 �大阪市立総合医療センター�脳神経外科

3G-O102-06 �3cm以上の病変に対する
AccuKnife(SRS)治療聖隷浜松病院にお
ける8年間の治療成績
中戸川裕一 �聖隷浜松病院脳神経外科
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H 会場 （福岡国際会議場 4 階　413+414）

一般口演 08：30〜 09：40

3H-O103 �もやもや病 (1)
座長：大野喜久郎  東京医科歯科大学脳神経外科

3H-O103-01 �もやもや病における3DSRTを用いた経時
的脳血流スペクト定量評価の有用性
丸島　愛樹 �筑波大学大学院人間総合科学研究科�

脳神経外科

3H-O103-02 �もやもや病血行再建術後過灌流の検討�
-PETとMRI-FLAIRによる評価-
賀耒　泰之 �国立循環器病研究センター脳神経外科

3H-O103-03 �もやもや病における末梢動脈狭窄病変の検討
森岡　基浩 �熊本大学医学部脳神経外科

3H-O103-04 �両側もやもや病と片側もやもや病におけ
る内頚動脈管低形成について
渡辺　　新 �都留市立病院脳神経外科

3H-O103-05 �小児もやもや病の症候化を予告するivy�
signの出現
山田　　勝 �北里大学医学部脳神経外科

3H-O103-06 �当院における成人もやもや症例の解析・検討
山口　　玲 �国立国際医療研究センター脳神経外科

3H-O103-07 �類もやもや病に関する全国調査結果
林　健太郎 �長崎大学医学部脳神経外科

H 会場 （福岡国際会議場 4 階　413+414）

一般口演 09：40〜 10：50

3H-O104 �もやもや病 (2)
座長：黒田　　敏  北海道大学医学部神経外科

3H-O104-01 �小児モヤモヤ病における頭痛と脳血行動
態の関係について
川堀　真人 �北海道大学医学部神経外科
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3H-O104-02 �小児もやもや病手術治療後の長期予後の検討
武川　麻紀 �東京医科歯科大学脳神経外科

3H-O104-03 �もやもや病に対するACA・MCA領域を含
めた血行再建術の有用性
高須俊太郎 �名古屋第二赤十字病院脳神経外科

3H-O104-04 �小児もやもや病に対する補助的間接的
血行再建術EDS(Encephalo-duro-
synangiosis)
中山　禎司 �浜松医療センター脳神経外科

3H-O104-05 �成人および小児もやもや病、アテローム硬化
性脳血管障害に対するSTA-MCA吻合術中
マイクロドクラー測定と皮質血行動態の評価
森澤　華子 �東京女子医科大学脳神経外科

3H-O104-06 �もやもや病に対する直接血行再建術周術期管理
の再考—morbidityをゼロに近づけるために—
岡内　正信 �京都大学医学部脳神経外科

3H-O104-07 �治療指針に基づいたもやもや病に対する
血行再建術:急性期脳血流評価と積極的降
圧による過灌流症候群の予防
藤村　　幹 �広南病院脳神経外科

H 会場 （福岡国際会議場 4 階　413+414）

一般口演 10：50〜 12：00

3H-O105 �解離性脳動脈瘤 (1)
座長：渡辺　高志  鳥取大学医学部脳神経外科

3H-O105-01 �解離性椎骨動脈瘤の自然歴
小林　紀方 �東京慈恵会医科大学�脳神経外科・�

脳血管内治療部

3H-O105-02 �外傷性頭蓋内動脈解離の臨床的検討
刈部　　博 �仙台市立病院脳神経外科

3H-O105-03 �頭痛にて発症した未破裂椎骨動脈解離の臨床像
越後　　整 �済生会滋賀県病院脳神経外科
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3H-O105-04 �治療困難な椎骨動脈解離性動脈瘤に対す
る脳血管内治療
須磨　　健 �日本大学医学部脳神経外科

3H-O105-05 �破裂解離性椎骨動脈瘤の臨床像およびコ
イル塞栓術の長期成績
森嶋　啓之 �聖マリアンナ医科大学脳神経外科

3H-O105-06 �破裂解離性椎骨動脈瘤に対する脳血管内
治療-治療成績・問題点に関する検討-
佐藤　栄志 �杏林大学医学部脳神経外科

3H-O105-07 �出血発症両側椎骨動脈解離破裂側母血管
閉塞後の対側解離病変の検討
高田　茂樹 �国立循環器病研究センター脳神経外科

H 会場 （福岡国際会議場 4 階　413+414）

一般口演 13：20〜 14：30

3H-O106 �解離性脳動脈瘤 (2)
座長：水谷　　徹  東京都立多摩総合医療センター脳神経外科

3H-O106-01 �抗血栓療法を用いない非出血性解離症例
における脳血管撮影所見正常化例の検討
朽木　秀雄 �山形大学医学部脳神経外科

3H-O106-02 �椎骨動脈閉塞にて発症した動脈解離の臨
床的検討
八木　伸一 �医療法人啓清会関東脳神経外科病院

3H-O106-03 �解離性椎骨動脈瘤の治療と長期成績
高麗　雅章 �徳島大学医学部脳神経外科

3H-O106-04 �椎骨脳底動脈系の治療困難な脳動脈瘤
特に動脈解離性病変について
中島　義和 �市立堺病院脳神経外科

3H-O106-05 �頭痛のみで診断された非出血性解離性椎骨
脳底動脈瘤の治療方針—頭痛の経過及び画
像変化の長期的観察による検討からー
大橋　康弘 �那須脳神経外科病院脳神経外科
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3H-O106-06 �くも膜下出血発症の解離性椎骨脳底動脈瘤
に対する治療戦略の変遷と今後〜治療困難
例に対する夢の治療の実現に向かって〜
重田　恵吾 �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

3H-O106-07 �出血発症椎骨動脈解離性動脈瘤の臨床的特徴
吉野　義一 �東京医科歯科大学脳神経外科

H 会場 （福岡国際会議場 4 階　413+414）

一般口演 14：30〜 15：20

3H-O107 �CAS(2)
座長：廣畑　　優  久留米大学医学部脳神経外科

3H-O107-01 �頚動脈ステント留置術中の脳虚血症状と
術後拡散強調画像-Embolic�protection�
deviceでの比較-
大和田　敬 �京都府立医科大学脳神経外科

3H-O107-02 �頚動脈ステント留置術時における塞栓性
合併症の検討
田川　雅彦 �愛媛大学大学院医学系研究科

脳神経病態外科学

3H-O107-03 �頸動脈ステント留置術におけるembolic�
protection法の選択と術後虚血徴候との関連
福島　　浩 �社会保険小倉記念病院脳神経外科

3H-O107-04 �No/slow�flow時に起こる神経症状は血流
途絶による虚血症状か?�
江面　正幸 �仙台医療センター脳神経外科

3H-O107-05 �Preciseを用いた頸動脈ステント留置術と
亜急性期塞栓性合併症に関する検討
松尾　直樹 �愛知医科大学脳神経外科
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H 会場 （福岡国際会議場 4 階　413+414）

一般口演 15：20〜 16：20

3H-O108 �脳動脈瘤 (テント下 )
座長：清水　宏明  東北大学大学院神経病態制御学分野

3H-O108-01 �破裂-脳底動脈先端部近傍動脈瘤の急性期塞栓術
園部　　眞 �水戸医療センター脳神経外科

3H-O108-02 �脳底動脈先端部動脈瘤に対するコイル塞栓術
杉生　憲志 �岡山大学大学院脳神経外科

3H-O108-03 �椎骨動脈非嚢状動脈瘤に対する血管内治療成績
梶川隆一郎 �大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科

3H-O108-04 �椎骨動脈瘤・後下小脳動脈瘤に対する32
手術例の治療成績
乙供　大樹 �東京女子医科大学脳神経外科

3H-O108-05 �脳底動脈先端部動脈瘤へのアプローチ選
択におけるpitfallについて
西　　　徹 �済生会熊本病院脳卒中センター�

脳神経外科

3H-O108-06 �AICA末梢動脈瘤の治療経験
石神　　崇 �鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

脳神経外科

I 会場 （福岡国際会議場 5 階　501）

ビデオシンポジウム 08：30〜 10：00

3I-VS08 �脳幹部病変への手術アプローチ
座長：齊藤　延人  東京大学医学部脳神経外科

本郷　一博  信州大学医学部脳神経外科

3I-VS08-01 �脳幹部腫瘍性病変に対する手術アプローチ
渡邉　学郎 �日本大学医学部脳神経外科
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3I-VS08-02 �Infratentorial�Supracerebellar�
Approachによる橋上部/中脳病変に対す
る外科的治療
郭　　泰彦 �朝日大学歯学部附属村上記念病院

脳神経外科

3I-VS08-03 �中脳海綿状血管腫の6症例lateral�
infratentorial-supracerebellar�
approach
山口　浩司 �東京女子医科大学脳神経外科

3I-VS08-04 �脳幹海綿状血管腫に対する外科治療と臨床予後
野崎　和彦 �滋賀医科大学脳神経外科

3I-VS08-05 �橋海綿状血管腫の手術アプローチと運動
機能の改善
齊藤　延人 �東京大学医学部脳神経外科

3I-VS08-06 �脳幹海綿状血管腫に対する手術アプローチ
本郷　一博 �信州大学医学部脳神経外科

I 会場 （福岡国際会議場 5 階　501）

ビデオシンポジウム 10：00〜 11：30

3I-VS09 �内頚動脈前壁動脈瘤の治療戦略
座長：詠田　眞治  九州医療センター脳神経外科

宝金　清博  北海道大学神経外科
コメンテーター：小林　茂昭  相澤病院医学研究研修センター

3I-VS09-01 �内頚動脈�blister�like�aneurysm�に対す
る治療戦略
水成　隆之 �日本医科大学千葉北総病院�

脳神経センター

3I-VS09-02 �内頸動脈前壁動脈瘤の治療方針とクリッ
ピングにおける手技的工夫
今井　英明 �東京大学医学部脳神経外科

3I-VS09-03 �内頚動脈前壁破裂動脈瘤に対する当院で
の治療戦略
中嶌　教夫 �国立循環器病研究センター脳神経外科
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3I-VS09-04 �内頸動脈前壁血豆状動脈瘤に対する
clipping�on�wrapping�method�の長期
経過観察から見た有効性
藤岡　正導 �社会福祉法人恩賜財団済生会みすみ病院

3I-VS09-05 �破裂内頚動脈背側型動脈瘤の急性期手術
-Radial�Artery�Bypassを併用した治療戦略
杉山　　拓 �手稲渓仁会病院脳神経外科

3I-VS09-06 �内頚動脈前壁動脈瘤に対する外科治療
-clipping�on�wrappingとhigh-flow�
bypassによる治療戦略-
岩間　　亨 �岐阜大学医学部脳神経外科

I 会場 （福岡国際会議場 5 階　501）

ビデオシンポジウム 13：20〜 14：40

3I-VS10 �二分脊椎の各種病態に対する外科的治療
座長：坂本　博昭  大阪市立総合医療センター小児脳神経外科

森岡　隆人  九州労災病院脳神経外科
コメンテーター：横田　　晃  済生会日向病院脳神経外科

3I-VS10-01 �係留脊髄に対する外科的治療の役割と周
術期合併症についての検討
埜中　正博 �大阪医療センター脳神経外科

3I-VS10-02 �非侵襲的な肛門括約筋電極を用いた脊髄
脂肪腫の手術
伊藤　　進 �神奈川県立こども医療センター�

脳神経外科

3I-VS10-03 �脊髄脂肪腫の外科的治療
尾原　裕康 �順天堂大学医学部脳神経外科

3I-VS10-04 �3次元heavily�T2強調画像を用いた腰仙
部脊髄脂肪腫に対する脊髄係留解除術
森岡　隆人 �九州労災病院脳神経外科

3I-VS10-05 �脊髄脂肪腫に対する病型別の手術手技
長坂　昌登 �あいち小児保健医療総合センター

脳神経外科
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I 会場 （福岡国際会議場 5 階　501）

一般口演 14：40〜 16：00

3I-O109 �内視鏡 (3)
座長：三木　　保  東京医科大学茨城医療センター

脳神経外科
永谷　哲也  名古屋大学脳神経外科

3I-O109-01 �脳室内原発嚢胞に対する神経内視鏡治療
中原　邦晶 �北里大学医学部脳神経外科

3I-O109-02 �脳実質内腫瘍に対するnavigation�
systemを用いた神経内視鏡下腫瘍生検術
青木　恒介 �名古屋第二赤十字病院脳神経外科

3I-O109-03 �脳室内腫瘍に対する内視鏡生検術の役割
田村　陽史 �大阪医科大学脳神経外科

3I-O109-04 �脳室内腫瘍に対する内視鏡単独手術の現
状と展望
志藤　里香 �慶應義塾大学医学部脳神経外科

3I-O109-05 �神経内視鏡による脳実質内腫瘍の手術
藤本　康倫 �大阪大学大学院医学系研究科�

脳神経外科学

3I-O109-06 �脳神経外科における内視鏡単独手術の現
状と展望
阿久津博義 �筑波大学臨床医学系脳神経外科

3I-O109-07 �頭蓋内腫瘍生検術における診断精度向上の
ための工夫〜ナビゲーション誘導神経内視
鏡下腫瘍生検術と他の生検法との比較
石川　栄一 �筑波大学脳神経外科

3I-O109-08 �内視鏡下脳腫瘍手術の現状と展望
梶原　浩司 �山口大学大学院医学系研究科

脳神経外科
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J 会場 （福岡国際会議場 5 階　502+503）

一般口演 08：30〜 09：30

3J-O110 �バイパス
座長：菊田健一郎  福井大学医学部附属病院脳脊髄神経外科

3J-O110-01 �STA-MCA吻合術の内頸動脈閉塞性病変
での眼循環への効果
川口正一郎 �奈良県立奈良病院脳神経外科

3J-O110-02 �局所麻酔下でのSTA-MCA�anastomosis
山下健太郎 �朝日大学歯学部附属村上記念病院

脳神経外科

3J-O110-03 �EC-IC�バイパス手術が精神活動性に及ぼ
す効果について—うつ度スケール、やる気
スコアーによる評価—
加持　春菜 �自治医科大学さいたま医療センター

脳神経外科

3J-O110-04 �経皮的冠動脈形成術(PCI)施行後のCEA及
びSTA-MCA�bypass—閉塞性脳血管障害
に対する脳・冠動脈同時撮影の意義
吉河　学史 �公立昭和病院脳神経外科

3J-O110-05 �内頸動脈・中大脳動脈狭窄・閉塞病変に対
する手術戦略:帝京大学ちば総合医療セン
ターでの過去6年間の検討
中口　　博 �帝京大学ちば総合医療センター�

脳神経外科

3J-O110-06 �脳血管吻合における高倍率(30-50倍)
顕微鏡下手術super-microvascular�
anastomosis�の効用
松村　内久 �富山県済生会富山病院脳神経外科
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J 会場 （福岡国際会議場 5 階　502+503）

一般口演 09：30〜 11：10

3J-O111 �CEA
座長：井上　　亨  福岡大学医学部脳神経外科

細田　弘吉  神戸大学医学部脳神経外科

3J-O111-01 �術中低体温を用いたCEA
村田　佳宏 �日本大学医学部脳神経外科

3J-O111-02 �頚動脈内膜剥離手術危険因子を意識した
周術期管理と手技
小松　洋治 �筑波メディカルセンター病院脳神経外科

3J-O111-03 �透析患者の内頸動脈狭窄症に対する頚動
脈内膜剥離術
前田　憲幸 �社会保険中京病院脳神経外科

3J-O111-04 �糖尿病、慢性腎不全患者における内頸動脈
内膜剥離術の検討
水橋　里弥 �国立循環器病研究センター脳血管外科

3J-O111-05 �高齢者(75歳以上)内頸動脈狭窄症に対す
るCEA
松重　俊憲 �国立循環器病研究センター脳神経外科

3J-O111-06 �心臓手術既往症例に対する頸動脈内膜剥
離術:Swan-Ganz�カテーテル挿入側認識
の重要性と新たなCEAハイリスクの提唱
吉田　研二 �岩手医科大学脳神経外科

3J-O111-07 �CEAの短期・長期成績からみたCASとの役割分担
清水　宏明 �東北大学大学院神経病態制御学分野

3J-O111-08 �頚部頚動脈狭窄治療:CEA�vs�CAS�(CEA�
first�施設における手術戦略、成績および
術者養成)
中嶋　千也 �大西脳神経外科病院
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3J-O111-09 �CEA第一選択での頚動脈狭窄治療—手術
手技、術者養成、周術期管理の検討—
吉野　正紀 �東京都立多摩総合医療センター�

脳神経外科

3J-O111-10 �一過性脳虚血発作で発症した内頸動脈狭
窄症に対するCEA
飯原　弘二 �国立循環器病研究センター脳神経外科

J 会場 （福岡国際会議場 5 階　502+503）

一般口演 11：10〜 12：00

3J-O112 脳�動脈瘤 (手術成績 )
座長：吉村　紳一  岐阜大学脳神経外科

3J-O112-01 �コイル塞栓術の導入で破裂脳動脈瘤症例
の治療成績は改善されたか?
溝上　達也 �県立広島病院脳神経外科

3J-O112-02 �民間病院での未破裂脳動脈瘤経過観察例
の動向と手術例の成績
橋爪　和弘 �医)社団平成会藤枝平成記念病院�

脳神経外科

3J-O112-03 �末梢性前大脳動脈瘤の直達手術75例の臨
床学的検討
伊飼　美明 �馬場記念病院脳神経外科

3J-O112-04 �前方循環脳動脈瘤に対するmini-open上
眼瞼アプローチの検討
高橋　健治 �岡山済生会総合病院脳神経外科

3J-O112-05 �脳動脈瘤の開頭クリッピング
高橋　立夫 �国立病院機構名古屋医療センター

脳神経外科
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J 会場 （福岡国際会議場 5 階　502+503）

一般口演 13：20〜 14：10

3J-O113 �破裂脳動脈瘤画像
座長：臼井　雅昭  虎の門病院脳神経外科

3J-O113-01 �重症くも膜下出血における急性期cine�
MRIによる予後予測
沼澤　真一 �総合南東北病院脳神経外科

3J-O113-02 �MRAを用いた脳動脈瘤破裂予測の有用性の検討
今井　　資 �筑波メディカルセンター脳神経外科

3J-O113-03 �Aneurysm�Volume-to-Ostium�Area�
Ratio�(VOR);�A�Parameter�Useful�in�
Discriminating�the�Rupture�Status�of�
Intracranial�Aneurysms.
Ryuta Yasuda

�University�of�Wisconsin-Madison

3J-O113-04 �Computational�Fluid�Dynamics(CFD)
解析による血行力学的特徴から予測する
多発性脳動脈瘤症例における破裂脳動脈
瘤の予測
深澤　恵児 �独立行政法人国立病院機構��

三重中央医療センター脳神経外科

3J-O113-05 �非嚢状動脈瘤性くも膜下出血のCTA診断
についての検討
沼上　佳寛 �石巻赤十字病院脳神経外科

J 会場 （福岡国際会議場 5 階　502+503）

一般口演 14：10〜 15：00

3J-O114 脳�動脈瘤(ピットフォール,�アプローチ)
座長：西嶌美知春  青森県立中央病院脳神経外科

3J-O114-01 �DPC全国データからみた未破裂脳動脈瘤
手術選択の現状
安達　直人 �医療法人社団親和会西島病院脳神経外科
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3J-O114-02 �術前クリッピング手術スコアリングより
みた未破裂動脈瘤の治療リスク—pitfall解
消にむけた治療選択—
松本　勝美 �医誠会病院脳神経外科

3J-O114-03 �内頸動脈瘤クリッピング術における
ピットフォール
波出石　弘 �亀田総合病院�脳神経外科

3J-O114-04 �内頚動脈背側(前壁)動脈瘤治療における
pitfallとその対策:全国調査からの検討
佐藤　　章 �埼玉医科大学国際医療センター�

脳神経外科

3J-O114-05 �前交通動脈瘤に対するアプローチの選択
持木かなえ �獨協医科大学脳神経外科

J 会場 （福岡国際会議場 5 階　502+503）

一般口演 15：00〜 16：20

3J-O115 �脳動脈瘤 (モニタリングなど )
座長：平山　晃康  日本大学医学部脳神経外科

藤木　　稔  大分大学医学部脳神経外科

3J-O115-01 �顕微鏡術中画像に術前シミュレーション
カラー3次元画像を挿入する試み
谷崎　義生 �美原記念病院脳神経外科

3J-O115-02 �術中MEP所見から見た脳動脈瘤手術の
ピットフォール
齋藤伸二郎 �山形市立病院済生館脳神経外科

3J-O115-03 �Paraclinoid�aneurysm�clipping術を安
全に行うためのポイントーVEPモニタリ
ングの重要性ー
吉本　哲之 �柏葉脳神経外科病院

3J-O115-04 �無症候性未破裂脳動脈瘤に対する各種モ
ニタリングを用いた直達手術例の検討
渡部　洋一 �福島赤十字病院脳神経外科
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3J-O115-05 �各種術中モニタリングを用いた脳動脈瘤手
術における血流不全の回避超音波ドップ
ラー、術中蛍光造影、MEPの併用について
藤重　正人 �医療法人新さっぽろ脳神経外科病院

3J-O115-06 �術中フルオレセイン蛍光脳血管撮影にお
けるSTA動注法の有用性
紺野　　豊 �寿泉堂綜合病院脳神経外科

3J-O115-07 �脳動脈瘤直達術における動注蛍光血管撮
影の有用性-浅側頭動脈経由法-
柳澤　俊晴 �秋田大学大学院脳神経外科

3J-O115-08 �フルオレセイン術中蛍光脳血管撮影の改
良と工夫
鈴木　恭一 �福島赤十字病院脳神経外科

K 会場 （福岡サンパレス 2 階　パレスルーム）

手術ビデオ発表 09：00〜 10：00

3K-YV-10 �若手・中堅脳神経外科医の
手術ビデオ発表 (10)
座長：谷島　健生  東京厚生年金病院脳神経外科

3K-YV-10-01 �Far-out�syndromeの手術治療
西村　由介 �名古屋大学脳神経外科

3K-YV-10-02 �脊髄腫瘍に対する外科治療
大西諭一郎 �大阪大学大学院医学系研究科�

脳神経外科学

3K-YV-10-03 �上位頚椎固定手術における工夫
安田　宗義 �愛知医科大学脳神経外科

3K-YV-10-04 �Tubular�retractorを用いた腰椎手術
東山　巨樹 �秋田大学大学院脳神経外科

3K-YV-10-05 �Williams-Isu�法による頸椎前方固定術の経験
菅原　　淳 �岩手医科大学脳神経外科
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3K-YV-10-06 �Motor�componentをもつS1�rootから発
生した馬尾神経鞘腫の1症例
五島　久陽 �山口大学大学院医学系研究科脳神経外科

K 会場 （福岡サンパレス 2 階　パレスルーム）

手術ビデオ発表 10：00〜 11：00

3K-YV-11 �若手・中堅脳神経外科医の
手術ビデオ発表 (11)
座長：落合　慈之  NTT東日本関東病院脳神経外科

3K-YV-11-01 �Distal�SCA�aneurysmの1手術例
弘中　康雄 �奈良県立医科大学脳神経外科

3K-YV-11-02 �内頚動脈海綿静脈洞瘻治療-target�
embolizationを中心に-
白川　　学 �兵庫医科大学脳神経外科

3K-YV-11-03 �large�MCA�aneurysmのクリッピング
武田　純一 �新宮市立医療センター脳神経外科

3K-YV-11-04 �内頚動脈瘤に対する開頭脳動脈瘤クリッ
ピング術—安全・確実な手技を目指して—
出雲　　剛 �長崎労災病院脳神経外科

3K-YV-11-05 �両側椎骨動脈解離性脳動脈瘤に対してバ
イパスを併用し母血管閉塞を行った症例
横井　俊浩 �滋賀医科大学脳神経外科

3K-YV-11-06 �顕微鏡手術における非利き手トレーニング
の意義　微小血管吻合術のケース
菊池　隆幸 �滋賀県立成人病センター脳神経外科
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K 会場 （福岡サンパレス 2 階　パレスルーム）

手術ビデオ発表 11：00〜 12：00

3K-YV-12 �若手・中堅脳神経外科医の
手術ビデオ発表 (12)
座長：渋谷　正人  社会保険中京病院脳神経外科

3K-YV-12-01 �未破裂脳動脈瘤開頭クリッピング術の2例
岡崎　貴仁 �広島大学大学院医歯薬学総合研究科

脳神経外科

3K-YV-12-02 �被殻出血に対するフリーハンドテクニッ
ク(神経内視鏡手術)
横須賀公彦 �川崎医科大学脳神経外科

3K-YV-12-03 �もやもや病に対するSTA-MCA�
anastomosis
菱川　朋人 �岡山大学大学院脳神経外科

3K-YV-12-04 �BA-SCA破裂動脈瘤クリッピング術の一例
田尻　征治 �熊本市立熊本市民病院脳神経外科

3K-YV-12-05 �短期間に出血を繰り返した多発性海綿状
血管腫の一手術例
田中　達也 �有田共立病院脳神経外科

M 会場 -01 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 09：00〜 10：00

3M-01-DP081 �SAH後合併症・脳血管攣縮 (1)
座長：白尾　敏之  山口大学大学院医学系研究科脳神経外科

3M-01-DP081-01 �くも膜下出血後の脳血管攣縮と水頭症の
出現率の検討-開頭術と脳血管内手術に
よって異なるのか-
嶋口　英俊 �前橋赤十字病院脳神経外科

3M-01-DP081-02 �くも膜下出血後脳血管攣縮の対策とピッ
トフォール-�術中洗浄とシロスタゾール
の有用性と限界�-
浜崎　　理 �島根県立中央病院脳神経外科
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3M-01-DP081-03 �くも膜下出血後の脳血管攣縮に対する選
択的ファスジル動注療法の経験
中村　　巧 �埼玉医科大学総合医療センター�

脳神経外科

3M-01-DP081-04 �くも膜下出血後の脳血管攣縮に対する積
極的Fasudil�hydrochloride動注療法に
ついての検討
丸山　大輔 �国立循環器病研究センター脳神経外科

3M-01-DP081-05 �破裂脳動脈瘤のコイル塞栓術後rt-PA髄腔
内投与療法
常俊　顕三 �福井大学医学部附属病院脳脊髄神経外科

3M-01-DP081-06 �Intrasylvian�hematomaを伴う破裂中大
脳動脈瘤の治療成績　ウロキナーゼを用
いた脳槽灌流療法の効果について
渡邊善一郎 �総合南東北病院脳神経外科

3M-01-DP081-07 �くも膜下出血患者の症候性脳血管攣縮予
防に脳槽ドレナージは必要か?
宮原　牧子 �国立国際医療研究センター病院�

脳神経外科

3M-01-DP081-08 �Mg脳槽潅流療法における脳血管攣縮予防
効果について
山本　拓史 �順天堂大学医学部附属静岡病院�

脳神経外科

M 会場 -01 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 10：00〜 11：00

3M-01-DP082 �SAH後合併症・脳血管攣縮 (2)
座長：田中　裕一  自治医科大学さいたま医療センター

脳神経外科

3M-01-DP082-01 �Hybrid�ORにおけるくも膜下出血急性期治療
入江　是明 �東京慈恵会医科大学脳神経外科
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3M-01-DP082-02 �CT�angiographyとperfusion�CTを用い
たvasospasm検出及び治療方針決定のア
ルゴリズムの妥当
森谷　茂太 �藤田保健衛生大学医学部脳神経外科

3M-01-DP082-03 �SAH後のDINDに対するcilostazolの予防効果
吉山　道貫 �東海大学医学部付属八王子病院�

脳神経外科

3M-01-DP082-04 �くも膜下出血例(SAH)に対する連続心拍
出量測定装置(PiCCO)を用いた部位別特
徴と予後の解析
大重　英行 �関西医科大学附属枚方病院脳神経外科

3M-01-DP082-05 �くも膜下出血の脳血管攣縮治療における
心拍出量・脳局所酸素飽和度の低侵襲連続
モニタリング法の導入
武藤　達士 �秋田県立脳血管研究センター脳神経外科

3M-01-DP082-06 �たこつぼ型心筋症を伴ったくも膜下出血の管理
横山　由佳 �手稲渓仁会病院脳神経外科

3M-01-DP082-07 �くも膜下出血術後の循環動態に関する多
施設共同研究　—肺水腫等の合併症を低
下させるための工夫—
磯谷　栄二 �東京医科歯科大学附属病院��

救命救急センター

3M-01-DP082-08 �椎骨動脈瘤破裂によるくも膜下出血と神
経原性肺水腫との関連について
落合　秀信 �宮崎県立宮崎病院脳神経外科

M 会場 -01 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 11：00〜 12：00

3M-01-DP083 �SAH後合併症・脳血管攣縮 (3)
座長：小野　成紀  岡山大学大学院脳神経外科

3M-01-DP083-01 �Perfusion�CTによるくも膜下出血後脳血
管攣縮の評価
椎名　　諭 �名古屋第二赤十字病院脳神経外科
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3M-01-DP083-02 �くも膜下出血患者における髄液中ROOH
濃度の経時的変化　（くも膜下出血とフ
リーラジカルの関連性についての検討）
木村　　仁 �東邦大学医療センター大橋病院�

脳神経外科

3M-01-DP083-03 �破裂脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術後の症
候性脳血管攣縮について
折戸　公彦 �久留米大学医学部脳神経外科

3M-01-DP083-04 �くも膜下出発症15日目以降の症候性脳血
管攣縮症例の検討
天野　慎士 �静岡赤十字病院脳神経外科

3M-01-DP083-05 �くも膜下出血患者の脳血管攣縮時の脳循環
酸素代謝変化　近赤外時間分解スペクトロ
スコピーによる脳循環酸素代謝の計測
横瀬　憲明 �日本大学医学部脳神経外科

3M-01-DP083-06 �経口カルシウム拮抗剤、スタチン、EPA製
剤併用投与によるくも膜下出血後脳血管
攣縮予防効果の検討
稲葉　　真 �済生会横浜市東部病院脳神経外科

3M-01-DP083-07 �くも膜下出血術後周術期管理:脳槽潅流方
法の変更による血管攣縮および水頭症予
防効果の検討
北澤　和夫 �慈泉会相澤病院脳神経外科

3M-01-DP083-08 �クモ膜下出血後の脳血管攣縮予防に対す
るシロスタゾール投与の検討
坂本　繁幸 �広島大学病院脳神経外科

M 会場 -01 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 13：20〜 14：20

3M-01-DP084 �頚動脈狭窄 (6)
座長：中島　真人  野村病院

3M-01-DP084-01 �頸動脈病変の画像
青山　公紀 �名古屋市立大学医学部脳神経外科
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3M-01-DP084-02 �CEA
熊井潤一郎 �関東労災病院脳神経外科

3M-01-DP084-03 �内頸動脈内膜剥離術の工夫点
石坂　繁寿 �瀬口脳神経外科病院

3M-01-DP084-04 �頸動脈ステント留置術Angioguard�XP/
Precise�stent-術後合併症・再狭窄例について-
藤井　本晴 �聖路加国際病院脳神経外科

3M-01-DP084-05 �頚動脈ステント施行例における女性症例の検討
藤本　憲太 �大阪府立急性期総合医療センター

脳神経外科

3M-01-DP084-06 �頸動脈ステント内の不安定プラークに対
し頸動脈内膜剥離術を施行した1例
中西　克彦 �兵庫県立西宮病院脳神経外科

3M-01-DP084-07 �当院で頸部内頚動脈狭窄症に対してステ
ント術を施行した32症例の検討
山崎　弘幸 �翠清会梶川病院脳神経外科

M 会場 -01 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 14：20〜 15：20

3M-01-DP085 �頚動脈狭窄 (7)
座長：福本　真也  愛媛大学大学院医学系研究科

脳神経病態外科学

3M-01-DP085-01 �80歳以上の症候性内頚動脈狭窄にたいす
るCEA14例の検討
前田　大介 �自衛隊中央病院脳神経外科

3M-01-DP085-02 �当施設におけるCEAの治療成績
ー周術期合併症の検討ー
石田　泰史 �岡波総合病院脳神経外科

3M-01-DP085-03 �頚動脈狭窄部動脈硬化病変に対するCEA
の優位性について
宗本　　滋 �石川県立中央病院脳神経外科
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3M-01-DP085-04 �当院におけるCEA596例の成績および
CEAハイリスクの検討
河野　　威 �高知赤十字病院脳神経外科

3M-01-DP085-05 �頚動脈内膜剥離術における内膜温存の有用性
一ノ瀬　努 �八尾徳洲会総合病院脳神経外科

3M-01-DP085-06 �内シャント使用とバルビツレート脳保護
による頸動脈内膜剥離術についての検討
鳥海　勇人 �市立奈良病院脳神経外科

3M-01-DP085-07 �安全・確実なCEAの継承-�シャント使用の
重要性-
木村　英仁 �公立豊岡病院脳神経外科

M 会場 -02 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 09：00〜 10：00

3M-02-DP086 �SAH( 非動脈瘤性 )
座長：小林　英一  千葉大学医学部脳神経外科

3M-02-DP086-01 �初回3D-angiographyで出血源が不明の非外
傷性くも膜下出血(SAH)症例に関する検討
早川　航一 �大阪脳神経外科病院

3M-02-DP086-02 �出血源不明のくも膜下出血症例における3
次元-DSAを用いた脳静脈評価
久保　道也 �富山県済生会富山病院脳神経外科

3M-02-DP086-03 �当院におけるnonaneurysmal�
nonperimesencephalic�SAHの検討
垣下　浩二 �日本赤十字和歌山医療センター�

脳神経外科

3M-02-DP086-04 �脳静脈血栓症によるcortical�SAHの検討
小田　真理 �東海大学医学部付属八王子病院�

脳神経外科

3M-02-DP086-05 �前大脳動脈遠位部外傷性脳動脈瘤に対す
る血管内治療
深作　和明 �碑文谷病院脳神経外科
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3M-02-DP086-06 �浅側頭動脈瘤の3手術症例についての検討
大谷　啓介 �青森県立中央病院脳神経外科

3M-02-DP086-07 �クモ膜下出血を合併した顕微鏡的多発血
管炎の一例
岩本　直高 �日本医科大学千葉北総病院

脳神経センター

3M-02-DP086-08 �円蓋部くも膜下出血を伴った両側頸部内
頸動脈解離の一例
大村　朋子 �日本医科大学千葉北総病院

脳神経センター

M 会場 -02 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 10：00〜 11：00

3M-02-DP087 �脳動脈瘤 :合併症
座長：齋藤伸二郎  山形市立病院済生館脳神経外科

3M-02-DP087-01 �脳動脈瘤手術合併症予防に向けた取り組
みの成果とその限界
河本　俊介 �獨協医科大学脳神経外科

3M-02-DP087-02 �前方循環の未破裂脳動脈瘤に対する直達
手術における術後脳梗塞の検討
宮本　倫行 �北海道大学医学部神経外科

3M-02-DP087-03 �くも膜下出血晩期再発例16例の検討
土谷　大輔 �公立置賜総合病院脳神経外科

3M-02-DP087-04 �未破裂動脈瘤の開頭手術後に痙攣発作を
きたした症例の検討
山下　真吾 �秋田県立脳血管研究センター脳神経外科

3M-02-DP087-05 �未破裂脳動脈瘤術後に過潅流様症状を呈
する症例は存在する
鈴木　直也 �青森労災病院脳神経外科

3M-02-DP087-06 �脳動脈瘤クリッピング術術後に思わぬ経
過や所見を呈した三例
鱒渕　誉宏 �医療法人弘善会矢木脳神経外科病院
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M 会場 -02 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 11：00〜 12：00

3M-02-DP088 �巨大・血栓化脳動脈瘤
座長：弘中　康雄  奈良県立医科大学脳神経外科

3M-02-DP088-01 �肺塞栓症を合併した未破裂部分血栓化巨
大前交通動脈瘤の手術経験
鷺内　隆雄 �北里大学北里研究所メディカル�

センター病院脳神経外科

3M-02-DP088-02 �治療に難渋した巨大椎骨動脈瘤の2症例
新村　　学 �NTT東日本関東病院脳神経外科

3M-02-DP088-03 �assist�bypassを用いてdirect�clipping
を行った巨大内頚動脈瘤の一例
堀川　弘吏 �東京大学医学部脳神経外科

3M-02-DP088-04 �12mm以上の大型脳動脈瘤の10症例
中根　幸実 �豊橋市民病院脳神経外科

3M-02-DP088-05 �Extradural�temporopolar�approachが有
用であった大型脳底動脈遠位部動脈瘤の2例
亀井　裕介 �三重県立総合医療センター脳神経外科

3M-02-DP088-06 �血栓化脳動脈瘤に対する手術戦略と術後
合併症�-当院6症例の検討-
布施　仁智 �聖麗メモリアル病院

3M-02-DP088-07 �後大脳動脈部分血栓化大型動脈瘤の2例
堀場　綾子 �東京都立多摩総合医療センター�

脳神経外科
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M 会場 -02 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 13：20〜 14：20

3M-02-DP089 �脳虚血 : バイパス手術
座長：中溝　　玲  九州大学大学院医学研究院脳神経外科

3M-02-DP089-01 �PETでの脳血流評価による虚血性脳血管
障害に対するEC-IC�bypass術
梅林　大督 �京都第二赤十字病院脳神経外科

3M-02-DP089-02 �総頚動脈-外頚動脈中枢側狭窄性病変合併
例に対するSTA-MCA�bypass
岡本　沙織 �東京女子医科大学脳神経外科

3M-02-DP089-03 �進行性脳梗塞に対する超急性期EC-ICバ
イパスの検討
木村　俊運 �NTT東日本関東病院脳神経外科

3M-02-DP089-04 �3D-MRI画像を用いたSTA-MCAバイパ
ス術前検討の有用性と問題点
羽柴　哲夫 �関西電力病院脳神経外科

3M-02-DP089-05 �脳血管吻合術における術中超音波検査�
-�血管吻合部位、周囲組織環境の観察や吻
合後の血流測定�-
尾崎　　聡 �横浜新都市脳神経外科病院

3M-02-DP089-06 �STA-MCA�double�anastomosisの工
夫:linear�skin�incisionを用いて
小林　辰也 �信州大学医学部脳神経外科

3M-02-DP089-07 �脳血管吻合術における虚血性合併症を防ぐ工夫
—吻合操作以外に大切なこと—
纐纈　健太 �日本医科大学脳神経外科

3M-02-DP089-08 �整容を考慮した浅側頭動脈バイパス術に
おける留意ポイント
藤本　　真 �柏葉脳神経外科病院
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M 会場 -02 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 14：20〜 15：20

3M-02-DP090 �脳出血 : 治療
座長：平野　一宏  川崎医科大学脳神経外科

3M-02-DP090-01 �神経内視鏡導入後1年間の当院での被殻出
血手術に対する取り組み
栗本　太志 �半田市立半田病院脳神経外科

3M-02-DP090-02 �脳皮質下出血に対する内視鏡下血腫除去
術の治療成績
尹　　英植 �徳山中央病院脳神経外科

3M-02-DP090-03 �超急性期被殻出血に対する内視鏡下血腫除
去術の検討　術後患者の慢性期機能評価
花田　朋子 �鹿児島市立病院脳神経外科

3M-02-DP090-04 �被殻出血に対する小開頭血腫除去術
堤　　圭治 �信州大学医学部脳神経外科

3M-02-DP090-05 �当院における過去5年間の高血圧性脳内出
血�(被殻)�の開頭血腫除去術施行令の検討
20年前と比べて死亡率は改善したのか?
村橋　威夫 �中村記念病院脳神経外科

3M-02-DP090-06 �脳皮質下出血の治療成績
竹綱　成典 �医誠会病院脳神経外科

3M-02-DP090-07 �小脳出血後の中脳浮腫と脳梁病変
—3例の報告と臨床的意義—
杉江　　亮 �大阪府三島救命救急センター脳神経外科

3M-02-DP090-08 �脳室近傍脳内出血亜急性期におけるのう
胞形成-のう胞形成を伴った側脳室三角部
近傍脳内出血2症例についての考察-
小池　譲治 �愛知医科大学脳神経外科
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M 会場 -03 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 09：00〜 10：00

3M-03-DP091 �AVM: 血管内治療、ガンマナイフ
座長：犬飼　　崇  愛知医科大学脳神経外科

3M-03-DP091-01 �NBCAを用いた脳血管内治療のみで根治
が得られた出血発症脳動静脈奇形の検討
中務　正志 �済生会宇都宮病院脳神経外科

3M-03-DP091-02 �Onyxを用いたAVMに対する塞栓術の初期経験
伊藤　　靖 �新潟大学脳研究所脳神経外科

3M-03-DP091-03 �新しい液体塞栓物質Onyxを併用した脳動
静脈奇形摘出術のpitfallについて-連続す
る4例の経験をもとに-
圓若　幹夫 �名古屋大学脳神経外科

3M-03-DP091-04 �ONYXによる塞栓術後のAVMの摘出術
伏原　豪司 �埼玉医科大学国際医療センター�

脳卒中外科

3M-03-DP091-05 �ガンマナイフ導入後のAVM治療経験
堀内　一臣 �総合南東北病院脳神経外科

3M-03-DP091-06 �ガンマナイフ治療を行った脳動静脈奇形の
閉塞状況の評価—3D-TOFとDSAの比較
川岸　　潤 �古川星陵病院鈴木二郎記念ガンマハウス

3M-03-DP091-07 �側頭葉AVMの治療についての検討(ガンマ
ナイフ治療を中心に)
井沢　正博 �東京女子医科大学脳神経外科

3M-03-DP091-08 �Multislice�CTを用いたガンマナイフ治療
後の脳動静脈奇形の評価についての検討
後藤　智明 �済生会熊本病院�脳神経外科、�

ガンマナイフ治療室
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M 会場 -03 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 10：00〜 11：00

3M-03-DP092 �脊髄動静脈奇形
座長：比嘉　　隆  東京女子医科大学脳神経外科

3M-03-DP092-01 �当科における脊髄硬膜動静脈瘻の治療成績
森　　正如 �鹿児島大学大学院医歯学総合研究科�

脳神経外科

3M-03-DP092-02 �仙骨部脊髄硬膜動静脈瘻の検討
笹森　　徹 �小樽市立脳・循環器・こころの医療

センター

3M-03-DP092-03 �馬尾におけるタイプA硬膜内脊髄動静脈瘻
の予期せぬ瘻孔部位
大隣　辰哉 �脳神経センター大田記念病院

脊椎脊髄外科

3M-03-DP092-04 �脊髄血管奇形におけるMDCTAを用いた
流入血管の評価
中西　欣弥 �近畿大学医学部脳神経外科

3M-03-DP092-05 �脊髄硬膜動静脈瘻遮断手術における術中
ICG-VAGの有用性について
二宮　貢士 �関西労災病院脳神経外科

3M-03-DP092-06 �Spinal�AVMの3次元コンピュータ画像と
血管病理所見の検討
高井　敬介 �東京大学医学部脳神経外科

3M-03-DP092-07 �脊髄動静脈奇形の手術:術中の画像支援
山本　直樹 �大阪市立大学脳神経外科

3M-03-DP092-08 �くも膜下出血で発症し、直達手術で閉塞し
えた前脊髄動脈血管障害の3例
吉田　光宏 �市立四日市病院脳神経外科
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M 会場 -03 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 11：00〜 12：00

3M-03-DP093 �dural�AVF
座長：入江　恵子  藤田保健衛生大学脳神経外科

3M-03-DP093-01 �海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の3D�TOF�
MRAによる診断
佐藤　晃之 �群馬大学医学部脳神経外科

3M-03-DP093-02 �当施設で経験したdirect�CCFに対する脳
血管内手術の検討
布川　知史 �近畿大学医学部脳神経外科

3M-03-DP093-03 �Non�traumatic�direct�carotid-
cavernous�fisutula�(CCF)�に対する治療
横上　聖貴 �宮崎大学医学部臨床神経学講座�

脳神経外科学分野

3M-03-DP093-04 �海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する血管
内治療の成績
吉田　賢作 �順天堂大学医学部脳神経外科

3M-03-DP093-05 �鬱血乳頭を呈した硬膜動静脈瘻の4例
田村　哲也 �徳島赤十字病院脳神経外科

3M-03-DP093-06 �3D-DSAおよびCone-beam�CTの臨床的
有用性-硬膜動静脈瘻シャント部位近傍の
構造に関して-
小野塚　聡 �慶應義塾大学医学部脳神経外科

3M-03-DP093-07 �頭蓋頚椎移行部の硬膜動静脈瘻に関する
検討-その診断と治療について
尾川　晃子 �帝京大学医学部脳神経外科

3M-03-DP093-08 �ステントによる横静脈洞形成後に経静脈
的塞栓術を行った横静脈洞部硬膜動静脈
瘻の一例
澤下　光二 �浜松医療センター
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M 会場 -03 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 13：20〜 14：20

3M-03-DP094 �髄膜腫 (3)
座長：岩立　康男  千葉大学医学部脳神経外科

3M-03-DP094-01 �傍矢状洞髄膜腫の手術成績
浦川　　学 �山口県立総合医療センター脳神経外科

3M-03-DP094-02 �錐体斜台部髄膜腫に対する外側後頭下開
頭におけるテント切開の有用性
山畑　仁志 �鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

脳神経外科

3M-03-DP094-03 �Medial�sphenoid�wing�meningiomaの手術
宮原　宏輔 �横浜医療センター脳神経外科

3M-03-DP094-04 �蝶形骨縁髄膜腫手術例の臨床的検討
後藤　博美 �総合南東北病院脳神経外科

3M-03-DP094-05 �著明な骨浸潤を認める蝶形骨縁en-
plaque�髄膜腫に対する治療
上野　　龍 �横浜市立大学付属市民総合医療�

センター脳神経外科

3M-03-DP094-06 �中大脳動脈を埋没した蝶形骨縁髄膜腫の手術
佐藤　　崇 �山梨大学医学部脳神経外科

3M-03-DP094-07 �鞍結節部髄膜腫に対する手術アプローチ
竹島　靖浩 �奈良県立医科大学脳神経外科

3M-03-DP094-08 �鞍結節部髄膜腫に対する経鼻内視鏡手術
戸田　正博 �慶應義塾大学医学部脳神経外科
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M 会場 -03 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 14：20〜 15：20

3M-03-DP095 �髄膜腫 (4)
座長：江口　国輝  広島大学大学院医歯薬学総合研究科

脳神経外科

3M-03-DP095-01 �MRI磁化率強調画像(PRESTO法)による
小脳橋角部腫瘍の鑑別について
友金　祐介 �兵庫医科大学脳神経外科

3M-03-DP095-02 �異なる画像所見を呈した微小嚢胞型髄膜
腫の3症例
城戸崎裕介 �鳥取生協病院脳神経外科

3M-03-DP095-03 �progesterone�agonist投与にて増大、中
断にて退縮した髄膜腫の1例
美原　　貫 �大田原赤十字病院脳神経外科

3M-03-DP095-04 �下垂体卒中様の臨床所見を示した出血性
傍鞍部髄膜腫の1例
中城　登仁 �高知大学医学部脳神経外科

3M-03-DP095-05 �頭皮への伸展を伴い開頭縁に沿って再発
した良性髄膜腫の1例
坪井　俊之 �赤穂中央病院脳神経外科

3M-03-DP095-06 �meningio-angiomatosis様の浸潤を呈
し、collision�tumorとの鑑別を要した髄
膜腫の一例
葛岡　　桜 �東京大学医学部脳神経外科

3M-03-DP095-07 �再発・再増大髄膜腫に対する再手術
平井　　収 �神鋼病院脳神経外科
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M 会場 -04 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 09：00〜 10：00

3M-04-DP096 �脳動脈瘤 :手術手技
座長：塚原　徹也  京都医療センター脳神経外科

3M-04-DP096-01 �破裂前交通動脈瘤に対する手術
(pterional�approach)における静脈温存
について
相原　功輝 �公立昭和病院脳神経外科

3M-04-DP096-02 �未破裂中大脳動脈short�M1上向き動脈瘤
の開頭クリッピング術
榊原陽太郎 �聖マリアンナ医科大学脳神経外科

3M-04-DP096-03 �前床突起の削除が必要であった内頸動脈
後交通動脈瘤症例の検討
中野　　真 �山梨県立中央病院脳神経外科

3M-04-DP096-04 �後内側向き内頸動脈後交通動脈瘤に対す
る手術アプローチの検討
高村　慶旭 �奈良県立医科大学脳神経外科

3M-04-DP096-05 �内頸動脈後交通動脈分岐部動脈瘤に対す
るanterior�temporal�approach-術野展
開のポイント-
井坂　文章 �浜松労災病院脳神経外科

3M-04-DP096-06 �小開頭pterional�approachによる脳動脈
瘤クリッピング術の手術成績
田實謙一郎 �川内市医師会立市民病院脳神経外科

3M-04-DP096-07 �Aneurysmal�clipping
苗村　和明 �関東労災病院脳神経外科

3M-04-DP096-08 �視神経にfenestrationをきたした内頚動
脈-眼動脈分岐部動脈瘤の一例
水谷　朋彦 �福井赤十字病院脳神経外科
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M 会場 -04 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 10：00〜 11：00

3M-04-DP097 �グリオーマ :新たな治療
座長：泉山　　仁  昭和大学藤が丘病院脳神経外科

3M-04-DP097-01 �抗腫瘍免疫賦活化ベクターを用いた悪性神
経膠腫に対する新規免疫遺伝子治療の開発
松田　真秀 �筑波メディカルセンター脳神経外科

3M-04-DP097-02 �Cilengitideとvasculostatinの腫瘍微小
環境修飾によるウィルス療法の強化
藤井謙太郎 �岡山大学大学院脳神経外科

3M-04-DP097-03 �Rasシグナル分子標的薬を用いた悪性グ
リオーマに対するウイルス治療の開発
山口　　真 �京都大学医学部脳神経外科

3M-04-DP097-04 �I型インターフェロン阻害タンパクを用い
た自然免疫抑制による腫瘍溶解性ウイル
ス療法の強化
吉田　光一 �岡山大学大学院脳神経外科

3M-04-DP097-05 �新規�NF-κB�阻害剤�DHMEQ�の抗グリ
オーマ効果
福島　　剛 �宮崎大学医学部病理学講座�

腫瘍再生病態学分野

3M-04-DP097-06 �REIC/Dkk-3�はmedulloblastomaの細胞
死を誘導する
溝渕　佳史 �徳島大学脳神経外科

3M-04-DP097-07 �Convection-enhanced�drug�delivery
法を用いたサル脳幹への薬剤投与に関す
る数値流体力学的解析
杉山慎一郎 �東北大学大学院医学系研究科��

神経外科学分野

3M-04-DP097-08 �微小平板ビーム放射線治療の最適照射条
件の検討
鵜山　　淳 �神戸大学医学部脳神経外科
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M 会場 -04 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 11：00〜 12：00

3M-04-DP098 �頚動脈狭窄 (5)
座長：谷口　民樹 東京逓信病院 脳神経外科

3M-04-DP098-01 �内膜剥離術(CEA)を第一選択とした頚動
脈狭窄性病変の治療成績
押野　　悟 �医誠会病院脳神経外科

3M-04-DP098-02 �CEA術後に再狭窄を呈した381症例中25
病変の検討と再狭窄についての多角的考察
高見　浩数 �東京都立多摩総合医療センター�

脳神経外科

3M-04-DP098-03 �高齢者における頚動脈狭窄症の術後合併
症への対策
宇賀　　愛 �九州医療センター脳神経外科

3M-04-DP098-04 �CEA�術前3DCTA�によるvirtual�image�
の有用性
藤井　和也 �防衛医科大学校脳神経外科

3M-04-DP098-05 �頸部内頸動脈狭窄症(near�occlusion)に
対するステント留置術
藤田　敦史 �神戸大学大学院医学研究科脳神経外科学

3M-04-DP098-06 �Wallstetnt�RPとPrecise�stentを用いた
CAS後再狭窄の比較検討
河村　洋介 �自治医科大学脳神経外科

3M-04-DP098-07 �対側内頚動脈閉塞および狭窄を有する頚
部内頚動脈狭窄症に対する頚動脈ステン
ト留置術の治療成績
津浦　光晴 �日本赤十字和歌山医療センター�

脳神経外科
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M 会場 -04 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 13：20〜 14：20

3M-04-DP099 �三叉神経痛・顔面痙攣 (1)
座長：川口　　正  長岡赤十字病院脳神経外科

3M-04-DP099-01 �NTT東日本関東病院における微小血管減
圧術�retrospective�review
柴橋　慶多 �NTT東日本関東病院脳神経外科

3M-04-DP099-02 �神経減圧術後の長期予後
谷　　　茂 �東京女子医科大学東医療センター

脳神経外科

3M-04-DP099-03 �症候性三叉神経痛のガンマナイフ治療�������
ーどのようにして治療戦略を決定すべきかー
祁内　博行 �永冨脳神経外科病院

3M-04-DP099-04 �微小血管減圧術におけるICG�monitoring
の有用性について
井手口　稔 �NTT東日本関東病院脳神経外科

3M-04-DP099-05 �三叉神経痛の原因となる錐体静脈の術前
画像評価—multi-volume法を用いて—
加藤　正仁 �北海道脳神経外科記念病院

3M-04-DP099-06 �顔面痙攣の画像診断におけるMR-
CISS/3D-TOF-MRA�合成画像の有用性
大澤　　匡 �群馬大学脳神経外科

3M-04-DP099-07 �顔面痙攣に対する血管減圧術施行時にお
ける小後頭神経保存の意義
太田　実紀 �埼玉医科大学病院脳神経外科
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M 会場 -04 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 14：20〜 15：20

3M-04-DP100 �三叉神経痛・顔面痙攣 (2)
座長：鈴木　一郎  日本赤十字社医療センター脳神経外科

3M-04-DP100-01 �Petrous�endostosisを呈した三叉神経痛
例に対する手術
小野田恵介 �総合病院岡山赤十字病院脳神経外科

3M-04-DP100-02 �Dural�flapを用いてtranspositionを行った
Megadolicho�VAによる三叉神経痛の一例
井上　卓郎 �湖東記念病院脳神経外科

3M-04-DP100-03 �prosthesisを用いないtranspositionによ
る微小血管減圧術
伊藤　陽子 �呉医療センター脳神経外科

3M-04-DP100-04 �三叉神経を貫通するtrigeminocerebellar�
arteryが責任血管であった特発性三叉神経痛
地藤　純哉 �滋賀医科大学脳神経外科

3M-04-DP100-05 �間違いの脳神経減圧術と再手術
茂野　　卓 �関東労災病院脳神経外科

M 会場 -05 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 09：00〜 10：00

3M-05-DP101 �脳梗塞 : 一般
座長：西尾　明正  大阪市立大学脳神経外科

3M-05-DP101-01 �当院における若年者(50歳未満)脳虚血性
疾患16例の検討
森永　裕介 �防衛医科大学校脳神経外科
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3M-05-DP101-02 �当院での急性期広範囲脳梗塞におこる致
命的脳浮腫に対する減圧開頭術の検討
垣内　孝史 �藤田保健衛生大学脳神経外科

3M-05-DP101-03 �脳梗塞に対する開頭減圧療法における問題点
津金慎一郎 �名古屋医療センター脳神経外科

3M-05-DP101-04 �外減圧後の再灌流が原因と考えられた脳
出血について
遠藤　純男 �石心会川崎幸病院脳神経外科

3M-05-DP101-05 �悪性腫瘍に合併した脳梗塞症例の臨床的検討
新野　清人 �高知病院脳神経外科

3M-05-DP101-06 �TIAで発症した脳虚血の臨床病型分類と外
科治療の介入
本庄　華織 �中村記念病院脳神経外科

3M-05-DP101-07 �内頚動脈塞栓による脳梗塞患者の生命予
後を決定する因子の検討
吉田　信介 �東京厚生年金病院脳神経外科

3M-05-DP101-08 �喫煙が直接原因で発症したと考えられた
脳梗塞3例
三枝　邦康 �東京都保健医療公社豊島病院脳神経外科

M 会場 -05 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 10：00〜 11：00

3M-05-DP102 �脳梗塞 : 画像
座長：新井　良和  福井大学医学部附属病院脳脊髄神経外科

3M-05-DP102-01 �sLORETA-qm�voxel-statistical�
estimationを用いた虚血脳における神経
磁気活動の定量的画像化
坂本　真一 �大阪市立大学大学院放射線医学

3M-05-DP102-02 �CT�perfusionによる急性期血行再建前の
脳血流評価
山口　陽平 �中村記念病院脳神経外科
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3M-05-DP102-03 �アセタゾラマイド負荷によるperfusion�CT
沖井　則文 �厚生連吉田総合病院脳神経外科

3M-05-DP102-04 �Narrow�Window�CTによる超急性期脳虚
血の観察
内沢　隆充 �弘前脳卒中センター脳神経外科

3M-05-DP102-05 �急性期画像による高齢者での脳梗塞後悪
性脳腫脹の検討
久村　英嗣 �阪和記念病院脳神経外科

3M-05-DP102-06 �頭蓋内椎骨動脈解離の診断におけるBasi-
parallel�anatomical�scan(BPAS)と
Volumetr
竹本光一郎 �福岡大学医学部脳神経外科

M 会場 -05 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 11：00〜 12：00

3M-05-DP103 �脳梗塞 : 治療
座長：堀内　哲吉  信州大学医学部脳神経外科

3M-05-DP103-01 �アスピリン100mgとジピリダモール
(25mg)3錠の併用による脳梗塞、TIAの2
次予防効果
柴田　晃一 �鎌ヶ谷総合病院脳神経外科

3M-05-DP103-02 �非心原性脳梗塞における進行性脳卒中の検討
〜多剤併用療法は予後を改善できるか？〜
山田　圭一 �医療法人藤井会石切生喜病院脳神経外科

3M-05-DP103-03 �ラクナ梗塞の治療(エダラボンと抗血小板
剤の併用)
小谷　明平 �東大阪市立総合病院脳神経外科

3M-05-DP103-04 �当院でフォローできたclopidogrel単剤長
期処方患者の予後
西村　寿貴 �亀田総合病院�神経内科

3M-05-DP103-05 �頭蓋内血管狭窄に対する治療選択
木附　　宏 �戸田中央総合病院脳神経外科
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3M-05-DP103-06 �脳静脈・静脈洞血栓症を発症した中高年男
性の2例
江口　裕規 �下関厚生病院脳神経外科

M 会場 -05 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 13：20〜 14：20

3M-05-DP104 �慢性硬膜下出血 (1)
座長：戸田　茂樹  日本医科大学脳神経外科

3M-05-DP104-01 �慢性硬膜下血腫の再発因子について連続
147�手術例の検討
根石　拡行 �翠清会梶川病院脳神経外科

3M-05-DP104-02 �再発・再手術ゼロを目指す慢性硬膜下血腫
の手術連続70例の結果より
江塚　　勇 �新潟県厚生連上越総合病院脳神経外科

3M-05-DP104-03 �慢性硬膜下血腫穿頭術の洗浄液の検討
山田　哲久 �(株)麻生飯塚病院救急部

3M-05-DP104-04 �慢性硬膜下血腫再発に関する検討
-ドレーンの向きおよび洗浄媒体により違
いはあるのか?-
荻田　庄吾 �京都第一赤十字病院脳神経外科

3M-05-DP104-05 �慢性硬膜下血腫に対する無洗浄穿頭ドレ
ナージ法の治療成績
國廣　誉世 �八尾徳洲会総合病院脳神経外科

3M-05-DP104-06 �開頭術・外膜切除にて治療した器質化慢性
硬膜下血腫の3例
風間　　健 �佐久総合病院脳神経外科

3M-05-DP104-07 �血液透析患者における慢性硬膜下血腫の検討
—臨床像と治療上の問題点—
吉岡　　進 �大分県立病院脳神経外科

3M-05-DP104-08 �再発慢性硬膜下血腫に対する血腫内膜吊
り上げを伴った開頭血腫除去術
阿美古　将 �宇部興産(株)中央病院脳神経外科
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M 会場 -05 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 14：20〜 15：20

3M-05-DP105 �慢性硬膜下出血 (2)
座長：前田　　剛  日本大学医学部脳神経外科

3M-05-DP105-01 �慢性硬膜下血腫の再発に影響を及ぼす因
子の検討
大竹　　誠 �横浜労災病院脳神経外科

3M-05-DP105-02 �慢性硬膜下血腫穿頭術後の頭蓋内出血
杉野　文彦 �蒲郡市民病院脳神経外科

3M-05-DP105-03 �慢性硬膜下血腫生理食塩水洗浄群及び人
工髄液洗浄群の比較検討
横山　雅人 �西脇市立西脇病院脳神経外科

3M-05-DP105-04 �慢性硬膜下血腫に対する洗浄術の有効性
西　　憲幸 �奈良県立三室病院脳神経外科

3M-05-DP105-05 �慢性硬膜下血腫穿頭-洗浄術後再発におけ
るburr�hole�buttonの影響についての検討
古屋　　優 �聖マリアンナ医科大学横浜市西部

病院脳神経外科

3M-05-DP105-06 �慢性硬膜下血腫に対する神経内視鏡手術
の方法と効果
野村　貞宏 �山口大学大学院医学系研究科脳神経外科

3M-05-DP105-07 �器質化慢性硬膜下血腫に対する開頭手術
阪上　義雄 �兵庫県立淡路病院脳神経外科

3M-05-DP105-08 �再発慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈
塞栓術の有効性と限界
千原　英夫 �神戸市立医療センター中央市民病院
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M 会場 -06 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 09：00〜 10：00

3M-06-DP106 �間脳・下垂体腫瘍 (1)
座長：吉本　幸司  九州大学大学院医学研究院脳神経外科

3M-06-DP106-01 �下垂体腺腫の遺伝子解析
桑島　淳氏 �昭和大学医学部脳神経外科

3M-06-DP106-02 �下垂体腫瘍術後のdelayed�
hyponatremiaについての検討
池谷　直樹 �横浜市立みなと赤十字病院脳神経外科

3M-06-DP106-03 �非機能性下垂体腺腫におけるFSH分泌能の検討
碓井　　智 �広島大学大学院医歯薬学総合研究科

脳神経外科

3M-06-DP106-04 �トルコ鞍内および鞍上部病変の画像診断
とIgG4免疫組織学的検討
木島　千尋 �北里大学医学部脳神経外科

3M-06-DP106-05 �下垂体腺腫の評価におけるPROPELLER
拡散強調画像と拡散係数
高安　武志 �広島大学大学院医歯薬学総合研究科

脳神経外科

3M-06-DP106-06 �T2*-weighted�gradient-echo�MRIを用
いた下垂体腺腫内のfluid-fluid�levelと周
囲構造の描出
飯島　圭哉 �群馬大学医学部脳神経外科

3M-06-DP106-07 �トルコ鞍部病変の鑑別診断に於けるT2*-
weighted�gradient-echo�MRIの有用性
登坂　雅彦 �群馬大学医学部脳神経外科

3M-06-DP106-08 �経鼻的下垂体腫瘍摘出術における術前CT
撮影の工夫
井中　康史 �自衛隊中央病院脳神経外科
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M 会場 -06 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 10：00〜 11：00

3M-06-DP107 �間脳・下垂体腫瘍 (2)
座長：黒崎　雅道  鳥取大学医学部脳神経外科

3M-06-DP107-01 �海綿静脈洞進展をきたした成長ホルモン
産生下垂体腺腫の手術治療
高橋　由紀 �(財)田附興風会北野病院脳神経外科

3M-06-DP107-02 �Invasive�giant�prolactinomaに対する
cabergoline療法の長期成績
丸木　　親 �越谷市立病院脳神経外科

3M-06-DP107-03 �女性プロラクチン産生腺腫の治療における
手術治療の適応ついて-自験例からの検討-
竹内　和人 �名古屋大学脳神経外科

3M-06-DP107-04 �プロラクチン産生下垂体腺腫に対する外
科的治療
千葉謙太郎 �東京女子医科大学脳神経外科

3M-06-DP107-05 �当施設における妊孕期女性、プロラクチ
ノーマの治療成績
毛利　　渉 �山形大学医学部脳神経外科

3M-06-DP107-06 �xanthogranulomaを伴ったラトケ嚢胞の
病理学的検討
宮島　良輝 �北里大学医学部脳神経外科

3M-06-DP107-07 �転移性下垂体腫瘍の3症例
松尾　吉紘 �国家公務員共済組合連合会浜の町

病院脳神経外科

3M-06-DP107-08 �再発頭蓋咽頭腫に対する手術治療
池永　　透 �畷生会脳神経外科病院
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M 会場 -06 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 11：00〜 12：00

3M-06-DP108 �間脳・下垂体腫瘍 (3)
座長：矢野　茂敏  熊本大学大学院生命科学研究部  

脳神経外科学分野

3M-06-DP108-01 �内視鏡下経鼻手術における�Navigation用�
headband�の使用経験
若林　健一 �豊橋市民病院脳神経外科

3M-06-DP108-02 �下垂体腫瘍に対する鼻中隔粘膜弁を用いた2�
hole�1�cavity�surgeryの有用性について
松脇　由典 �東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科

3M-06-DP108-03 �経鼻的下垂体腫瘍摘出術における新しい
イリゲーション吸引装置(液面加圧式)�の
使用経験
木村　尚平 �自衛隊横須賀病院脳神経外科

3M-06-DP108-04 �下垂体腺腫再発例に対する経蝶形骨洞法
再手術の検討
桝井　勝也 �大阪警察病院脳神経外科

3M-06-DP108-05 �海綿静脈洞浸潤を呈した下垂体腺腫23例
の術後治療経過の検討(再発・再増大の予
測と治療効果について)
松山　純子 �藤田保健衛生大学脳神経外科

3M-06-DP108-06 �トルコ鞍部嚢胞性病変に対する経脳室的
内視鏡下嚢胞開窓術
福井　崇人 �中村記念病院脳神経外科

3M-06-DP108-07 �未経験から始めた内視鏡下経鼻的下垂体
腫瘍摘出術のポイント
杉山　　誠 �関東労災病院脳神経外科

3M-06-DP108-08 �当院における蝶形骨洞下垂体手術の治療成績
の検討顕微鏡手術と内視鏡単独手術の比較
中久木卓也 �京都医療センター脳神経外科
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M 会場 -06 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 13：20〜 14：20

3M-06-DP109 �腰椎 (1)
座長：菅原　　卓  秋田大学大学院脳神経外科

3M-06-DP109-01 �外側型腰椎椎間板ヘルニアに対する経皮
的内視鏡下椎間板摘出術の有用性
久野　茂彦 �藤田保健衛生大学脳神経外科

3M-06-DP109-02 �背側脱出型腰椎椎間板ヘルニアについての検討
中江　卓郎 �藤枝平成記念病院脊髄脊椎疾患�

治療センター

3M-06-DP109-03 �上位腰椎椎間板ヘルニア手術患者の臨床
像の検討
岩崎　素之 �北海道大学医学部神経外科

3M-06-DP109-04 �腰仙部移行椎を伴った腰椎変性疾患
—１年間の検討とFar-out�foraminal�
stenosisを呈した症例への注意
三好　康之 �岡山大学大学院脳神経外科

3M-06-DP109-05 �脊柱管背側に脱出した腰椎椎間板ヘルニ
アの1例
大澤　成之 �北里大学北里研究所メディカル�

センター病院脳神経外科

3M-06-DP109-06 �腰椎変性疾患に対する後方要素を温存し
た棘突起正中縦割進入法によるTrumpet�
Laminectomyの術後成績
牧野　一重 �名古屋大学脳神経外科

3M-06-DP109-07 �腰椎後方固定術TLIFにおける術後脊柱形
態変化について
竹本　将也 �名古屋大学脳神経外科

3M-06-DP109-08 �腰椎開窓減圧術時に硬膜損傷した際の対
応及び短期成績
田村　和義 �医療法人社団笹生病院脳神経外科
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M 会場 -06 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 14：20〜 15：20

3M-06-DP110 �腰椎 (2)
座長：安田　宗義  愛知医科大学脳神経外科

3M-06-DP110-01 �棘突起縦割法に伴う術後不安定性につい
ての放射線学的評価
上甲　眞宏 �愛知医科大学脳神経外科

3M-06-DP110-02 �腰部脊柱管狭窄症長期機能予後:棘間靱帯
温存と多裂筋温存の比較
黒川　　龍 �獨協医科大学脳神経外科

3M-06-DP110-03 �腰部脊柱管狭窄症に対する低侵襲手術の初期治
療経験〜Tubular�retractorを用いた手術法〜
杉本　耕一 �筑波記念病院筑波脳脊髄センター

3M-06-DP110-04 �顕微鏡下片側進入両側脊柱管除圧術を行
う際の黄色靱帯の解剖の重要性
佐々木　学 �医療法人行岡医学研究会行岡病院

脳神経外科

3M-06-DP110-05 �腰椎椎間板病変に対する傍正中筋間アプ
ローチによる生検術の有用性
光山　哲滝 �亀田総合病院脊椎脊髄外科

3M-06-DP110-06 �Extraforaminal�Lumbar�Disc�
Herniationに対する手術の工夫—特に
mamillary�processの重要性について—
丸茂　　岳 �京都大学医学部脳神経外科

3M-06-DP110-07 �腰椎分離すべり症に対する腰椎固定術の治療
成績—Clinical�Results�of�Posterior�Lumbar�
interbody�fusion�with�Pedicle�screw�for�
Spondylolytic�Spondylolithesis—
草鹿　　元 �自治医科大学さいたま医療センター

脳神経外科
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3M-06-DP110-08 �腰部単根障害例からみた疼痛・痺れ範囲の検討
倉石　慶太 �藤枝平成記念病院脊髄脊椎疾患�

治療センター

M 会場 -07 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 09：00〜 10：00

3M-07-DP111 �グリオーマ :術中支援
座長：丸山　隆志  東京女子医科大学脳神経外科

3M-07-DP111-01 �ニューロナビゲーター支援手術に用いるた
めのずれにくいマーカーの開発と臨床応用
永野　大輔 �独立行政法人国立病院機構�

大阪医療センター脳神経外科

3M-07-DP111-02 �リアルタイムtractographyを用いた脳神
経外科ナビゲーション手術
井上　大輔 �九州大学大学院医学研究院脳神経外科

3M-07-DP111-03 �ナビゲーションシステムを用いたグリ
オーマ手術の工夫
佐藤　英治 �山梨大学医学部脳神経外科

3M-07-DP111-04 �ニューロナビゲーションの使用と蛍光ガイド下手術に
よる神経膠芽腫摘出率の向上と生命予後の延長効果
田中　慎吾 �金沢大学脳神経外科

3M-07-DP111-05 �超音波統合光学式ナビゲーションシステ
ムによるLesion�shiftの検証
中島　伸幸 �東京医科大学脳神経外科

3M-07-DP111-06 �グリオーマに対する術中MRI併用開頭手
術におけるWax�Pile�Method
田中　俊英 �東京慈恵会医科大学附属柏病院�

脳神経外科

3M-07-DP111-07 �Low-grade�glioma手術における術中CTの有用性
竹内　浩明 �福井大学医学部附属病院脳脊髄神経外科
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3M-07-DP111-08 �術中MRIの有用性と問題点;術中MRI新規
導入の観点から
齋藤　太一 �東京女子医科大学脳神経外科

M 会場 -07 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 10：00〜 11：00

3M-07-DP112 �脊椎一般 (1)
座長：小林　信介  昭和大学医学部脳神経外科

3M-07-DP112-01 �脊髄疾患におけるmulti-detector�CT�
angiographyを用いた診断有用性の検討
野中　康臣 �順天堂大学医学部附属浦安病院�

脳神経外科

3M-07-DP112-02 �脊椎疾患に対する軟部組織条件CTの有用性
青木　正典 �医療法人行岡医学研究会行岡病院

脳神経外科

3M-07-DP112-03 �脊椎疾患の診断・手術計画に対するヘリカ
ルCTおよびワークステーションの有用性
西岡　和哉 �和歌山県立医科大学脳神経外科

3M-07-DP112-04 �脊椎外科におけるmicrosurgical�sawと
してのCore�system
井上　辰志 �藤田保健衛生大学脳神経外科

3M-07-DP112-05 �頸椎手術におけるドリル摩擦熱への対策
山本　慎司 �獨協医科大学脳神経外科

3M-07-DP112-06 �内視鏡下頚椎後方除圧術�
—Cadaverによるトレーニング—
香川　昌弘 �香川大学医学部脳神経外科

3M-07-DP112-07 �黄色靭帯内血腫の起因には靭帯内血管新
生が関与する-病理学的検討-
北浜　義博 �浜松医科大学脳神経外科

3M-07-DP112-08 �脳性麻痺小児にみられた末梢感覚神経の変性
清水　智久 �岡山医療センター脳神経外科
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M 会場 -07 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 11：00〜 12：00

3M-07-DP113 �脊椎一般 (2)
座長：高見　俊宏  大阪市立大学脳神経外科

3M-07-DP113-01 �頚椎・腰椎変性疾患に対する高気圧酸素療
法の効果
山内　朋裕 �札幌麻生脳神経外科病院

3M-07-DP113-02 �神経障害を伴う骨粗鬆症性胸腰椎圧迫骨
折に対する治療法の検討
湯口　貴導 �阪和記念病院脳神経外科

3M-07-DP113-03 �胸腰椎破裂骨折に対する経皮的スク
リューを用いた固定術
宮嵜　章宏 �一宮西病院

3M-07-DP113-04 �広範囲脊椎硬膜外膿瘍に対する外科的治療
玉置　　亮 �大阪警察病院脳神経外科

3M-07-DP113-05 �局所の癒着性脊髄クモ膜炎に対するクモ
膜癒着解除および硬膜形成術
山縣　　徹 �大阪市立大学脳神経外科

3M-07-DP113-06 �症候性仙骨神経根嚢腫の1手術例と手術法
冨井　雅人 �医療法人将道会総合南東北病院脳

神経外科

3M-07-DP113-07 �頚椎の異常可動性が症状発現に関与して
いたと考えられた頚椎硬膜外血腫の一例
関　　俊隆 �道東脳神経外科病院
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M 会場 -07 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 13：20〜 14：20

3M-07-DP114 �水頭症 (3)
座長：和智　明彦  東京都保険医療公社多摩南部地域病院

脳神経外科

3M-07-DP114-01 �特発性正常圧水頭症患者の術後成績にお
ける介護負担度の検討
橋本　正明 �公立能登総合病院脳神経外科

3M-07-DP114-02 �続発性水頭症における髄液短絡術後
overdrainageの検討
石毛　　聡 �千葉県救急医療センター脳神経外科

3M-07-DP114-03 �幼児期のシャント術既往がある水頭症に
対して神経内視鏡手術を行った2成人例
芝　　真人 �三重大学医学部脳神経外科

3M-07-DP114-04 �シャントグラフィーの治療効果について
本徳　浩二 �群馬大学医学部脳神経外科

3M-07-DP114-05 �軽度の認知症を伴う特発性正常圧水頭症に
対する脳室心房短絡術(VAシャント)の効果
高木　　清 �医療法人社団葵会千葉・柏たなか病院

3M-07-DP114-06 �脳室-腹腔短絡術後のシャント感染の危険
因子についての考察
新帯　一憲 �名古屋第二赤十字病院

3M-07-DP114-07 �携帯型ゲーム機から発生する磁場に対する圧
可変式シャントバルブの生体外安全性評価
中嶋　浩二 �東戸塚記念病院脳神経外科

3M-07-DP114-08 �超低出生体重児の脳室内出血後水頭症に
対するPIカテーテルによる脳室ドレナー
ジの有用性と問題点
森川　雅史 �淀川キリスト教病院脳神経外科
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M 会場 -08 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 09：00〜 10：00

3M-08-DP115 �脳腫瘍 : 放射線治療
座長：中洲　庸子  静岡県立静岡がんセンター脳神経外科

3M-08-DP115-01 �全脳放射線照射療法後の肺小細胞癌脳転
移再発病変に対する定位放射線治療
永山　和樹 �医療法人社団�爽玄会碑文谷病院��

脳神経外科

3M-08-DP115-02 �非小細胞肺癌からの転移性脳腫瘍に対す
る定位放射線治療の適応に関する検討
田部井勇助 �都立駒込病院脳神経外科

3M-08-DP115-03 �局所再発した転移性脳腫瘍に対する
repeated�radiosurgery
菊池　泰裕 �総合南東北病院脳神経外科

3M-08-DP115-04 �ガンマナイフ・パーフェクションによる頭
蓋外腫瘍に対する治療経験
中谷幸太郎 �医療法人社団熱海所記念病院脳神経外科

3M-08-DP115-05 �転移性脳腫瘍のガンマナイフ治療後に生
じた遅発性嚢胞の2例
久保　謙二 �向陽病院脳神経外科

3M-08-DP115-06 �卵巣癌脳転移に対するガンマナイフ治療
荻野　暁義 �日本大学医学部脳神経外科

3M-08-DP115-07 �ガンマナイフでの転移性脳腫瘍治療にお
ける治療計画用MRIのひずみの腫瘍制御
に及ぼす影響についての検討
河合　秀哉 �秋田県立脳血管研究センター�

脳神経外科

3M-08-DP115-08 �悪性脳腫瘍に対する放射線治療の効果判
定における201Tl�-SPECTを用いた定量
的解析の検討
松永　成生 �横浜労災病院脳神経外科
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M 会場 -08 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 10：00〜 11：00

3M-08-DP116 �頭部外傷 (3)
座長：亀山　元信  仙台市立病院救命救急センター

3M-08-DP116-01 �高齢者における外科治療を要した非高エ
ネルギー頭部外傷症例の転帰・予後の検討
畑中　　良 �杏林大学医学部脳神経外科

3M-08-DP116-02 �サーフィンによる頭頚部外傷の特徴
重森　　裕 �春日部市立病院脳神経外科

3M-08-DP116-03 �3tesla�multivoxel�MR�spectroscopy�に
よる頭部外傷後遷延性意識障害患者の評価
浅野　好孝 �木沢記念病院中部療護センター�

脳神経外科

3M-08-DP116-04 �虐待が疑われる乳幼児頭部外傷
山元　一樹 �兵庫県立こども病院脳神経外科

3M-08-DP116-05 �大脳半球間裂の外傷性急性硬膜下血腫に
よる亜急性期症状増悪例の検討
遠藤　雄司 �医療法人辰星会枡記念病院脳神経外科

3M-08-DP116-06 �慢性硬膜下血腫に対する漢方薬、五苓散の有効性
入佐　　剛 �済生会熊本病院脳卒中センター�

脳神経外科

3M-08-DP116-07 �慢性硬膜下血腫における活性化Erkならび
にMEKの発現について
大須賀浩二 �愛知医科大学脳神経外科

3M-08-DP116-08 �慢性硬膜下血腫手術症例において原因と
なったと考えられる受傷当日の頭部CTに
ついての検討
赤池　秀一 �国立病院機構金沢医療センター�

脳神経外科
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M 会場 -08 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 11：00〜 12：00

3M-08-DP117 �脳腫瘍 : 症例報告
座長：阿部　竜也  大分大学医学部脳神経外科

3M-08-DP117-01 �成人への大脳半球への放射線照射後に発
生したPilocytic�astrocytomaの一例
平松　匡文 �香川労災病院脳神経外科

3M-08-DP117-02 �皮質下出血で発症し、腫瘍再発時に診断が
確定したfibrillary�astrocytomaの1例
野崎　孝雄 �浜松医科大学脳神経外科

3M-08-DP117-03 �テモゾロミド治療経過中に頭蓋外転移を
来たした膠芽腫の一例
西岡　利和 �東大阪市立総合病院脳神経外科

3M-08-DP117-04 �Langerhans�cell�histiocytosis(LCH)単
臓器多病変(SM型)の一例
赤井　　京 �浜松医科大学脳神経外科

3M-08-DP117-05 �化学療法が著効を示したテント上非典型
的胎児性腫瘍の1例
河村　淳史 �兵庫県立こども病院脳神経外科

3M-08-DP117-06 �鞍上部に発生したEmbryonal�tumors�
with�abundant�neuropiland�true�
rosettes�(ETANTR)の一例
神原　啓和 �総合病院岡山赤十字病院脳神経外科

3M-08-DP117-07 �脳生検によって漸く診断に至った血管内
悪性リンパ腫の1例
青山　達郎 �慈泉会相澤病院脳神経外科

3M-08-DP117-08 �硬膜内進展を来した巨大粘液膿腫の治療経験
山下　圭一 �水戸ブレインハートセンター
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M 会場 -09 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 09：00〜 10：00

3M-09-DP118 �頭蓋底腫瘍
座長：北野　昌彦  富永病院脳神経外科

3M-09-DP118-01 �頭蓋底軟骨腫瘍の病理学的診断
住吉　京子 �東京医科歯科大学脳神経外科

3M-09-DP118-02 �術前の塞栓術が有効であったolfactory�
neuroblastomaの1例
雄山　博文 �大垣市民病院脳神経外科

3M-09-DP118-03 �ABC�Surgical�Risk�Scaleが術前判
断に有用であった、jugular�foramen�
meningiomaの一例
安達　一英 �藤田保健衛生大学脳神経外科

3M-09-DP118-04 �術前腫瘍内塞栓術によって腫瘍縮小をき
たした錐体斜台部髄膜腫の一例
北島　　悟 �東邦大学医学部脳神経外科学第一講座

3M-09-DP118-05 �頭蓋底手術における腹部脂肪二重閉鎖法
による髄液漏予防
周郷　延雄 �東邦大学医療センター大森病院�

脳神経外科

3M-09-DP118-06 �Multi-modalityを使用した巨大頭蓋底髄
膜腫の治療
小原　琢磨 �三愛病院脳神経外科

3M-09-DP118-07 �術前画像診断が困難であった頭蓋底腫瘍4
症例の経験
阿部　祐介 �順天堂大学医学部附属浦安病院�

脳神経外科

3M-09-DP118-08 �海綿静脈洞腫瘍性病変に対する経鼻経蝶
形骨洞的アプローチ
瀬野宗一郎 �自衛隊帯広駐屯地
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M 会場 -09 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 10：00〜 11：00

3M-09-DP119 �グリオーマ :治療成績 (1)
座長：三島　一彦  埼玉医科大学国際医療センター 

脳・脊髄腫瘍科

3M-09-DP119-01 �Glioblastomaに対する化学療法の効果と�
MGMT発現との相関
山田　昌興 �帝京大学ちば総合医療センター�

脳神経外科

3M-09-DP119-02 �当教室における悪性神経膠腫のMGMT発
現評価と予後の検討
川西　　裕 �高知大学医学部脳神経外科

3M-09-DP119-03 �生体内イメージングを用いた悪性グリ
オーマ幹細胞における薬剤抵抗性の解析
石田　恵理 �高知大学脳神経外科

3M-09-DP119-04 �悪性神経膠腫に対するインターフェロン
局所投与の効果
平野　一宏 �川崎医科大学脳神経外科

3M-09-DP119-05 �Temozolomide(TMZ)不応性悪性神経膠
腫に対する高気圧酸素下カルボプラチン
療法の効果
内田　将司 �聖マリアンナ医科大学脳神経外科

3M-09-DP119-06 �悪性グリオーマに対する樹状細胞療法と
活性化自己リンパ球療法併用による集学
的治療法
森内　秀祐 �りんくう総合医療センター�

市立泉佐野病院脳神経外科

3M-09-DP119-07 �HUVECワクチン療法の治療成績-悪性脳
腫瘍に対する抗腫瘍新生血管療法-
田中　　実 �東京大学医学部脳神経外科
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3M-09-DP119-08 �GBMに対するIMRTを用いた低分割大量
放射線治療
三輪　和弘 �木沢記念病院・中部療護センター�

脳神経外科

M 会場 -09 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 11：00〜 12：00

3M-09-DP120 �グリオーマ :治療成績 (2)
座長：宮武　伸一  大阪医科大学脳神経外科

3M-09-DP120-01 �初発神経膠芽腫に対するテモゾロマイド
併用療法の治療成績
菅原　健一 �群馬大学医学部脳神経外科

3M-09-DP120-02 �当院における悪性神経膠腫に対するテモ
ゾロミド使用経験について
野本　　淳 �東邦大学医学部脳神経外科学第一講座

3M-09-DP120-03 �テモゾロミドを追加した神経膠芽腫にた
いする当科の治療成績
石田　城丸 �市立堺病院脳神経外科

3M-09-DP120-04 �当科における初発膠芽腫に対するテモゾ
ロミド標準療法と過去のIAR療法の予後
との比較
前田　昌宏 �自衛隊横須賀病院脳神経外科

3M-09-DP120-05 �当院における悪性グリオーマの放射線化
学療法での治療成績の検討
篠山　隆司 �神戸大学医学部脳神経外科

3M-09-DP120-06 �膠芽腫に対するACNU動注化学療法
程塚　　明 �杏仁会大雪病院脳神経外科

3M-09-DP120-07 �テモゾロミド初期投与のみで良好なQOL
が得られた神経膠芽腫の1例
仁木　陽一 �済生会御所病院脳神経外科
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3M-09-DP120-08 �Temozolomideを投与した膠芽腫、長期生
存例と、短期再発例の比較・検討
末永　　潤 �横浜労災病院脳神経外科

M 会場 -10 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 09：00〜 10：00

3M-10-DP121 �医療問題 (1)
座長：中井　國雄  南和歌山医療センター脳神経外科

3M-10-DP121-01 �脳卒中地域連携クリティカルパスとアウ
トカムマネジメントについて
高畠　英昭 �長崎医療センター脳神経外科

3M-10-DP121-02 �当院での脳卒中地域連携パス運用の現況
片山　正輝 �東京歯科大学市川総合病院脳神経外科

3M-10-DP121-03 �病院前救護での「脳卒中ホットライン・
チェック表」の作成と運用
堀江　幸男 �富山県済生会富山病院脳神経外科

3M-10-DP121-04 �脳卒中センター開設前後の臨床統計
伊藤　清佳 �第二岡本総合病院脳神経外科

3M-10-DP121-05 �大学病院におけるSCU開設の意義と有用
性について
吉田　貴明 �群馬大学医学部脳神経外科

3M-10-DP121-06 �佐野厚生総合病院脳神経外科における脳
卒中患者背景の実態
安納　崇之 �佐野厚生総合病院脳神経外科

3M-10-DP121-07 �ドクターヘリ搬送システムで入院となっ
た脳卒中症例の検討
鈴木　一郎 �八戸市立市民病院脳神経外科

3M-10-DP121-08 �地方における脳卒中診療ネットワークの構想
〜医師不足、勤務医の疲弊対策〜
瀬口　達也 �瀬口脳神経外科病院
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M 会場 -10 （マリンメッセ福岡 2 階　海のモール）

デジタルポスター 10：00〜 11：00

3M-10-DP122 �医療問題 (2)
座長：城下　博夫  埼玉県立循環器・呼吸器病センター 

脳神経外科

3M-10-DP122-01 �当科における遠隔放射線診療
(teleradiology)の試み
西尾　晋作 �医療法人社団洛和会音羽病院脳神経外科

3M-10-DP122-02 �脳救急—地域Brain�care�systemの重要性
小川　隆弘 �京都第二赤十字病院脳神経外科

3M-10-DP122-03 �「頭の疾患」を疑って救急車で当院へ来院
した患者の分析
武田　　裕 �健康保険南海病院

3M-10-DP122-04 �脳神経外科における死亡診断書の精度に
ついての調査研究ー第2報
川合　省三 �大阪南脳神経外科病院

3M-10-DP122-05 �過去25年間の当科入院患者における15
歳未満の死亡患者の検討
鈴木　孝典 �船橋市立医療センター脳神経外科

3M-10-DP122-06 �ドクターカー・ドクターヘリにより搬送さ
れた意識障害患者評価の問題点
山下　晴央 �兵庫県災害医療センター神戸赤十字

病院脳神経外科

3M-10-DP122-07 �小児の脳神経外科患者に対するドクター
ヘリ搬送の有効性
本多ゆみえ �東海大学医学部脳神経外科

3M-10-DP122-08 �脳神経外科休診が与えた医療経済的影響
礒野　直史 �東住吉森本病院脳神経外科
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3M-10-DP123 �医療問題 (3)
座長：松本　健五  総合病院岡山市立市民病院脳神経外科

3M-10-DP123-01 �埼玉県川口地区における脳卒中地域連携パス
の運用状況ー在宅医療への普及をめざして
須田喜久夫 �済生会川口総合病院脳神経外科

3M-10-DP123-02 �悪性脳腫瘍・脊髄腫瘍患者における在宅医
療診療所との連携について
安本　幸正 �順天堂大学医学部附属順天堂浦安

病院脳神経外科

3M-10-DP123-03 �日本における悪性神経膠腫患者に対する
病名告知の動向
山本　福子 �大阪大学大学院医学系研究科�

脳神経外科学

3M-10-DP123-04 �悪性脳腫瘍患者における治療関連有害反応
としての不妊症と精子保存の現状について.
宮北　康二 �国立がん研究センター中央病院�

脳脊髄腫瘍科

3M-10-DP123-05 �医師主導治験での有害事象報告義務対応
と補償措置についての問題点
生田　聡子 �東京女子医科大学先端生命医科学研究所

3M-10-DP123-06 �手術後の在院日数-術式、疾患、合併症の有
無などとの関係について
羽井佐利彦 �JR東京総合病院脳神経外科

3M-10-DP123-07 �転院を要する患者における入院期間適正
化の試み
林　　重正 �公立陶生病院脳神経外科

3M-10-DP123-08 �VPN-PCを利用したLive�Streaming�
Serverの簡易構築法
河面　倫有 �昭和大学藤が丘病院脳神経外科




