
プログラム

6月20日（木）　第1日目
第1会場（ロイトンホールAB）

9:00～10:30	 		シンポジウム	1　脊髄空洞症の外科治療
   Symposium 1  Surgical treatment of Syringomyelia

座長／Chairperson：西川節（MisaoNishikawa）　守口生野記念病院
谷諭（SatoshiTani）　東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座

SY1-1 Chiari	奇形I	型に伴った脊髄空洞症の外科治療と成因に関する考察
Outcome of surgical treatments and pathogenesis of syringomyelia owing to Chiari malformation type I

西川 節（Misao Nishikawa）1）、ボログネーゼ パオロ2）、ミルホラット トーマス2）、高見 俊宏3）、
内藤 堅太郎3）、大畑 建治3）、生野 弘道1）

1）守口生野記念病院 脳神経外科、2）キアリ研究所 ノースショアー ユニバーシテイー ホスピル、
3）大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経外科

SY1-2 小児キアリI型奇形に伴う脊髄空洞症の特徴と外科治療
Clinical features and surgical treatment of syringomyelia in Chiari type I children

吉藤 和久（Kazuhisa Yoshifuji）1）、大森 義範1）、小柳 泉2）、三國 信啓3）

1）北海道立子ども総合医療・療育センター 脳神経外科、2）北海道脳神経外科記念病院、3）札幌医科大学 脳神経外科

SY1-3 キアリ1型奇形に対する硬膜外層切除術における後頭骨切除範囲の検討
The size of suboccipital craniectomy on dural decompression with resection of outer dural layer for chiari 1 
malformation

青山 正寛（Masahiro Aoyama）、前嶋 竜八、上甲 眞宏、高安 正和
愛知医科大学 脳神経外科

SY1-4 脊髄癒着性くも膜炎に対する当院の治療経験
Our experiences of treatments for spinal adhesive arachnoiditis

川村 大地（Daichi Kawamura）1）、大橋 洋輝1）、波多野 敬介1）、磯島 晃2）、谷 諭1）、村山 雄一1）

1）東京慈恵会医科大学 脳神経外科、2）大森赤十字病院 脳神経外科

SY1-5 脊髄空洞症に対するシャント術の治療効果の検討
Clinical outcomes of surgical treatment for syringomyelia

永島 吉孝（Yoshitaka Nagashima）、西村 由介、江口 馨、粟屋 尭之、石井 元規、若林 俊彦
名古屋大医学医学部附属病院 脳神経外科

SY1-6 脊髄空洞症の外科治療：その工夫と克服すべき問題点
Surgical management for syringomyelia

村田 英俊（Hidetoshi Murata）、佐藤 充、宮崎 良平、田中 貴大、藤井 啓太、岸本 真雄、清水 信行、
立石 健祐、末永 潤、山本 哲哉
横浜市立大学大学院 医学研究科 脳神経外科学

SY1-7
（指定演題）

Surgery	for	syringomyelia
Marcus Stoodley
The Australian School of Advanced Medicine, Macquarie University, Division of Neurosurgery
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10:30～12:00	 		学術委員会企画シンポジウム
   Scienti�c Symposium organized by Academic Committee

座長／Chairperson：水野正喜（MasakiMizuno）　三重大学医学部脊髄末梢神経低侵襲外科
小柳泉（IzumiKoyanagi）　北海道脳神経外科記念病院

教育講演 中枢神経疾患における脳の水動態とアクアポリン４
Water dynamics of brain through aquaporin 4

五十嵐 博中（Hironaka Igarashi）
新潟大学 脳研究所 統合脳機能研究センター

R1 脊髄神経膠腫におけるH3K27M変異と予後
H3K27M mutation and prognosis in spinal gliomas

伊師 雪友（Yukitomo Ishi）1）、関 俊隆1）、高宮 宗一郎1）、山崎 和義1）、濱内 祝嗣1）、山口 秀1）、
寳金 清博1,2）、石田 雄介2）、小田 義崇2）、飛騨 一利3）

1）北海道大学 大学院医学研究院医学院 脳神経外科、
2）北海道大学 大学院医学研究院医学院 病理学講座 腫瘍病理学教室、3）札幌麻生脳神経外科病院 脳神経外科

R2 呼吸運動が生みだす脊柱管内髄液流への効果
Hydrodynamic effect of respiration in spinal CSF circulation

安田 宗義（Muneyoshi Yasuda）1）、船井 三規子1）、長谷川 義仁1）、伊藤 圭佑1）、宮嵜 章宏1）、
根来 眞1）、長縄 悟2）

1）一宮西病院 脳脊髄神経外科、2）一宮西病院 放射線診断部

R3 脊髄損傷急性期病態評価におけるtRNA生体反応モニタリングの有用性
The importance of tRNA biological change after traumatic spinal cord injury

石田 朋久（Tomohisa Ishida）1,2）、井上 智夫1）、井上 敬1）、遠藤 俊毅3）、鈴木 晋介1）、上之原 広司1）、
阿部 高明4）、新妻 邦泰1,5）、冨永 悌二1）

1）国立病院機構 仙台医療センター 脳神経外科、2）東北大学大学院 医学系研究科 神経外科学分野、
3）広南病院 脳神経外科、4）東北大学大学院 医工学研究科 分子病態医工学分野、
5）東北大学大学院 医工学研究科 神経外科先端治療開発学分野

R4 坐骨神経癒着モデルにおけるE8002の癒着防止効果の検証
Application of a Novel Anti-Adhesive Membrane, E8002, in an experimental model of peripheral nerve adhesion in 
rats

菊池 清志（Kiyoshi Kikuchi）1,2）、瀬戸山 健太郎3）、高田 聖也4）、榊間 春利4）、服部 剛典2）、
森岡 基浩2）、田中 永一郎1）、内門 久明2,5）

1）久留米大学 医学部 生理学 脳神経機能部門、2）久留米大学 医学部 脳神経外科、
3）鹿児島大学 研究推進機構 研究支援センター 動物実験施設、4）鹿児島大学 医学部 保健学科 理学療法学、
5）うちかど脳神経外科クリニック

R5 Neurod4導入マウスにおける脊髄損傷後の神経再生
Neural regeneration of Neurod4 transgenic mouse

粟屋 尭之（Takayuki Awaya）1）、西村 由介1）、江口 馨1）、福岡 俊樹2）、永島 吉孝1）、石井 元規1）、
若林 俊彦1）

1）名古屋大学 医学部 脳神経外科、2）名古屋掖済会病院 脳神経外科

R6 ホスホリパーゼA2G6遺伝子の脊髄損傷増悪機構への病理学的関与の解明
Pathological involvement of PLA2G6 in spinal cord injury mechanism

藤原 翔（Sho Fujiwara）1）、大西 諭一郎1）、新澤 康英2）、菅野 皓文1）、中島 伸彦1）、西 麻哉1）、
貴島 晴彦1）

1）大阪大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学、2）大阪大学大学院 医学系研究科 分子病態生化学
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14:00～15:00	 		特別講演
   Special Lectures

座長／Chairperson：小柳泉（IzumiKoyanagi）　北海道脳神経外科記念病院

SL1 Management	of	Acute	Spinal	Cord	Injury:	What	do	we	Know?	Where	are	we	going?
Michael G. Fehlings
University of Toronto, Toronto Western Hospital, Division of Neurosurgery

SL2 The	pathophysiology	of	syringomyelia:	Cutting	edge
Marcus Stoodley
The Australian School of Advanced Medicine, Macquarie University, Division of Neurosurgery

16:00～17:00	 		日韓友好シンポジウム
   Japan-Korea Friendship Symposium

座長／Chairperson：高橋敏行（ToshiyukiTakahashi）　藤枝平成記念病院脊髄脊椎疾患治療センター
谷口真（MakotoTaniguchi）　東京都立神経病院脳神経外科

SP1
（指定演題）

Current	status	and	future	perspective	of	spinal	surgery	in	Korea
Eun-Sang Kim
Department of Neurosurgery, Sungkyunkwan University School of Medicine Samsung Medical Center

SP2
（指定演題）

Toward	Evolution	of	Neurospine
金 彪（Phyo Kim）
獨協医科大学 脳神経外科

SP3
（指定演題）

Friendship	of	Spine	in	Japan	and	Korea
Jung Keun Suh
Chung Dahm TnTn Hospital, Seoul, Korea

SP4
（指定演題）

Diversity	in	spinal	surgery
小柳 泉（Izumi Koyanagi）
北海道脳神経外科記念病院

17:00～18:00	 		イブニングセミナー	1（学術集会企画）　<参照P.34>
   Evening Seminar 1    Organized by Annual Meeting Committee
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6月20日（木）　第1日目
第2会場（エンプレスホール）

9:00～10:00	 		一般	口演　腫瘍	1
   Oral presentation  Tumor 1

座長／Chairperson：伊東清志（KiyoshiIto）　信州大学医学部脳神経外科

O1-1 脊髄髄内上衣腫の顕微鏡下全摘出後のQOL推移：前方視的単独施設研究
QOL transition after microscopic gross total resection of spinal intramedullary ependymoma: prospective single 
institute analysis

高見 俊宏（Toshihiro Takami）1）、内藤 堅太郎1）、中西 勇太1）、山縣 徹2）、大畑 建治1）

1）大阪市立大学 大学院医学研究科 脳神経外科、2）大阪市立総合医療センター 脳神経外科

O1-2 当院での脊髄上衣腫の手術成績
Our experience of treatments of spinal ependymoma

波多野 敬介（Keisuke Hatano）、川村 大地、大橋 洋輝、谷 諭、村山 雄一
東京慈恵会医科大学 脳神経外科

O1-3 脊髄髄内星細胞腫瘍における遺伝子解析
Genetic pro�ling of spinal intramedullary astrocytoma

内藤 堅太郎（Kentaro Naito）、高見 俊宏、宇田 武弘、中条 公輔、坂本 竜司、佐々木 強、下本地 航、
大畑 建治
大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経外科

O1-4 Diffuse	midline	glioma,	H3	K27M-mutantの2例
Two cases of diffuse midline glioma, H3 K27M-mutant

梅林 大督（Daisuke Umebayashi）、山中 巧、橋本 直哉
京都府立医科大学 脳神経機能再生外科学

O1-5 髄内血腫をともなう占拠性病変の外科的治療
Surgical treatment of an intramedullary lesion associated with hematomyelia

寳子丸 稔（Minoru Hoshimaru）、眞鍋 博明、上田 茂雄、佐々木 伸洋、福田 美雪、藤田 智昭、
豊嶋 敦彦
交野病院 信愛会脊椎脊髄センター

O1-6 転移性髄内腫瘍の手術適応：急性悪化症例に対する治療オプション
Surgical indication for intramedullary spinal cord metastases: Treatment option in case of acute deterioration

坂本 竜司（Ryuji Sakamoto）、高見 俊宏、山縣 徹、内藤 堅太郎、大畑 建治
大阪市立大学 医学部付属病院 脳神経外科

O1-7 がん脊椎転移に対する手術戦略	-脊髄麻痺予防の重要性-
Novel surgical strategy for spinal metastasis -preventing spinal paralysis-

灰本 章一（Shoichi Haimoto）1）、西村 由介2）、江口 馨2）、永島 吉孝2）、粟屋 堯之2）、服部 和良1）

1）愛知県がんセンター 脳神経外科、2）名古屋大学 脳神経外科

O1-8 ESCC	scale	3を呈する脊椎転移の臨床的検討
Clinical features and characterictics of spinal metastasis presenting with ESCC scale 3

灰本 章一（Shoichi Haimoto）1）、西村 由介2）、江口 馨2）、永島 吉孝2）、粟屋 堯之2）、服部 和良1）

1）愛知県がんセンター 脳神経外科、2）名古屋大学 脳神経外科
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10:00～11:00	 		一般	口演　腫瘍	2
   Oral presentation  Tumor 2

座長／Chairperson：今栄信治（ShinjiImae）　いまえクリニック

O2-1 頸髄髄内melanocyotmaの１例
A case of cervical intramedullary melanocytoma

竹島 靖浩（Yasuhiro Takeshima）、松岡 龍太、中川 一郎、西村 文彦、本山 靖、朴 永銖、中瀬 裕之
奈良県立医科大学脳神経外科

O2-2 放射線照射とベバシズマブが有効であった膠芽腫の髄腔内播種の1例
Effectiveness of irradiation and bevacizumab on meningeal gliomatosis of glioblastoma

雄山 博文（Hirofumi Oyama）、清水 大輝、若林 健一、伊藤 真史、鈴木 一秋、山本 諒、橋田 美紀
豊橋市民病院 脳神経外科

O2-3 診断困難な脊髄髄内腫瘍
Spinal cord tumor which is dif�cult to diagnose

北山 真理（Mari Kitayama）1）、西岡 和哉2）、川口 匠1）、尾崎 充宣1）、神波 信次3）、辻本 弘3）、
上松 右二1）、中尾 直之1）

1）和歌山県立医科大学 脳神経外科、2）医療法人社団親和会京都木原病院、3）和歌山県立医科大学小児科

O2-4 頚髄外側部に偏在する脊髄上衣腫の稀な1例
A rare case of spinal ependymoma eccentrically located in the lateral part of the cervical spinal cord

小原 次郎（Jiro Ohara）1）、福田 美雪2）、塩見 晃司1）、山尾 幸広1）、片岡 大治1）、宮本 享1）

1）京都大学医学部附属病院 脳神経外科、2）信愛会 脊椎脊髄センター

O2-5 メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患による硬膜外腫瘤病変の１例
Methotrexate-associated lymphoproliferative disorders with extradural nodules for thoracic spine: A case report

青木 正典（Masanori Aoki）
行岡病院 脊椎脊髄センター 脳神経外科

O2-6 脊髄髄内腹側に位置する血管性病変に対する手術経験
Surgical treatment for ventral intramedullary vascular lesion

川嶋 俊幸（Toshiyuki Kawashima）1）、山縣 徹2）、内藤 堅太郎1）、西嶋 脩悟3）、高見 俊宏1）、
大畑 建治1）

1）大阪市立大学医学部脳神経外科、2）大阪市立総合医療センター脳神経外科、3）北斗病院脳神経外科

O2-7 脊髄円錐部を屈曲させる馬尾神経鞘腫の臨床的特徴について
Clinical characteristics of schwannoma arising from cauda equina with bending conus medullaris

二宮 貢士（Koshi Ninomiya）1）、芝本 和則1）、岩本 文徳2）

1）医療法人社団 清和会 笹生病院 脳神経外科、2）JCHO 大阪病院 脳神経外科

O2-8 高齢で発症した脊髄髄内	epidermoid	cyst/脊髄係留症候群の1例
Elderly onset intramedullary epidermoid cyst and tethered cord syndrome: a case report

中島 英貴（Hideki Nakajima）、松原 年生、毛利 元信、鈴木 秀謙
三重大学 医学部 脳神経外科
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11:00～12:00	 		一般	口演　腫瘍	3
   Oral presentation  Tumor 3

座長／Chairperson：寳子丸稔（MinoruHoshimaru）　交野病院信愛会脊椎脊髄センター

O3-1 硬膜内腫瘍摘出術における硬膜閉鎖時の工夫
Duraplasty technique during intraspinal removal

三浦 勇（Isamu Miura）、久保田 基夫、譲原 雅人、竹林 研人、小原 亘太郎、橘 滋國
亀田総合病院 脊椎脊髄外科

O3-2 前根発生脊髄シュワン細胞腫8例の経験
Experience of eight cases ventral root origin spinal schwannoma

佐々木 寿之（Toshiyuki Sasaki）、福井 敦、川畠 弘子
至誠会第二病院 脳神経外科

O3-3 脊髄神経鞘腫の長期術後成績と治療戦略
Long term postoperative outcome and surgical strategy of spinal neurinoma

中村 卓也（Takuya Nakamura）、伊東 清志、宮岡 嘉就、堀内 哲吉、本郷 一博
信州大学 医学部 脳神経外科

O3-4 大孔部腫瘍の手術：脳ベラを使わないことと後脊髄動脈温存
Surgery of foramen magnum tumors: preservation of the posterior spinal artery and no use of retractor

松原 年生（Toshio Matsubara）、毛利 元信、石垣 共基、鈴木 秀謙
三重大学 医学部 脳神経外科学

O3-5 頭蓋頚椎移行部発生Calcifying	Pseudoneoplasm	of	Neuroaxisの1例
A case of Calcifying Pseudoneoplasm of Neuroaxis of the cervicomedullary junction

原 毅（Takeshi Hara）1）、佐藤 達哉1）、小林 望1）、岩室 宏一1）、野尻 英俊1）、奥田 貴俊1）、尾原 裕康1）、
金子 和夫1）、新井 一2）

1）順天堂大学 医学部 脊椎脊髄センター、2）順天堂大学 医学部 脳神経外科

O3-6 頭蓋内進展を伴った歯突起後方偽腫瘍の１例
A case of retro-odontoid pseudotumor extending to intracranial

小川 祐佳里（Yukari Ogawa）1）、長久 功1）、長久 公彦1）、川西 昌浩2）

1）長久病院 脳神経外科、2）武田総合病院 脳神経外科

O3-7 非リウマチ性歯突起後方偽腫瘍に対する術式選択
Surgical selection for non-RA retroodontoid pseudotumor of atlantoaxial joints

佐々木 強（Tsuyoshi Sasaki）1）、内藤 堅太郎1）、高見 俊宏1）、山縣 徹2）、大畑 建治1）

1）大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経外科、2）大阪市立総合医療センター 脳神経外科

O3-8 歯突起後方偽腫瘍の治療戦略
The surgical strategy of the retro-odontoid pseudo-tumor

青山 正寛（Masahiro Aoyama）、前嶋 竜八、上甲 眞宏、高安 正和
愛知医科大学 脳神経外科

12:10～13:10	 		ランチョンセミナー	1　<参照P.32>
   Luncheon Seminar 1

共催：株式会社アムテック
Co-sponsoredbyAmmtecInc.
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14:00～15:00	 		一般	口演　疼痛・痙性
   Oral presentation  Pain/Spasticity

座長／Chairperson：笹森徹（ToruSasamori）　札幌麻生脳神経外科病院

O4-1 仙腸関節障害おける腰仙移行椎の影響
In�uence of lumbosacral transition vertebra in sacroiliac joint disorder

伊藤 圭介（Keisuke Ito）1）、竹末 祐也1）、金城 純人1）、伊志嶺 洋平1）、長張 浩昌1）、藤田 聡1,2）、
岩渕 聡2）、武者 芳朗1）

1）東邦大学医療センター 大橋病院 脊椎脊髄センター、2）東邦大学医療センター 大橋病院 脳神経外科

O4-2 仙腸関節障害に対する当院の取り組み（仙腸関節障害は神経性疼痛。）
Efforts of our hospital to treat sacroiliac joint disorder（Pain of the sacroiliac joint disorder is neuropathic pain.）
野中 康臣（Yasuomi Nonaka）、田村 睦弘、石井 文久、加藤 建、川上 甲太郎
平和病院 脳神経外科 横浜脊椎脊髄病センター

O4-3 FBSSに対する脊髄刺激療法-簡略化を目指して-
Simpli�cation of spinal cord stimulation for failed back surgery syndrome

東山 巨樹（Naoki Higashiyama）、遠藤 拓朗、菅原 卓
秋田県立循環器・脳脊髄センター 脊髄脊椎外科診療部

O4-4 難治性疼痛を伴う頚椎病変に対する脊髄刺激療法の治療戦略
Treatment strategy using spinal cord stimulation for cervical spondylosis with intractable pain

佐々木 雄一（Yuichi Sasaki）1）、寺尾 亨1）、府賀 道康1）、中山 陽介1）、谷 諭2）、村山 雄一2）

1）厚木市立病院 脳神経外科、2）東京慈恵会医科大学 脳神経外科

O4-5 脊髄刺激療法におけるリード電極生存率の検討
Survival rate of lead electrode in spinal cord stimulation therapy

小泉 徹（Toru Koizumi）、西岡 和哉、木原 俊壱
医療法人社団親和会 京都木原病院

O4-6 中殿皮神経障害に対する高周波熱凝固療法
Radiofrequency thermocoagulation therapy for entrapment neuropathy of middle cluneal nerve

國保 倫子（Rinko Kokubo）1）、金 景成1）、井須 豊彦2）、岩本 直高3）、森本 大二郎4）、三木 浩一2）

1）日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター、2）釧路労災病院 脳神経外科、
3）帝京大学医学部附属病院 脳神経外科、4）日本医科大学 脳神経外科

O4-7 種々の痛みに対する神経パルス療法	（PRF）	の有効性
Pulsed radiofrequency （PRF） against various pain

南 学（Manabu Minami）、花北 順哉、高橋 敏行、兼松 龍、富田 庸介
藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター

O4-8 下肢痙縮に対する選択的脛骨神経縮小術の歩行能力への影響
Effectiveness on gait ability of selective tibial neurotomy for foot spasticity

藤原 史明（Fumiaki Fujihara）1）、森下 登史1）、内山 卓也3）、矢次 彩2）、小谷 尚也2）、福田 宏幸2）、
塩田 悦仁2）、井上 亨1）

1）福岡大学 医学部 脳神経外科、2）福岡大学病院 リハビリテーション部、3）近畿大学 医学部 脳神経外科
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16:00～17:00	 		日本脊髄外科学会・日本小児神経外科学会合同企画シンポジウム　
小児頭蓋頚椎移行部の固定術

   Joint Symposium with Neurospinal Society of Japan and Japanese Society for Pediatric Neurosurgery   
Fixation surgery of pediatric craniovertebral junction

座長／Chairperson：師田信人（NobuhitoMorota）　北里大学医学部脳神経外科
下川宣幸（NobuyukiShimokawa）　ツカザキ病院脳神経外科

JS1
（指定演題）

小児頭蓋頸椎移行部固定術：現状と課題
Posterior fusion of the craniovertebral junction in children: current status and future perspective

師田 信人（Nobuhito Morota）
北里大学 医学部 脳神経外科

JS2 小児頭蓋頸椎移行部における放射線学的検討と代表疾患の治療方針
Radiological study of pediatric craniovertebral junction and therapeutic strategy for representative cases

上甲 眞宏（Masahiro Joko）、青山 正寛、高安 正和
愛知医科大学 脳神経外科

JS3 術前整復困難な小児環軸椎亜脱臼に対する後方矯正固定術
Posterior Reduction Arthrodesis of Irreducible Pediatric Atlantoaxial Subluxation

山縣 徹（Toru Yamagata）1）、川嶋 俊幸1）、内藤 堅太郎2）、西嶋 脩悟2）、有馬 大紀2）、高見 俊宏2）、
大畑 建治2）

1）大阪市立総合医療センター 脳神経外科、2）大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経外科

JS4 小児頭蓋頸椎移行部固定術の中長期経過
Postoperative outcome of �xation surgery for craniovertebral junction in children

井原 哲（Satoshi Ihara）1）、安田 宗義2）、師田 信人3）、津田 恭治1）

1）東京都立小児総合医療センター 脳神経外科、2）一宮西病院 脳神経外科、3）北里大学 脳神経外科

JS5 頭蓋頸椎移行部疾患に対する固定術：小児と青年例においての検討
Cranio-cervical �xation for lesion at craniovertebral junction: investigation in child and youth

西川 節（Misao Nishikawa）1）、ボログネーゼ パオロ2）、ミルホラット トーマス2）、中西 勇太1）、
高 沙野1）、後藤 浩之3）、大畑 建治4）、生野 弘道1）

1）守口生野記念病院 脳神経外科、2）キアリ研究所 ノースショアー ユニバーシテイー ホスピタル、
3）大阪府済生会 中津病院 脳神経外科、4）大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経外科

17:00～18:00	 		イブニングセミナー	2（学術集会企画）　<参照P.34>
   Evening Seminar 2    Organized by Annual Meeting Committee
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6月20日（木）　第1日目
第3会場（リージェントホール）

9:00～10:00	 		一般	口演　頚椎	1
   Oral presentation  Cervical spine 1

座長／Chairperson：矢野俊介（ShunsukeYano）　札幌麻生脳神経外科病院脳神経外科

O5-1 頸椎症に対する椎弓形成術　－前期高齢者と後期高齢者の比較－
Comparison between young-old and old-old patients about clinical results of laminoplasty for cervical spondylosis

荻原 浩太郎（Kotaro Ogihara）、生島 健太、枝木 久典、菅原 千明、新治 有径、伊丹 尚多、大塚 真司、
日下 昇、西浦 司
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター脳神経外科

O5-2 重心動揺検査を用いた頚椎症性脊髄症術後の体幹機能定量評価
Postoperative body balance in patients with cervical spondylotic myelopathy evaluated by computerized 
stabilometry

山本 慎司（Shinji Yamamoto）、松岡 龍太、久我 純弘、福留 賢二、前岡 良輔、高井 聡、大西 英之
大西脳神経外科病院 脳神経外科

O5-3 脊椎矢状面アライメント計測におけるC6	slopeの有用性について
Usefulness of the C6 slope for the sagittal balance of the cervical spine

山畑 仁志（Hitoshi Yamahata）、米永 理法、菅田 淳、森 正如、新納 忠明、岡田 朋久、樋渡 貴昭、
吉本 幸司
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科学

O5-4 アテトーゼ脳性麻痺に伴う頸髄症に対する手術治療
Surgical treatment for cervical spondylotic myelopathy associated with Athetose type cerebral palsy

下川 宣幸（Nobuyuki Shimokawa）、佐藤 英俊、松本 洋明
社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 脳神経外科

O5-5 頚椎椎弓形成術後C5麻痺は蝶番部の骨削除により生じる可能性の考察
Consideration on possibility of C5 palsy after cervical laminoplasty due to drill rostral end of the hinge

西岡 和哉（Kazuya Nishioka）、木原 俊壱、小泉 徹
京都木原病院

O5-6 自験例における術後C5麻痺の発生機序に関する一考察
Pathogenesis of postoperative C5 nerve root palsy in my personal series

平野 仁崇（Yoshitaka Hirano）、渡邉 一夫
一般財団法人脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院 脳神経外科

O5-7 頸椎症性脊髄症（頸髄症）においてみられる足底異常感覚の臨床的意義
Clinical signi�cance of plantar anomaly sensation seen in cervical spondylosis myelopathy

宮崎 良平（Ryohei Miyazaki）1）、村田 英俊1）、佐藤 充1）、田中 貴大2）、藤井 啓太1）、山本 哲哉1）

1）横浜市立大学医学部医学科・医学研究科医科学専攻 脳神経外科、2）神奈川県立 足柄上病院 脳神経外科

O5-8 後縦靱帯骨化症における骨代謝に関する検討
Bone metabolism in OPLL patients

久保田 基夫（Motoo Kubota）1）、譲原 雅人1）、三浦 勇1）、竹林 研人2）、小原 亘太郎2）、橘 滋國1）

1）亀田総合病院 脊椎脊髄外科、2）東京女子医科大学 脳神経外科
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10:00～11:00	 		一般	口演　頚椎	2
   Oral presentation  Cervical spine 2

座長／Chairperson：川本俊樹（ToshikiKawamoto）　東京逓信病院脳神経外科

O6-1 頸椎椎弓形成術の各種スペーサーによる脊柱管前後径拡大幅の比較検討
The comparison of anteroposterior spinal canal diameter after cervical laminoplasty using two types of spacers

吉岡 奈央（Nao Yoshioka）1）、五百蔵 義彦2）、高山 柄哲1）

1）宇治徳洲会病院、2）大津市民病院

O6-2 アンカースーチャーを用いた頚椎椎弓形成術
Cervical laminoplasty using anchor suture method

渡辺 一良（Kazuyoshi Watanabe）、谷本 匡浩、田中 敏樹
公立甲賀病院 脳神経外科

O6-3 LP-Basketによる頸椎椎弓拡大形成術の経験	
―80症例、skipping法―
Experience of cervical laminoplasty by LP-basket 
-80 cases skipping method-

原田 範夫（Norio Harata）、古舘 徹子、齊藤 健治
はらた脳神経外科

O6-4 Suture	anchor法による頚椎椎弓形成術の短期成績
Short-time  outcome of cervical laminoplasty with suture anchors

矢野 俊介（Shunsuke Yano）1）、笹森 徹1）、浜内 祝嗣2）、関 俊隆2）、飛弾 一利1）、斉藤 久寿1）

1）札幌麻生脳神経外科病院、2）北海道大学脳神経外科

O6-5 頚椎椎弓形成術において重要な解剖学的要点
Strategic points for cervical laminoplasty

福田 美雪（Miyuki Fukuda）、豊嶋 敦彦、藤田 智昭、佐々木 伸洋、黒田 昌之、上田 茂雄、眞鍋 博明、
寳子丸 稔
信愛会脊椎脊髄センター

O6-6 靭帯・筋付着部を温存した強いhinge作成による小切開頚椎椎弓形成術
Clinical outcome of minimum invasive open-door laminoplasty without �xation, considering preservation of ligament 
and attachment of muscles

後藤 浩之（Hiroyuki Goto）1）、西川 節2）、山本 直樹1）、中西 勇太2）、高 沙野2）、佐々木 強2）

1）大阪府済生会中津病院 脳神経外科、2）守口生野記念病院 脳神経外科

O6-7 棘突起縦割による頚椎椎弓形成術の術後8年の成績
Eight-year follow-up of 20 patients receiving myoarchitectonic spinolaminoplasty for cervical compressive 
myelopathy

松井 誠司（Seishi Matsui）、重川 誠二、國枝 武治
愛媛大学 医学部 脳神経外科

O6-8 Laminoplasty	Basket２を用いた頸椎椎弓形成術の初期成績
Initial clinical experience of cervical laminoplasty using Laminoplasty Basket 2

大橋 洋輝（Hiroki Ohashi）1）、川村 大地1）、波多野 敬介1）、長島 弘泰2）、谷 諭1）、村山 雄一1）

1）東京慈恵会医科大学 脳神経外科、2）東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 脳神経外科

47



11:00～12:00	 		一般	口演　頚椎	3
   Oral presentation  Cervical spine 3

座長／Chairperson：菅原卓（TakuSugawara）　秋田県立循環器・脳脊髄センター

O7-1 再手術症例から学ぶ頚椎変性疾患に対する手術治療
Surgical strategy for cervical degenerative disease, learning from reoperation cases

佐藤 充（Mitsuru Sato）、村田 英俊、田中 貴大、宮崎 良平、藤井 啓太、山本 哲哉
横浜市立大学医学部附属病院脳神経外科

O7-2 頚椎術後の難治性神経根症に対する顕微鏡下頚椎前方椎間孔拡大術
Microsurgical anterior cervical foraminotomy （MacF） for cervical postoperative intractable radiculopathy

土屋 直人（Naoto Tsuchiya）、光山 哲滝、梅林 猛、大田 快児
品川志匠会病院 背椎外科

O7-3 変形性頚椎症に伴う脊柱管内嚢胞性病変と脊髄症発症経過の検討
Intraspinal cystic lesions with cervical degenerative diseases could case subacute myelopathy

光山 哲滝（Tetsuryu Mitsuyama）1）、梅林 猛1）、大田 快児2）、石崎 律子3）、今村 強3）、武田 直人3）

1）品川志匠会病院 脳神経外科、2）品川志匠会病院 整形外科、3）菊名記念病院 脳神経外科

O7-4 頚椎変性疾患術後の追跡状況と服薬使用状況　前方固定vs椎弓形成
The status of the follow-up after surgery of cervical spondylosis, and the state of the use of medicine. Anterior 
Futon v.s. Laminoplasty.

妹尾 誠（Makoto Senoo）、佐藤 司、西谷 幹雄
函館脳神経外科病院 脳神経外科

O7-5 Muscle	layers	sharp	dissection頸椎前方進入法について
Anterior cervical approach using Less retraction stress, Muscle layers sharp dissection method

森脇 崇（Takashi Moriwaki）1,4）、大西 諭一郎2）、藤原 翔1,2）、菅野 皓文2）、小坂 健二3）、中尾 和民1）、
貴島 晴彦2）

1）河内友紘会河内総合病院脳神経外科、2）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科、
3）河内友紘会河内総合病院リハビリテーション部、4）大阪大学国際医工情報センター臨床神経医工学

O7-6 首下がり症候群に対する手術治療
Dropped head syndrome with chin-on-chest deformity

中島 正明（Masaaki Nakajima）、伊勢田 恵一、高橋 健治
岡山済生会総合病院 脳神経外科

O7-7 頸椎外側塊screwによる固定性の検討－トルク値とlooseningの発生率－
Clinical outcome and radiographic evaluation of cervical lateral mass screw in the medium term Assessment of 
maximal insertional torque and incidence of loosening

兼松 龍（Ryo Kanematsu）、花北 順哉、高橋 敏行、南 学、富田 庸介
藤枝平成記念病院脊髄脊椎疾患治療センター

O7-8 中下位頸椎外側塊スクリュー再考
Reconsideration of LMS for mid-lower cervical spine �xation

下川 宣幸（Nobuyuki Shimokawa）、佐藤 英俊、松本 洋明
社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 脳神経外科
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12:10～13:10	 		ランチョンセミナー	2　<参照P.32>
   Luncheon Seminar 2

共催：科研製薬株式会社／生化学工業株式会社
Co-sponsoredbyKAKENPHARMACEUTICALCO.,LTD.／SEIKAGAKUCORPORATION

14:00～15:00	 		一般	口演　頚椎	4
   Oral presentation  Cervical spine 4

座長／Chairperson：安田宗義（MuneyoshiYasuda）　一宮西病院

O8-1 局所突出型の頚椎OPLLに対する頚椎前後合併手術
Anterior and Posterior Segmental Decompression and Fusion for Severely Localized Ossi�cation of the Posterior 
Longitudinal Ligament of the Cervical Spine: Technical Note

高見 俊宏（Toshihiro Takami）1）、内藤 堅太郎1）、山縣 徹2）、有馬 大紀1）、大畑 建治1）

1）大阪市立大学 大学院医学研究科 脳神経外科、2）大阪市立総合医療センター 脳神経外科

O8-2 前方除圧固定術後のMRI椎体信号変化と沈み込み現象や骨癒合との関連
MRI assessment of association between vertebral body signal change and cage subsidence or bony fusion after 
ACDF

山本 優（Yu Yamamoto）、伊藤 洋、松尾 衛、原 政人
稲沢市民病院 脳神経外科 脊髄末梢神経センター

O8-3 頚椎人工椎間板置換術の短期治療成績および、その可能性について
The short-term surgical results and its potential of total disc replacement using cervical arti�cial disc

伊東 清志（Kiyoshi Ito）、中村 卓也、宮岡 嘉就、堀内 哲吉、本郷 一博
信州大学脳神経外科

O8-4 地域支援病院での頚椎変性疾患手術の状況分析
Analysis of surgery for degenerative cervical spine in referral hospital

青山 剛（Takeshi Aoyama）、小原 由史
手稲渓仁会病院 整形外科 脊椎脊髄センター

O8-5 演題取り下げ

O8-6 当科における頸椎前方手術の歴史的変遷～前方主体の立場から
The Historical Transition of ACDF in Our Department From the Standpoint of the anterior approach

木暮 一成（Kazunari Kogure）1）、山崎 道生1）、玉置 智規1）、井須 豊彦3）、森田 明夫2）

1）日本医科大学 多摩永山病院 脳神経外科、2）日本医科大学 脳神経外科、3）釧路労災病院 脳神経外科

O8-7 外側型頚椎椎間板ヘルニアに対する術式選択
Comparison between anterior cervical decompression and fusion and cervical disc arthroplasty for surgical 
treatment of cervical disc herniation

川那辺 吉文（Yoshifumi Kawanabe）、新井 大輔、佐藤 宰
静岡県立総合病院 脳神経外科

O8-8 頚椎手術の統計学的検討。前方か後方か、顕微鏡か内視鏡か。
The statistical analysis of  four surgical procedure for degenerative cervical diseases

北浜 義博（Yoshihiro Kitahama）1,2）、大井 政芳3）、河岡 大悟4）、山本 泰介5）、横山 徹夫3）

1）市立御前崎総合病院 脊椎センター、2）浜松医科大学 静岡大学 光医工学共同専攻大学院、
3）すずかけセントラル病院 脳神経外科、4）川崎病院 脳神経外科、5）浜松医科大学 脳神経外科
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16:00～17:00	 		一般	口演　頚椎	5
   Oral presentation  Cervical spine 5

座長／Chairperson：山口智（SatoshiYamaguchi）　DepartmentofNeurosurgery,
UniversityofIowaHospitalsandClinics

O9-1 チタンコーティングPEEK製ケージによる頚椎前方固定の骨癒合率
Fusion rate of  cervical anterior interbody fusion with titanium-coated PEEK cage

飯田 隆昭（Takaaki Iida）1）、山本 治郎1）、竹内 文彦1）、阿部 浩1）、山本 信孝1）、旭 雄士1）、
福島 大輔1）、佐藤 秀次1）、飯塚 秀明2）

1）医療法人社団 浅ノ川 金沢脳神経外科病院、2）金沢医科大学 脳神経外科

O9-2 頚椎前方除圧固定（椎体間／椎体ケージ単独）の追加手術例の検討
Revision （secondary） surgery after anterior cervical decompression and fusion using a stand-alone interbody cage 
or vertebral titanium cage for cervical spondylosis

山内 朋裕（Tomohiro Yamauchi）、岩﨑 素之、越前谷 すみれ、古川 浩司、鐙谷 武雄、馬渕 正二、
新谷 好正
小樽市立病院 脳神経外科

O9-3 頚椎二椎間前方固定術の使用ケージの違いによる術後経過の比較検討
Clinical and radiographical outcome of 2-level anterior cervical decompression and fusion

陰山 博人（Hiroto Kageyama）、吉村 紳一、松田 健一、千田 大樹、内田 和孝
兵庫医科大学 脳神経外科

O9-4 チタンコートPEEKケージStand-alone	ACDF：ケージ沈み込み現象の解析
Stand-alone ACDF using titanium-coated PEEK cage: Incidence of cage subsidence early after surgery

中西 勇太（Yuta Nakanishi）1,2）、山縣 徹3）、内藤 堅太郎1）、吉村 政樹4）、西川 節2）、大畑 建治1）、
高見 俊宏1）

1）大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経外科、2）守口生野記念病院 脳神経外科、
3）大阪市立総合医療センター 脳神経外科、4）八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

O9-5 頚椎変性疾患に対する外科治療　－患者年代別での検討－
Surgical treatment for cervical degenerative diseases  -chronological analysis-

角田 圭司（Keishi Tsunoda）、松尾 孝之
長崎大学病院 脳神経外科

O9-6 高齢者の頚椎症性脊髄症に対する外科治療の適応と限界
Indication and limit of surgery for elder patients of cervical spondylotic myelopathy

芳村 憲泰（Kazuhiro Yoshimura）1）、鶴薗 浩一郎1）、江村 拓人1）、西田 岳史1）、村上 知義1）、
立石 明広1）、吉原 智之1）、若山 暁1）、貴島 晴彦1）

1）大阪脳神経外科病院 脳神経外科、2）大阪大学医学部大学院医学研究科 脳神経外科

O9-7 高齢者の頸椎変性疾患に対する脊椎手術の検討
Surgical Treatment for Degenerative Cervical Spine Disease  In Over old aged patients

田中 貴大（Takahiro Tanaka）、村田 英俊、佐藤 充、宮崎 良平、山本 哲哉
横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学

O9-8 高齢者、准高齢者における頸椎症性脊髄症、OPLLに対する手術治療成績
Surgical managements in cervical spine lesion for elderly patients: clinical course, outcome, operative indication, 
perioperative management

高 沙野（Saya Koh）1）、西川 節1）、後藤 浩之2）、中西 勇太1）、田上 雄大3）、佐々木 強3）、生野 弘道1）

1）守口生野記念病院 脳神経外科、2）大阪府中津済生会病院 脳神経外科、
3）大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経外科
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6月20日（木）　第1日目
第4会場（ハイネスホール）

9:00～10:00	 		一般	口演　腰椎	1
   Oral presentation  Lumbar spine 1

座長／Chairperson：上田茂雄（ShigeoUeda）　信愛会脊椎脊髄センター

O10-1 両下腿以下に著明な筋萎縮を呈した腰部脊柱管狭窄症の外科治療予後
Surgical outcome of lumbar canal stenosis in patient with bilateral remarkable muscle atrophy below lower legs

高橋 敏行（Toshiyuki Takahashi）、花北 順哉、南 学、富田 庸介、兼松 龍
藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター

O10-2 PLIFにおける多孔性構造を持ったタンタル椎体間スペーサーの有効性
Ef�cacy of the tantalum spacer possessing trabecular structure for posterior lumbar interbody fusion

佐々木 学（Manabu Sasaki）1）、梅垣 昌士1）、福永 貴典1）、宮尾 泰慶2）、寺西 邦匡1）、芝野 克彦1）、
馬塲 庸平1）、松本 勝美1）

1）医誠会病院 脳神経外科・脊椎脊髄センター、2）市立吹田市民病院

O10-3 腰椎後方椎体間固定術におけるTitanium-coated	PEEK	cageの使用経験
Surgical results of titanium-coated PEEK cage in patients treated by posterior lumbar interbody fusion

高橋 雄一（Yuichi Takahashi）1）、久壽米木 亮1）、佐々田 晋1）、井上 崇文2）、西田 憲記3）

1）新小文字病院 脊髄脊椎外科治療センター、2）新武雄病院 脊髄脊椎外科、3）東京品川病院 脊髄脊椎外科

O10-4 腰椎後側弯症に対するLLIF併用脊柱矯正固定術の長期成績
Long term results of spinal corrective surgery with LLIF for degenerative lumbar scoliosis

三好 康之（Yasuyuki Miyoshi）1）、眞鍋 博明2）、谷口 美季1）、大西 学1）、目黒 俊成1）、小野 成紀1）

1）川崎医科大学総合医療センター 脳神経外科、2）信愛会脊椎脊髄センター

O10-5 LLIFにおける間接除圧効果の検討
Study on the effect of indirect decompression in LLIF

竹林 研人（Kento Takebayashi）1,2）、久保田 基夫2）、譲原 雅人2）、三浦 勇1,2）、小原 亘太郎1,2）、
橘 滋國2）、川俣 貴一1）

1）東京女子医科大学 脳神経外科、2）亀田総合病院 脊椎脊髄外科

O10-6 腰椎椎体間固定術における椎体間ケージの違いによる放射線学的評価
Radiological assessment of lumbar interbody fusion in TLIF surgery

松岡 秀典（Hidenori Matsuoka）1）、尾原 裕康2）、木村 孝興1）、菊地 奈穂子1）、水野 順一1）

1）三成会 新百合ヶ丘総合病院 脊椎脊髄末梢神経外科、2）順天堂大学病院 脳神経外科

O10-7 開業医からみたFailed	Back	Surgery	Syndromeの実態
Failed Back Surgery Syndrome from the view of medical practitioner

野地 雅人（Masato Noji）
のじ脳神経外科・しびれクリニック

O10-8 固定隣接椎間障害に対する追加手術例の検討
Treatment for adjacent segment diseases

高石 吉將（Yoshiyuki Takaishi）1）、中溝 聡3）、鵜山 淳3）、森 達也3）、勝部 毅3）、近藤 威2）

1）慈恵会新須磨病院 脊髄治療センター、2）慈恵会新須磨病院 ガンマナイフ治療センター、
3）慈恵会新須磨病院 脳神経外科
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10:00～11:00	 		一般	口演　腰椎	2
   Oral presentation  Lumbar spine 2

座長／Chairperson：内門久明（HisaakiUchikado）　医療法人ニューロスパインうちかど脳神経外科クリニック

O11-1 腰部脊柱管狭窄症に対する外科治療
Surgical treatment to Lumbar canal stenosis

鈴木 晋介（Shinsuke Suzuki）、井上 智夫、遠藤 俊毅、上之原 広司
仙台医療センター脳神経外科

O11-2 腰椎椎間板ヘルニアに対するmicro	LOVEとPELDの術後経過比較
Comparison of postoperative clinical scores of micro LOVE and PELD for lumbar disc herniation

梅垣 昌士（Masao Umegaki）、福永 貴典、寺西 邦匡、佐々木 学
医療法人医誠会 医誠会病院 脳神経外科

O11-3 腰痛を主症状とする腰部脊柱管狭窄症に対する腰椎後方除圧術の効果
Follow-up study of the decompressive surgery for low back pain due to the lumbar canal stenosis

富田 庸介（Yosuke Tomita）、花北 順哉、高橋 敏行、南 学、兼松 龍
藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター

O11-4 症候性腰椎椎間関節嚢腫症例における脊椎不安定性に関する検討
Analysis of lumbar instability for symptomatic lumbar juxta-facet cysts

富田 庸介（Yosuke Tomita）、花北 順哉、高橋 敏行、南 学、兼松 龍
藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター

O11-5 神経根障害を伴う腰部脊柱管狭窄症の特徴と治療成績の検討
Characteristics of  Lumbar spinal stenosis with radiculopathy and analysis of surgical treatment outcome

伊藤 洋（Hiroshi Ito）、原 政人、山本 優、松尾 衛
稲沢市民病院 脳神経外科

O11-6 腰椎分離すべり症に対する低侵襲除圧術単独の手術成績
Surgical results of the less invasive decompressive surgery for patients with lumbar spondylolisthesis

佐藤 秀次（Shuji Sato）1）、飯田 隆昭1）、山本 治郎1）、竹内 文彦1）、山本 信孝1）、旭 雄士1）、
福島 大輔1）、飯塚 秀明2）

1）医療法人社団 浅ノ川 金沢脳神経外科病院、2）金沢医科大学脳神経外科

O11-7 軽微な画像所見を呈する臀下肢痛の診断（外側陥凹狭窄の病態）
Diagnosis of buttock and leg pain exhibiting minor image �ndings due to lateral recess stenosis

千葉 泰弘（Yasuhiro Chiba）、小柳 泉、佐々木 貴啓、今村 博幸、遠藤 将吾、吉野 雅美、吉本 哲之、
青樹 毅、会田 敏光、阿部 弘
北海道脳神経外科記念病院 脳神経外科

O11-8 腰仙移行椎におけるL5/S1椎間孔外狭窄の圧迫因子について
Extraforaminal entrapment of the �fth lumbar spinal nerve in patient with Bertolotti's syndrome

兼松 龍（Ryo Kanematsu）、花北 順哉、高橋 敏行、南 学、富田 庸介
藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター
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11:00～12:00	 		一般	口演　腰椎	3
   Oral presentation  Lumbar spine 3

座長／Chairperson：栗林厚介（KosukeKuribayashi）　藍の都脳神経外科病院

O12-1 成人脊柱変形矯正術後にrevision	surgeryを必要とした5症例の検討
Evaluation of revision surgery cases following long spinal fusion for adult spinal deformity

高橋 健治（Kenji Takahashi）、中島 正明、伊勢田 恵一
岡山済生会総合病院 脳神経外科

O12-2 開窓術後早期に発症した腰椎椎間孔狭窄症‐ 5例報告と文献的考察‐
Early-onset symptomatic foraminal stenosis after fenestration for lumbar canal stenosis  
-Report of 5 Cases and Review of Literature-

田中 秀一（Hidekazu Tanaka）、川西 昌浩、横山 邦生、伊藤 裕、山田 誠、杉江 亮、山下 正真
医仁会 武田総合病院 脳神経外科

O12-3 骨粗鬆症性椎体圧迫骨折による遅発性麻痺に対する外科治療
Surgery for delayed paraparesis due to osteoporotic vertebral compression fracture

三好 康之（Yasuyuki Miyoshi）1）、眞鍋 博明2）、安原 隆雄3）、谷口 美季1）、大西 学1）、目黒 俊成1）、
小野 成紀1）

1）川崎医科大学総合医療センター 脳神経外科、2）信愛会脊椎脊髄センター、3）岡山大学大学院 脳神経外科

O12-4 殿部痛に対する中殿筋除圧術の中期成績
Surgical result of gluteus medius muscle decompression for buttock pain

金 景成（Kyongsong Kim）1）、井須 豊彦2）、松本 順太郎2,3）、三木 浩一2,3）、森本 大二郎4）、
國保 倫子1）、岩本 直高5）、磯部 正則2）、森田 明夫4）

1）日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター、2）釧路労災病院脳神経外科、3）福岡大学付属病院脳神経外科、
4）日本医科大学脳神経外科、5）帝京大学付属病院脳神経外科

O12-5 骨粗鬆症性骨折により顕在化した腰部脊柱管狭窄への治療方針の再考
Reconsideration of therapeutic strategy for lumbar canal stenosis deteriorated by osteoporotic vertebral fracture

青山 剛（Takeshi Aoyama）、小原 由史
手稲渓仁会病院 整形外科 脊椎脊髄センター

O12-6 骨粗鬆症椎体骨折では疼痛が軽減すれば予後は改善するか？
Does prognosis of osteoporotic vertebral body fractures improve if pain is improved?

芝本 和則（Kazunori Shibamoto）、二宮 貢士
笹生病院脳神経外科

O12-7 歩行分析計を用いた腰部脊柱管狭窄症に対する術後の客観的評価
Objective improvement of gait disturbance after operation for patients with lumbar spinal canal stenosis

菅原 淳（Atsushi Sugawara）1）、石垣 大哉2）、藤原 俊朗1）、井須 豊彦3）、小笠原 邦昭1）

1）岩手医科大学 医学部 脳神経外科、2）かづの厚生病院 脳神経外科、3）釧路労災病院 脳神経外科

O12-8 腰椎変性疾患術後におけるトリガーポイントブロックの検討
A single center review of trigger-point blocks for the post-operative patients with degenerative lumbar diseases

西川 拓文（Hirofumi Nishikawa）1）、水野 正喜1,2）、山中 拓也1）、中塚 慶徳1）、荒木 朋浩1）

1）鈴鹿回生病院 脳神経外科 脊椎・脊髄センター、2）三重大学 脳神経外科
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12:10～13:10	 		ランチョンセミナー	3　<参照P.32>
   Luncheon Seminar 3

共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社
Co-sponsoredbyMedtronicSofamorDanek,Co.,Ltd.

14:00～15:00	 		一般	口演　腰椎	4
   Oral presentation  Lumbar spine 4

座長／Chairperson：梅林猛（TakeshiUmebayashi）　品川志匠会病院

O13-1 Lesion-oriented	mini-ALIFによる高齢者腰椎変性側彎症の外科治療
Surgical treatment for degenerative lumbar scolilosis in the aged by lesion-oriented mini-ALIF

森本 哲也（Tetsuya Morimoto）、南 茂憲、長友 康、榊 壽右
高清会高井病院 脳神経外科

O13-2 骨粗鬆症性椎体骨折はLIFを用いた椎体間固定で治療できるか
How can  we treat lumbar degenerative diseases complicated by osteoporotic vertebral fractures with lateral lumbar 
interbody fusion?

西村 由介（Yusuke Nishimura）1）、江口 馨1）、永島 吉孝1）、粟屋 尭之1）、灰本 章一1）、吉川 哲史1）、
赤堀 翔1）、若林 俊彦1）、金村 徳相2）、佐竹 宏太郎2）

1）名古屋大学 医学部 脳神経外科、2）江南厚生病院 脊椎脊髄センター

O13-3 OLIFでのminor	complicationと留意点
Minor complication after OLIF

岩﨑 素之（Motoyuki Iwasaki）1）、金子 高久2）、渡邊 水樹3）、山内 朋裕1）

1）小樽市立病院 脳神経外科、2）北海道大野記念病院 脳神経外科、3）聖隷浜松病院 せぼねセンター

O13-4 Lateral	Interbody	Fusion109例の術後成績と手術手技の改善
Post-operative outcome and improvement surgical technique of 109 cases of Lateral Interbody Fusion

早瀬 仁志（Hitoshi Hayase）1）、金子 高久1）、村上 友宏1）、中川 洋1,2）、住吉 学2）、齋藤 孝次2）

1）社会医療法人 孝仁会 北海道大野記念病院 脊椎脊髄外科、
2）社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院 脳神経外科

O13-5 胸腰椎側方進入のマルチモダリティーイメージングによる安全性の確保
Establishing the safety surgical procedure using multi-modality imaging in lumbar lateral approach

上田 茂雄（Shigeo Ueda）、豊嶋 敦彦、藤田 智昭、福田 美雪、佐々木 伸洋、黒田 昌之、眞鍋 博明、
寳子丸 稔
信愛会脊椎脊髄センター

O13-6 胸腰椎仙椎固定術におけるinstrumentation	failureの特徴
Characteristics of instrumentation failure in thoracic lumbar sacral �xation

松尾 衛（Mamoru Matsuo）、原 政人、伊藤 洋、山本 優
稲沢市民病院 脳神経外科

O13-7 腰椎固定術における術式の変遷と今後の展望
Transition in surgical methods of lumbar spinal fusion

久保田 基夫（Motoo Kubota）1）、譲原 雅人1）、三浦 勇1）、竹林 研人2）、小原 亘太郎2）、百崎 公司1）、
橘 滋國1）

1）亀田総合病院 脊椎脊髄外科、2）東京女子医科大学 脳神経外科

O13-8 脊椎圧迫骨折に対する外科的治療	―BKPから椎体固定術まで―
Surgical treatment for vertebral compression fracture from balloon kyphoplasty to vertebral body fusion

伊藤 康信（Yasunobu Itoh）、沼澤 真一、山川 功太、北川 亮、渡邉 貞義
医療法人財団 健貢会 総合東京病院 脳神経外科
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16:00～17:00	 		一般	口演　腰椎	5
   Oral presentation  Lumbar spine 5

座長／Chairperson：平野仁崇（YoshitakaHirano）　一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
脳神経外科

O14-1 CBT	screwを使用した腰椎徐圧制動術
CBT screw stabilization for Lumbar degenerative disease

水野 正喜（Masaki Mizuno）1,2）、倉石 慶太1）、西川 拓文2）、山中 拓也2）、中塚 慶徳2）、荒木 朋浩2）、
石田 藤麿3）

1）三重大学 医学部 脊髄末梢神経低侵襲外科、2）鈴鹿回生病院 脳神経外科、3）三重中央医療センター 脳神経外科

O14-2 腰椎変性疾患の外科治療：筋層温存腰椎椎弓形成術
Muscle-preserving laminoplasty for lumbar spine

村田 英俊（Hidetoshi Murata）、佐藤 充、宮崎 良平、田中 貴大、藤井 啓太、岸本 真雄、清水 信行、
立石 健祐、末永 潤、山本 哲哉
横浜市立大学大学院 医学研究科 脳神経外科学

O14-3 腰椎変性疾患に対する腰椎後方除圧術単独の手術成績	-限界と問題点-
Clinical outcome after posterior decompression for lumbar canal stenosis -Limit and problems-

松本 順太郎（Juntaro Matsumoto）1,2）、井須 豊彦2）、金 景成3）、三木 浩一1,2）、藤原 史明2）、
磯部 正則2）、井上 亨1）

1）福岡大学 医学部 脳神経外科、2）釧路労災病院 脳神経外科、3）日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科

O14-4 脊椎インストゥルメント手術を回避するためのPE手術
Percutaneous endoscopic surgery to avoid spinal instrument surgery

中島 康博（Yasuhiro Nakajima）1）、本村 絢子2）、辻内 高士2）

1）大同病院 脳外科・脊椎センター、2）大同病院 脳神経外科

O14-5 新しい内視鏡下腰椎除圧術UBELとは
New Posterior Lumbar Decompression Method- UBEL（Unilateral Biportal Endoscopic Laminotomy）-

竹内 幹伸（Mikinobu Takeuchi）、清水 賢三、伊藤 全哉、伊藤 不二夫
あいちせぼね病院 脊椎脊髄外科

O14-6 高齢者における除圧後動的制動術の隣接椎間障害抑制効果
Dynamic stabilization following decompression delays the adjacent segment disease compared to posterior lumbar 
interbody fusion in elderly patients

大隣 辰哉（Tatsuya Ohtonari）1）、西原 伸治1）、北川 雄大2）、大田 泰正1）、小山 素麿1）

1）脳神経センター大田記念病院 脊椎脊髄外科、2）産業医科大学 脳神経外科

O14-7 腰部脊柱管狭窄症のGrading	systemに基づく除圧術の短中期成績
Results of surgical selective decompression of lumbar canal stenosis  using for grading system

前田 充秀（Mitsuhide Maeda）1）、内門 久明2）

1）福岡済生会総合病院 脳神経外科、2）医療法人ニューロスパイン うちかど脳神経外科クリニック

O14-8 腰椎外側病変における外側除圧術のピットフォール検討と固定術の境界
A study of pitfall surgical operated in outside decompression technique for lumbar lateral lesion and boundary line 
with fusion surgery

野中 康臣（Yasuomi Nonaka）、田村 睦弘、石井 文久、加藤 建、川上 甲太郎
平和病院 脳神経外科 横浜脊椎脊髄病センター
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6月20日（木）　第1日目
ハンズオンRoom1（クリスタルルームA）

17:00～18:00	 		ハンズオンセミナー	1　<参照P.33>
   Hands-on Seminar 1

共催：日本ストライカー株式会社
Co-sponsoredbyStrykerJapanK.K.

6月20日（木）　第1日目
ハンズオンRoom2（クリスタルルームB）

17:00～18:00	 		ハンズオンセミナー	2（学術集会企画）　<参照P.33>
   Hands-on Seminar 2    Organized by Annual Meeting Committee

協力：日本メドトロニック株式会社
CooperatedbyMedtronicJapanCo.,Ltd.
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6月20日（木）　第1日目
ポスター会場 1（ロイトンホールCD）

15:00～16:00	 		一般	ポスター　腫瘍	1
   Poster presentation  Tumor 1

座長／Chairperson：黒川龍（RyuKurokawa）　獨協医科大学脳神経外科

P1-1 頚椎神経鞘腫術後の頚椎変形の頻度
Incidence of postoperative deformity after cervical spine schwannoma resection

黒川 龍（Ryu Kurokawa）1）、金 彪1）、新郷 哲郎1）、糸岐 一茂2）

1）獨協医科大学 脳神経外科、2）宇都宮脳脊髄センター

P1-2 髄内腫瘍摘出術における腫瘍周囲の術中血流評価
Evaluation of intramedullary blood �ow in surgical resection

大西 諭一郎（Yu-ichiro Ohnishi）1）、菅野 皓文1）、中島 伸彦1）、西 麻哉1）、藤原 翔2）、森脇 崇2）、
貴島 晴彦1）

1）大阪大学 医学部 脳神経外科、2）河内総合病院 脳・脊椎脊髄外科

P1-3 臀部痛を主訴に発症した原発性仙骨リンパ腫の一例
Primary sacral non-Hodgkin's lymphoma: a case report and review of literature

大野 真佐輔（Masasuke Ohno）、高橋 立夫、雄山 隆弘、太田 慎次、浅井 琢美、須崎 法幸、梶田 泰一
国立病院機構 名古屋医療センター

P1-4 胸椎椎体転移で判明した腎盂癌の1例
A case of renal sputum carcinoma found in thoracic vertebral metastasis

豊嶋 敦彦（Atsuhiko Toyoshima）、藤田 智昭、福田 美雪、佐々木 伸洋、上田 茂雄、黒田 昌之、
眞鍋 博明、寳子丸 稔
信愛会 交野病院 脊椎脊髄センター

P1-5 前方及び後方から2期的に摘出した腰椎椎間孔巨大神経鞘腫の1例
Laparoscopic risection of the lumbar giant foraminal schwannoma

横山 邦生（Kunio Yokoyama）、川西 昌浩、杉江 亮、山田 誠、田中 秀一、伊藤 裕、山下 正真
医仁会武田総合病院 脳神経外科

P1-6 脊髄腫瘍治療経過中に椎間板ヘルニアにより神経症状が悪化した一例
Spinal tumor with concomitant intervertebral disc herniation: a case report

尾崎 充宣（Mitsunori Ozaki）、北山 真理、川口 匠、中尾 直之
和歌山県立医科大学 脳神経外科

P1-7 診断に苦慮した馬尾hemangiomaの1例
A case of intradural extramedullary hemangioma of the cauda equina which is dif�cult to diagnose

森 正如（Masanao Mori）1）、山畑 仁志2）、井尻 幸成3）、時村 洋1）、吉本 幸司2）

1）鹿児島市立病院 脳神経外科、2）鹿児島大学病院 脳神経外科、3）霧島整形外科

P1-8 胸椎硬膜外海綿状血管腫の一例
A case of thoracic epidural cavernous hemangioma

正村 清弥（Seiya Masamura）、金 安明、中西 愛彦
弘道会 寝屋川生野病院 脳神経外科

P1-9 神経鞘腫と血管腫が併存した硬膜内髄外腫瘍の一例
A case of spinal tumor combined with schwannoma and angioma

石原 正浩（Masahiro Ishihara）1,2）、山田 昌稔2）、山本 和己2）

1）市立豊中病院 脳神経外科、2）大阪労災病院 脳神経外科
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P1-10 腰椎傍椎体から硬膜内に進展した神経節細胞腫の1例
Lumbar paravertebral ganglioneuroma with intradural invasion

竹林 研人（Kento Takebayashi）1,2）、久保田 基夫2）、譲原 雅人2）、三浦 勇1,2）、小原 亘太郎1,2）、
橘 滋國2）、川俣 貴一1）

1）東京女子医科大学 脳神経外科、2）亀田総合病院 脊椎脊髄外科

15:00～16:00	 		一般	ポスター　腫瘍	2
   Poster presentation  Tumor 2

座長／Chairperson：戸井宏行（HiroyukiToi）　大分岡病院脳神経外科

P2-1 頚椎に発生したbenign	fibrous	histiocytomaの１例
A Rare Case of Benign Fibrous Histiocytoma of the Cervical Spine

戸井 宏行（Hiroyuki Toi）
大分岡病院 脳神経外科

P2-2 頚髄Tanycytic	ependimomaの一例
Tanycytic epencimoma : A case report

横山 洋平（Yohei Yokoyama）1）、林 英樹2）、高山 柄哲2）

1）アクアリハビリテーション病院 リハビリテーション科、2）大津市民病院 脳神経外科

P2-3 頚椎硬膜外髄膜腫の1例
A case of cervical extradural meningioma

富永 貴志（Takashi Tominaga）、駒井 崇紀、宮田 至朗、中嶋 千也
神戸掖済会病院 脳神経外科

P2-4 悪性転化、脊髄転移した頭蓋内Gangliogliomaの一例
A case of intracranial glioma with malignant reversal, spinal cord metastasis

山本 洋平（Yohei Yamamoto）1）、園田 章大1）、角藤 律1）、青木 建1）、赤崎 安晴2）、長島 弘康1）、
村山 雄一2）

1）東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 脳神経外科、2）東京慈恵会医科大学 附属病院 脳神経外科

P2-5 後方視的に前方アプローチが有効であった頚椎Mobile	Schwannoma
A case of cervical mobile Schwannoma with anterior surgical approach was  effective

中内 淳（Jun Nakauchi）、岡村 耕一、菊地 隆文
関東中央病院 脳神経外科

P2-6 広範な脊髄浮腫と空洞を伴った脊髄毛細血管腫の一例
A case of capillary hemangioma of thoracic spinal cord

高山 柄哲（Motohiro Takayama）1）、五百蔵 義彦1）、林 英樹2）、吉岡 奈央3）、山中 利之4）

1）地方独立行政法人 市立大津市民病院 脳神経外科、2）田附興風会 北野病院 脳神経外科、
3）宇治徳洲会病院 脳神経外科、4）国立循環器病センター 脳神経外科

P2-7 高度下肢麻痺を呈し小児脊椎Langerhans細胞組織球症が疑われた1例
A case suspected of pediatric spinal Langerhans Cell Histiocytosis showing severe paraplegia

河内 哲（Satoshi Kawauchi）、安原 隆雄、亀田 雅博、冨田 陽介、馬越 通有、金 恭平、伊達 勲
岡山大学大学院 脳神経外科

P2-8 胸椎硬膜外血管脂肪腫の二例
Two cases of thoratic epidural angiolipoma

竹綱 成典（Shigenori Taketsuna）1）、宮尾 泰慶1）、佐々木 学2）、梅垣 昌士2）

1）市立吹田市民病院 脳神経外科、2）医誠会病院 脊椎脊髄センター
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P2-9 胸椎悪性リンパ腫の一例
Malignant lymphoma at thoracic spine

伊藤 裕（Yutaka Ito）、川西 昌浩、杉江 亮、山田 誠、横山 邦生、田中 秀一、山下 正真
医仁会武田総合病院 脳神経外科

P2-10 脊髄症を来したMeningothelial　Hyperplasiaの２例
Two cases of Spinal Meningothelial Hyperplasia with myelopathy

野手 康宏（Yasuhiro Node）、原田 直幸、松崎 遼、三海 正隆、中田 知恵、寺園 明、安藤 俊平、
桝田 博之、近藤 康介、周郷 延雄
東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座（大森）

15:00～16:00	 		一般	ポスター　血管障害	1
   Poster presentation  Vascular disorder 1

座長／Chairperson：大橋洋輝（HirokiOhashi）　東京慈恵会医科大学

P3-1 術中DSAが有用であった多発性頭蓋頚椎移行部硬膜動静脈瘻の1例
Intraoperative digital subtraction angiography in the management of dural arteriovenous �stulas at the 
craniocervical junction fed by multiple arteries

鄭 倫成（Rinsei Tei）、米澤 泰司、明田 秀太、新 靖史、岸 昌宏、佐々木 弘光、宮座 静香、高 由美
大阪警察病院 脳神経外科

P3-2 動静脈瘻が仙骨レベル硬膜嚢下端にあった1例
A case of an arteriovenous �stula in the end of the dural tube at the second sacrallevel

松本 佳久（Yoshihisa Matsumoto）、坂井 英生、橋川 拓郎、長田 優衣、中川 摂子、寺地 昭太、
古田 啓一郎、高橋 研二
聖マリア病院 脳神経外科

P3-3 Myelopathyで発症したS状静脈洞硬膜動静脈瘻
Myelopathy caused by sigmoid sinus dural arteriovenous �stula

北川 雄大（Takehiro Kitagawa）1,2）、大隣 辰哉2）、藤 圭太1）、近藤 弘久1）、山本 淳考1）

1）産業医科大学 医学部 脳神経外科、2）脳神経センター大田記念病院 脊椎脊髄外科

P3-4 頸椎と腰椎に個々に神経根症状にて発症した硬膜外動静脈瘻の2例
2 cases with cervical and lumbar spine of individual spinal epiduarl arterio-venous �stula presenting radiculopathy

本田 英一郎（Eiichiro Honda）1）、松本 幸一2）、宮本 晃多2）、広畑 優3）、田中 達也4）

1）白石共立病院 脳神経脊髄外科、2）白石共立病院 放射線科、3）久留米大学 脳神経外科、
4）伊万里有田共立病院 脳神経外科

P3-5 くも膜下出血を呈した脊髄動脈瘤破裂症例
A case of subarachnoid hemorrhage caused by a ruptured spinal aneurysm

田宮 亜堂（Ado Tamiya）1）、木原 一徳2,3）、足立 明彦1）、折本 亮介1）、小林 英一1）、岩立 康男1）

1）千葉大学医学部附属病院 脳神経外科、2）東船橋病院 脊椎脊髄外科、3）千葉中央メディカルセンター 脳神経外科

P3-6 神経根症で発症したepidural	AVFの１例
Epidural AVF with raduculopathy: a case report

田村 晋也（Shinya Tamura）1）、菅原 卓2）

1）市立秋田総合病院 脳神経外科、2）秋田県立循環器・脳脊髄センター 脊髄脊椎外科診療部

P3-7 くも膜下出血で発症した頚髄perimedullary	AVFの治療経験
Subarachnoid hemorrhage caused by Cervical perimedullary arteriovenous �stula

宇野 哲史（Tetsuji Uno）1）、長尾 裕一郎1）、吉岡 裕樹1）、坂本 誠1）、黒崎 雅道1）、赤塚 啓一2）

1）鳥取大学 脳神経外科、2）鳥取市立病院 脳神経外科
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P3-8 脊髄脂肪腫に合併した脊髄辺縁部動静脈瘻の症例
A Case of Spinal Perimedullary AV Fistula with Spinal Lipoma

高木 健治（Kenji Takagi）、野崎 和彦
滋賀医科大学 脳神経外科

P3-9 終糸動静脈瘻の一例
Arteriovenous �stula of the �lum terminale: case report

大西 晃平（Kouhei Onishi）、内田 晋、久光 慶紀、森重 真毅、札場 博貴、藤木 稔
大分大学 医学部 脳神経外科

P3-10 L1椎体内でA-V	shunt後硬膜管内へ流入、静脈灌流障害を認めた一例
A Case of AV shunt in  L1 vertebral body with venous return dysfunction

原国 毅（Tsuyoshi Harakuni）
浦添総合病院

15:00～16:00	 		一般	ポスター　腰椎	1
   Poster presentation  Lumbar spine 1

座長／Chairperson：千葉泰弘（YasuhiroChiba）　北海道脳神経外科記念病院

P4-1 非連続椎に認めた腰椎分離症に対し手術的加療を行った1例
A Case of Nonconsecutive Lumbar Spondylolysis for whom surgical treatment was performed

柚木 正敏（Masatoshi Yunoki）、川井 伸彦、藪野 諭、松本 淳志、平下 浩司、吉野 公博
香川労災病院 脳神経外科

P4-2 硬膜嚢背側にヘルニア片が迷入した腰椎椎間板ヘルニアの1例
A case of posterior epidural migration of lumbar intervertebral disc fragment

冨井 雅人（Masato Tomii）、水野 順一、風間 健、松島 忠夫
社会医療法人 将道会 総合南東北病院 脳神経外科

P4-3 Cylindrical	cageを用いたPLIFにおける骨癒合評価および手術成績
The evaluation of bone union and treatment results on PLIF using cylindrical cages

山本 康洋（Yasuhiro Yamamoto）、吉田 耕一郎、庄田 基
社会医療法人 財団新和会 八千代病院 脊椎脊髄疾患センター

P4-4 突発性腰仙椎硬膜外脂肪腫症の１例
A case of idiopathic spinal epidural lipomatosis

藪野 諭（Satoru Yabuno）、川井 伸彦、松本 淳志、平下 浩司、柚木 正敏、吉野 公博
香川労災病院 脳神経外科

P4-5 Failed	back	surgery	syndromeに対し脊椎矯正手術を施行した一例
A case of corrective surgery for failed back surgery syndrome

高橋 健治（Kenji Takahashi）、中島 正明、伊勢田 恵一
岡山済生会総合病院 脳神経外科

P4-6 当院における腰椎後方固定術における適応の検討
Consideration of indication in posterior fusion of the lumbar spine in our hospital

池田 峻介（Shunsuke Ikeda）、大村 直己、田辺 英紀
田辺脳神経外科病院

P4-7 術前にCTガイド下経皮的嚢胞穿刺を行ったperineural	cystの一例
A case of perineural cyst performed with CT- guided percutaneous cyst aspiration prior to operative intervention

濱内 祝嗣（Shuji Hamauchi）1）、関 俊隆1）、森田 亮2）、木村 輔2）、阿保 大介2）、寳金 清博1）

1）北海道大学病院 脳神経外科、2）北海道大学大学院医学研究院 放射線科学分野
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P4-8 結果的に複数回手術を要した後期高齢者女性の脊椎疾患の一例
A case of lumbar spondylosis required multiple operations eventually in elderly women

河岡 大悟（Taigo Kawaoka）
慶仁会 川崎病院 脊髄外科

P4-9 腰椎高位椎間板ヘルニアに対する経皮的椎間孔経由内視鏡下除圧術
Percutaneous transforaminal endoscopic discectomy（PED） for Upper Lumbar Disc Herniation

福田 修志（Shuji Fukuda）1）、内門 久明2）、中村 佑典1）、徳田 良1）、田代 典章1）、平岡 史大1）、
川野 弘人1）、矢野 茂敏1）、相川 博1）、風川 清1）

1）福岡脳神経外科病院 脳神経外科、2）うちかど脳神経外科クリニック

P4-10 小児側弯症に対する矯正手術24年後に隣接椎間障害を発症した一例
Adjacent disc disease 24 years after scoliosis correction surgery : case report

横山 洋平（Yohei Yokoyama）1）、高山 柄哲2）、林 英樹2）

1）アクアリハビリテーション病院 リハビリテーション科、2）大津市民病院 脳神経外科

15:00～16:00	 		一般	ポスター　腰椎	2
   Poster presentation  Lumbar spine 2

座長／Chairperson：三好康之（YasuyukiMiyoshi）　川崎医科大学総合医療センター脳神経外科

P5-1 腰椎除圧術後嵌頓馬尾が椎間関節によりentrapされた一例
Cauda equina entrapment by lumbar facet after lumbar decompression surgery - case report

三好 康之（Yasuyuki Miyoshi）、谷口 美季、大西 学、目黒 俊成、小野 成紀
川崎医科大学総合医療センター 脳神経外科

P5-2 外側大腿皮神経痛との鑑別を要した腰椎破裂骨折後の椎間孔狭窄の一例
A case of Intervertebral foramen stenosis after lumbar burst fracture that had problems for differential diagnosis 
from Lateral femoral skin neuralgia

遠藤 聡（Satoshi Endo）1）、辻 俊幸1）、桝田 宏輔1）、杉山 耕一1）、粕谷 泰道1）、佐藤 明善1）、
岡部 慎一1）、鎌田 健一1）、光成 誉明2）

1）聖麗メモリアル病院 脳神経外科、2）聖麗メモリアル病院 麻酔科

P5-3 L5/S1外側ヘルニアにおける術式選択
Operative procedure for L5/S1 lateral disc hernia

芝本 和則（Kazunori Shibamoto）、二宮 貢士
笹生病院 脳神経外科

P5-4 腰椎three-column	injuryに対して低侵襲後方固定術を施行した一例
A case of lumbar three-column injury treated with minimally invasive posterior fusion

寺西 邦匡（Kunimasa Teranishi）1,2）、佐々木 学2）、梅垣 昌士2）、福永 貴典2）、松本 勝美2）、
芝野 克彦2）、馬塲 庸平2）

1）堺市立総合医療センター 脳神経外科、2）医誠会病院 脳神経外科 脊椎脊髄センター

P5-5 2椎間以下の脊椎手術に対するフロシールの有用性の検討
Survey of the Ef�cacy of Floseal for spinal surgery below two segmental

長張 浩昌（Hiromasa Nagahari）1,2）、伊藤 圭介1）、竹末 祐也1）、伊志嶺 洋平1）、金城 純人1）、
武者 芳朗1）

1）東邦大学医療センター大橋病院 脊椎脊髄センター、2）医療法人社団青葉会 牧野記念病院

P5-6 正中型腰椎椎間板ヘルニアに対する経硬膜クモ膜外アプローチの有用性
Transdural epiarachnoid approach for lumbar disc hernia of central type

詫磨 裕史（Hirofumi Takuma）、内田 賢一、上條 隆昭、中村 一也、有川 和孝、五十嵐 琢司、
涌井 健治
千葉脳神経外科病院
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P5-7 脊椎圧迫骨折に対するBKPの食事摂取量に対する影響
Effects of BKP on dietary intake on vertebral compression fracture

田中 達也（Tatsuya Tanaka）1）、桃崎 宣明1）、本田 英一郎2）

1）伊万里有田共立病院 脳神経外科、2）白石共立病院 脳神経脊髄外科

P5-8 Balloon	kyphoplasty	（BKP）の術後経過不良例の検討
Poor Outocome of BKP

譲原 雅人（Masahito Yuzurihara）、小原 亘太郎、竹林 研人、橘 滋國、久保田 基夫
亀田総合病院 脊椎脊髄外科

P5-9 経皮的椎体形成術Balloon	kyphoplasty	（BKP）：当院の治療成績
Our results of treatment for compression fracture by BKP

大重 英行（Hideyuki Oshige）1）、西川 節2）、中井 敬一3）、高 沙野2）、中西 勇太4）、永井 泰輝1）、
生野 弘道2）

1）萱島生野病院 脳神経外科、2）守口生野記念病院 脳神経外科、3）守口生野記念病院 整形外科、
4）大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経外科

15:00～16:00	 		一般	ポスター　頚椎	1
   Poster presentation  Cervical spine 1

座長／Chairperson：光山哲滝（TetsuryuMitsuyama）　品川志匠会病院脳神経外科

P6-1 幼児の症候性Os	odontoideumに対して後方固定術を行った1例
A case of Performing a Posterior fusion for symptomatic Os odontoideum of infant

松本 順太郎（Juntaro Matsumoto）1）、平尾 宜子1）、堀尾 欣伸2）、福本 博順1）、岩朝 光利2）、安部 洋1）、
野中 将1）、内門 久明3）、井上 亨1）

1）福岡大学 医学部 脳神経外科、2）福岡大学 医学部 救命救急センター、3）うちかど脳神経外科クリニック

P6-2 外傷性頚椎脱臼に対する治療戦略（1例報告）
Treatment strategy for traumatic cervical dislocation : Case report

五百蔵 義彦（Yoshihiko Ioroi）、高山 柄哲、林 英樹、吉岡 奈央、呉 浩一
市立大津市民病院 脳神経外科

P6-3 歯突起骨折に対する前方スクリュー刺入点を工夫した1例
An idea for avoiding pitfalls of anterior screw �xation for odontoid fractures

進藤 徳久（Tokuhisa Shindo）1）、河内 雅章1）、鈴木 健太1）、香川 昌弘2）

1）滝宮総合病院 脳神経外科、2）高松赤十字病院 脳神経外科

P6-4 繰り返し手術を行った脳性麻痺患者の頚髄症の1例
Repeated surgeries for myelopathy associated with cerebral palsy

八木 謙次（Kenji Yagi）1）、中川 洋2）、田尾 良文1）、木下 景太1）、平井 聡1）、高井 洋樹1）、原 慶次郎1）、
松原 俊二1）、宇野 昌明1）

1）川崎医科大学 脳神経外科、2）釧路孝仁会病院 脊椎脊髄センター

P6-5 ACTH単独欠損症を合併した変形性頚椎症性脊髄症の１例
A case of cervical spondylotic myelopathy with isolated ACTH de�ciency

吉田 光宏（Mitsuhiro Yoshida）1）、中林 規容1）、相見 有理1）、白石 大門1）、水野 晃宏1）、苗代 朋樹1）、
市原 薫3）、伊藤 八峯2）

1）市立四日市病院 脳神経外科、2）みたき総合病院 脳神経外科、3）主体会病院 脳神経外科

P6-6 頸部脊髄症を呈した二次性黄色靱帯アミロイドーシス
Surgical treatment for yellow ligament amyloidosis

安藤 遼（Ryo Ando）、竹本 将也、前田 憲幸、秋 禎樹、伊藤 芳記、春原 裕希、池田 公、渋谷 正人
独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院
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P6-7 片開き式頚椎椎弓形成術時の術野展開に関する検討
Ensuring the operative �eld in Cervical Open-Door Laminoplasty

藤田 智昭（Tomoaki Fujita）、豊嶋 敦彦、福田 美雪、佐々木 伸洋、黒田 昌之、眞鍋 博明、上田 茂雄、
寳子丸 稔
信愛会脊椎脊髄センター

P6-8 初診時に注意すべき頚椎Distractive	Flexion損傷についての検討
Frequently missed distractive �exion injury of the cervical spine

大西 裕真（Yuma Onishi）、北 輝夫、高山 和士、坂中 秀樹、山野 慶樹
清恵会病院 整形外科

P6-9 キーガン型の頚椎症性椎間孔狭窄の2例
Report of two cases of Keegan-type cervical foraminal stenosis radiculopathy, operated on by posterior 
decompression using tubular retractor

山本 治郎（Jiro Yamamoto）1）、飯田 隆昭1）、竹内 文彦1）、山本 信孝1）、佐藤 秀次1）、高山 柄哲2）、
飯塚 秀明3）

1）医療法人社団 浅ノ川 金沢脳神経外科病院、2）地方行政独立法人 市立大津市民病院 脳神経外科、
3）金沢医科大学 脳神経外科

P6-10 C7部分椎弓切除後に遅発性棘突起基部骨折を来した2例についての検討
Two cases of delayed C7 fracture after dome laminectomy in laminoplasty

岩田 真治（Shinji Iwata）、尾上 信二、河野 兼久
愛媛県立中央病院 脳神経外科

15:00～16:00	 		一般	ポスター　感染症・その他
   Poster presentation  Infection/Other management

座長／Chairperson：野中康臣（YasuomiNonaka）　平和病院横浜脊椎脊髄病センター脳神経外科

P7-1 治療に難渋した後期高齢者の化膿性脊椎炎の一例
A case of dif�cult treatment of purulent spondylitis in elderly person

河岡 大悟（Taigo Kawaoka）
慶仁会 川崎病院 脊髄外科

P7-2 化膿性股関節炎から波及した腸腰筋膿瘍の1例
Iliopsoas abscess attributed to suppurative coxarthrosis: a case report

新村 学（Manabu Niimura）、光山 哲滝、櫻井 公典、梅林 猛、大田 快児
品川志匠会病院

P7-3 経椎弓根的膿瘍穿刺ドレナージにて診断に至った結核性脊椎炎の一例
A case of tuberculous spondylitis diagnose by transpedicle abscess puncture

呉 浩一（Kohichi Go）1,2）、高山 柄哲1）、五百蔵 義彦1）、吉岡 奈央1）、林 英樹1）

1）市立大津市民病院、2）静岡県立こども病院

P7-4 Crowned	dens症候群を成人～壮年期に繰り返し発症した一症例
A case of crowned dens syndrome occurred at comparatively younger age

宮原 孝寛（Takahiro Miyahara）、菊池 仁
公立八女総合病院 脳神経外科

P7-5 広範な脊髄硬膜外膿瘍の1例
A case of extensive spinal epidural absecess

田中 聡（Satoshi Tanaka）、権藤 学司、渡辺 剛史、田中 雅彦、堀田 和子、山本 一徹
湘南鎌倉総合病院 脳神経外科
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P7-6 腰仙椎部および頭蓋内に併発した慢性硬膜下血腫の1例
A case of concomitant sacrolumbar and intracranial chronic subdural hematoma

松岡 龍太（Ryuta Matsuoka）、山本 慎司、久我 純弘、大西 英之
大西脳神経外科病院 脳神経外科

P7-7 正常圧水頭症に対するシャント術後に頚髄神経根症を呈した一例
Cervical myeloradiculopathy following ventriculoperitoneal shunt for normal pressure hydrocephalus. Case report.

羽井佐 利彦（Toshihiko Haisa）、池田 律子
JR 東京総合病院 脳脊髄神経外科

P7-8 骨粗鬆症性脊椎椎体骨折に対する回復期リハビリテーション治療
Rehabilitation medicine for subacute stage of osteoporotic vertebral fracture

杉本 耕一（Koichi Sugimoto）
鎌ヶ谷総合病院 脳神経外科／リハビリテーション科

P7-9 年1回ビスホスホネート製剤の再投与率と再投与時急性期反応について
Repetition rate and the acute phase reaction of zoledronic acid infusion

五百蔵 義彦（Yoshihiko Ioroi）、高山 柄哲、林 英樹、吉岡 奈央、呉 浩一
市立大津市民病院 脳神経外科

P7-10 O-armを用いた手術支援―特に有用であった症例の検討―
Operation support with O-arm

谷岡 悟（Satoru Tanioka）1）、倉石 慶太2）、中野 芙美1）、辻 正範1）、田中 克浩1）、石田 藤麿1）、
霜坂 辰一1）

1）三重中央医療センター 脳神経外科、2）三重大学 脳神経外科
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6月20日（木）　第1日目
ポスター会場 2（エメラルドルームA）

15:00～16:00	 		一般	ポスター　合併症
   Poster presentation  Complication

座長／Chairperson：権藤学司（GakujiGondo）　湘南鎌倉総合病院

P8-1 骨粗鬆症患者の腹臥位手術で生じた胸骨骨折の3例
Sternal fracture caused by prone position surgery of patients with osteoporosis

隈元 真志（Shinji Kumamoto）1）、溝田 新吾2）、大田 正流2）、古市 将司2）、樋口 健吾3）、本家 秀文3）

1）福岡記念病院 脊髄脊椎外科、2）福岡記念病院 脳神経外科、3）福岡記念病院 整形外科

P8-2 上喉頭神経内枝麻痺を伴った上位頚椎前方手術後嚥下障害の1例
Dysphasia after anterior upper cervical surgery caused by internal laryngeal nerve palsy; a case report

伊藤 清佳（Sayaka Ito）、松井 宏樹、野々山 裕、深尾 繁治、木戸岡 実
京都岡本記念病院 脳神経外科

P8-3 脊椎手術中術後に硬膜損傷兆候なく、遠隔小脳出血を認めた症例の検討
Consideration of cases with distal cerebral hemorrhage without signs of dural injury during and after spinal surgery

大友 望（Nozomu Ohtomo）1）、河村 直洋2）、久野木 順一2）

1）三楽病院 整形外科、2）日本赤十字社医療センター 脊椎整形外科

P8-4 頚椎前方固定術後の急性頚椎硬膜外血腫の１例
A case of acute cervical epidural hematoma associated with anterior cervical decompression and fusion

鷺内 隆雄（Takao Sagiuchi）
イムス富士見総合病院 脳神経外科

P8-5 腰部脊柱管狭窄症手術における硬膜損傷修復の留意点　２例の検討
Dural injury during laminectomy for lumbar canal stenosis  Necessity and pitfall for its repair-2 cases

西 正吾（Shogo Nishi）
医療法人 沖縄徳洲会 吹田徳洲会病院 脳神経外科

P8-6 脊髄MRIにて大量の硬膜外髄液貯留を認めた腰椎穿刺後頭痛の1例
Post dural puncture headache with massive extradural �uid collection in spinal MRI

高石 吉將（Yoshiyuki Takaishi）1）、中溝 聡3）、鵜山 淳3）、森 達也3）、勝部 毅3）、近藤 威2）

1）慈恵会新須磨病院 脊髄治療センター、2）慈恵会新須磨病院 ガンマナイフ治療センター、
3）慈恵会新須磨病院 脳神経外科

P8-7 脊椎固定術後の癒合遅延に対してテリパラチドが有効であった2例
The effectiveness of teriparatide therapy for 2 case of delayed-union after spinal �xation

眞鍋 博明（Hiroaki Manabe）、豊嶋 敦彦、藤田 智昭、福田 美雪、佐々木 伸洋、上田 茂雄、黒田 昌之、
寳子丸 稔
信愛会 脊椎脊髄センター

P8-8 片側及び両側進入腰椎手術後の皮下空気は胸腰筋膜にそって広がる
Postoperative subcutaneous-perifascial air spread through thoracolumbar fascia in lumbar surgery of unilateral or 
bilateral approach

風間 健（Ken Kazama）、冨井 雅人、松島 忠夫、水野 順一
総合南東北病院 脳神経外科 低侵襲脊髄手術センター

P8-9 頚椎変性疾患手術後にC5麻痺を呈した症例の検討
C5 palsy after cervical spine decompression surgery: Single center experience and review

住吉 学（Manabu Sumiyoshi）、中川 洋、齋藤 孝次
釧路孝仁会記念病院 脳・脊髄脊椎センター
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P8-10 椎弓根スクリューにて腰動脈損傷をきたした1例
Lumbar artery injury by pedicle screw: a case report

渡辺 剛史（Tsuyoshi Watanabe）、権藤 学司、田中 雅彦、田中 聡、山本 一徹、堀田 和子
湘南鎌倉総合病院
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6月20日（木）　第1日目
ポスター会場 3（エメラルドルームB）

15:00～16:00	 		一般	ポスター　手術手技・先天疾患
   Poster presentation  Operative techniques/Congenital disorders

座長／Chairperson：松原年生（ToshioMatsubara）　三重大学脳神経外科学

P9-1 再発予防として「ハンモック法」を用いた胸椎脊髄ヘルニアの一手術例
Surgical technique for thoracic spinal cord herniation: the Hammock method. case report.

渡辺 憲幸（Noriyuki Watanabe）、阿久津 博義、坂倉 和樹、鶴淵 隆夫、松村 明
筑波大学 医学医療系 脳神経外科

P9-2 Tarlov	cystの外科治療におけるsacral	recapping	techniqueについて
Sacral recapping technique for sacral Tarlov cyst

二宮 貢士（Koshi Ninomiya）、芝本 和則
医療法人社団 清和会 笹生病院 脳神経外科

P9-3 内視鏡下に骨削除を施行した前縦靭帯骨化症の一手術例
A case of anterior longitudinal ligament ossi�cation in which bone deletion was performed under the endoscope

山本 真文（Masafumi Yamamoto）、服部 剛典、上瀧 義邦、古賀 誉久、森岡 基浩
久留米大学医学部脳神経外科

P9-4 片側椎弓切除による開窓で摘出を行った脊髄類皮嚢腫の一例
A case of spinal dermoid cyst resected with hemilaminectomy

馬越 通有（Michiari Umakoshi）、安原 隆雄、守本 純、冨田 陽介、河内 哲、藪野 諭、伊達 勲
岡山大学大学院 脳神経外科

P9-5 嚢胞性二分脊椎の治療成績
Outcome of cystic spina bi�da

関 俊隆（Toshitaka Seki）、浜内 祝嗣、山崎 和義、高宮 宗一朗、宝金 清博
北海道大学 医学部 脳神経外科

P9-6 両下肢麻痺をきたした脊髄硬膜内髄外腫瘍の一幼児例
An Infant case of spinal intradural extramedullary tumor with paraplegia

篠原 朋生（Tomoki Shinohara）1）、松井 誠司2）、重川 誠二2）、城賀本 敏宏3）、相原 香織3）、元木 崇裕3）

1）愛媛県立中央病院 脳神経外科、2）愛媛大学 医学部 脳神経外科、3）愛媛大学 医学部 小児科

P9-7 高齢で発症した後頭顆を含む後頭骨単一の線維性骨異形成の一例
A case report of monostotic �brous dysplasia at occipital bone involving condyle

濱田 万葉（Mayo Hamada）1）、長谷川 洋1）、森田 寛也1）、杉山 華子2）、乾 敏彦1）、山里 景祥1）、
竹島 多賀夫2）、北野 昌彦1）、富永 良子1）、富永 紳介1）

1）富永病院 脳神経外科、2）富永病院 脳神経内科・頭痛センター

P9-8 非典型的舌咽神経痛で発症した環軸脱臼の一例
A case of AAD with atypical glossopharyngeal neuralgia

杣 夏美（Natsumi Soma）1）、伊古田 雅史2）、山科 元滋2）、吉野 義一2）、神田 大1）、草鹿 元1）

1）東京臨海病院、2）自治医科大学付属さいたま医療センター 脳神経外科

P9-9 キアリ奇形1型の手術におけるデュラウェーブ®による硬膜再建の1例
A case report of Chiari malformation type 1 for dura reconstruction using Durawave®

冨田 陽介（Yousuke Tomita）、安原 隆雄、馬越 通有、金 恭平、守本 純、亀田 雅博、伊達 勲
岡山大学大学院 脳神経外科
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P9-10 診断に苦慮した頭蓋頚椎移行部endodermal	cystの一例
A case of endodermal cyst located in craniocervical junction which was dif�cult to make a diagnosis

加茂 徹大（Tetsuhiro Kamo）1）、笹森 徹1）、矢野 俊介1）、飛騨 一利1）、谷 道夫2）

1）札幌麻生脳神経外科病院 脳神経外科、2）北海道大学 腫瘍病理学教室
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6月20日（木）　第1日目
ポスター会場 4（エメラルドルームC）

15:00～16:00	 		一般	ポスター　脊椎脊髄損傷
   Poster presentation  Spine and spinal cord injury

座長／Chairperson：井上智夫（TomooInoue）　仙台医療センター脳神経外科

P10-1 新規骨粗鬆症性椎体骨折の入院時MRI所見と予後について
The relationship between MRI �ndings and outcome of Osteoporotic vertebral compression fracture

渡辺 剛史（Tsuyoshi Watanabe）、権藤 学司、田中 雅彦、堀田 和子、田中 聡、山本 一徹
湘南鎌倉総合病院

P10-2 非骨傷性頚髄損傷の治療成績
Outcome of cervical cord injury without radiographic abnormality

中村 歩希（Homare Nakamura）1）、工藤 忠2）、大久保 信治3）、川口 公悠樹1）、和久井 大輔1）、
小野寺 英孝1）、榊原 陽太郎1）、小林 博雄2）、田口 芳雄1）

1）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 脳神経外科、2）石岡循環器科脳神経外科病院 脳神経外科、
3）おおくぼ脳脊椎クリニック

P10-3 90歳以上の超高齢者の歯突起骨折の2例
Two cases of odontoid fracture in nonagenarians

藤田 健嗣（Kenji Fujita）、梶本 裕人、田中 潤、山本 大輔、三宅 茂
北播磨総合医療センター 脳神経外科

P10-4 微小外傷を契機とした小細胞癌硬膜外転移を伴う頸髄硬膜外血腫の１例
Spinal Epidural Hematoma with epidural metastasis: A Case Report

前嶋 竜八（Ryuya Maejima）、青山 正寛、上甲 眞宏、高安 正和
愛知医科大学 脳神経外科

P10-5 中下位頸椎脱臼に対する治療戦略
Treatment strategy for subaxial cervical facet dislocation

青木 一晃（Kazuaki Aoki）、亀井 裕介、梅田 靖之、山本 章貴、田代 晴彦
三重県立総合医療センター 脳神経外科

P10-6 上下に多発椎体骨折を伴う胸椎破裂骨折にたいするBKP治療
Baloon kyphoplasty for a thoracic vertebral fracuture with adjacent multiple vertebral fractures

景山 寛志（Hiroshi Kageyama）1）、安岡 宏樹2）

1）新久喜総合病院 脊髄脊椎外科、2）所沢明生病院 整形外科

P10-7 心肺蘇生後に内因性くも膜下出血と鑑別を要した環軸椎亜脱臼の一例
Cardiopulmonary arrest induced by atlantoaxial dislocation with subarachnoid hemorrhage

景山 寛志（Hiroshi Kageyama）1,2）、尾原 裕康3）、角本 孝介2）、谷口 俊介2）、安岡 宏樹4）、有本 裕彦2）

1）新久喜総合病院 脊髄脊椎外科、2）新久喜総合病院 脳神経外科、3）順天堂大学 脳神経外科、
4）所沢明生病院 整形外科

P10-8 激しい上肢痛を合併した頸髄損傷に対する早期手術
Early surgery of spinal cord injury with strong upper limb pain

雄山 隆弘（Takahiro Oyama）、高橋 立夫、宮澤 卓真、大島 良介、太田 慎次、浅井 琢美、須崎 法幸、
梶田 泰一
名古屋医療センター 脳神経外科

P10-9 成人環軸椎回旋位固定の診断と治療
Management of adult atlantoaxial rotatory �xation

菊地 奈穂子（Nahoko Kikuchi）1）、尾原 裕康2）、木村 孝興1）、松岡 秀典1）、水野 順一1）

1）新百合ヶ丘総合病院 脊椎脊髄末梢神経外科、2）順天堂大学 脳神経外科
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P10-10 頚部で脊髄を貫通した鍼灸針の治療経験
Cervical spinal cord injury caused by acupuncture needle

糸岐 一茂（Kazushige Itoki）1）、鳥飼 武司3）、金 彪1,2）

1）宇都宮脳脊髄センター、2）獨協医科大学病院 脳神経外科、3）名古屋市立大学大学院医学研究科 脳神経外科
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6月20日（木）　第1日目
ポスター会場 5（エメラルドルームD）

15:00～16:00	 		一般	ポスター　胸椎疾患
   Poster presentation  Thoracic spine

座長／Chairperson：村上友宏（TomohiroMurakami）　社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院

P11-1 脊髄ヘルニア3症例の治療経験
Treatment experience of spinal cord herniation. 3 cases report.

藤本 昌志（Masashi Fujimoto）、水野 正喜、鈴木 秀謙
三重大学 脳神経外科

P11-2 右側腹部痛のみを認めたThoracic	radiculopahtyの一例
A case of thoracic radiculopahty admitted only right �ank pain

石井 元規（Motonori Ishii）1）、西村 由介1）、江口 馨1）、永島 吉孝1）、粟屋 堯之1）、灰本 章一2）、
赤堀 翔3）、吉川 哲史4）、秦 誠宏3）、若林 俊彦1）

1）名古屋大学医学部付属病院 脳神経外科、2）愛知県がんセンター、3）さくら総合病院、4）総合青山病院

P11-3 狭心痛を呈した胸椎くも膜嚢胞と胸椎椎間板ヘルニアを合併した１例
A case of thoracic arachnoid cysts combined with thoracic disc herniation with symptoms like angina pain

佐々木 伸洋（Nobuhiro Sasaki）、豊嶋 敦彦、藤田 智昭、福田 美雪、上田 茂雄、眞鍋 博明、寳子丸 稔
信愛会脊髄脊椎センター 交野病院

P11-4 胸椎椎間板ヘルニアに対して経硬膜的ヘルニア摘出術を施行した1例
A case of thoracic disc herniation treated with the microsurgical transdural discectomy

藤井 啓太（Keita Fujii）、村田 英俊、佐藤 充、本郷 剛、宮崎 良平、岸本 真雄、中村 大志、池谷 直樹、
末永 潤、山本 哲哉
横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学

P11-5 脊椎硬膜外海綿状血管腫の一例
A case of epidural spinal cavernous hemangioma

中島 伸彦（Nobuhiko Nakajima）、大西 諭一郎、菅野 皓文、西 麻哉、藤原 翔、貴島 晴彦
大阪大学附属病院 脳神経外科

P11-6 不穏から麻痺症状が進行した頚胸椎硬膜外膿瘍の一例
Acute deteriorated hemiparesis due to Cervico-thoracic epidural abscess with restless

村上 友宏（Tomohiro Murakami）1）、金子 高久1）、早瀬 仁志1）、中川 洋2）、齋藤 孝次2）

1）社会医療法人 孝仁会 北海道大野記念病院 脊椎脊髄外科、
2）社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院 脳神経外科

P11-7 術後に脊髄腫脹を呈した特発性脊髄ヘルニアの1例
Idiopathic spinal cord herniation presenting postoperative cord swelling

三浦 勇（Isamu Miura）、久保田 基夫、譲原 雅人、竹林 研人、小原 亘太郎、橘 滋國
亀田総合病院 脊椎脊髄外科

P11-8 Thoracic	Intradural	Ganglion	Cystの一例
Thoracic Intradural Ganglion Cyst

櫻井 公典（Kiminori Sakurai）、大田 快児、新村 学、梅林 猛、土屋 直人、光山 哲滝
医療法人志匠会 品川志匠会病院
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P11-9 ポストポリオ症候群ミミック黄色靭帯骨化症による胸髄症手術例の報告
An operative case report of ossi�cation of the ligamentum �avum with thoracic myelopathy mimicking post-polio 
syndrome

濱田 康宏（Yasuhiro Hamada）、尾辻 亮介
山口赤十字病院

P11-10 当院における胸椎手術高位の誤認防止の手法
Technique for avoidance of wrong-level thoracic spine surgery in our hospital

府賀 道康（Michiyasu Fuga）1）、寺尾 亨1）、中山 陽介1）、佐々木 雄一1）、谷 諭2）、村山 雄一2）

1）厚木市立病院 脳神経外科、2）東京慈恵会医科大学 医学部 脳神経外科
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