
6月21日（金）　第2日目
第1会場（ロイトンホールAB）

8:30～10:00	 		シンポジウム	2　頚椎変性疾患の外科治療
   Symposium 2  Surgical treatment of cervical degenerative disorders

座長／Chairperson：飯塚秀明（HideakiIizuka）　金沢医科大学脳神経外科
飛驒一利（KazutoshiHida）　札幌麻生脳神経外科病院

SY2-1 症候性変形性頚椎症に対する手術治療
Surgical treatment for symptomatic cervical spondylosis

内門 久明（Hisaaki Uchikado）
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

SY2-2 頸椎椎弓形成術後に首下がり変形をきたす予測因子の検討
C2-7 SVA and T1 Slope are predictable factors of the dropped-head cervical deformity after laminoplasty

光山 哲滝（Tetsuryu Mitsuyama）1）、梅林 猛1）、大田 快児2）、河野 龍太2）、大島 功生2）

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

SY2-3 頚椎変性疾患に対する後方除圧固定術の治療成績
Surgical outcome of posterior cervical decompression and fusion for degenerative cervical spine disease

飯塚 秀明（Hideaki Iizuka）1）、飯田 隆昭2）、玉瀬 玲1）、佐藤 秀次2）

1）金沢医科大学 脳神経外科、2）金沢脳神経外科病院

SY2-4 頸椎前方固定術79椎間における	cage	subsidenceの原因と今後の対処法
Factors and treatment for cage subsidensce after  ACDF

赤堀 翔（Sho Akahori）1,2）、西村 由介1）、江口 馨1）、粟屋 尭之1）、永島 吉孝1）、石井 元規1）、秦 誠宏2）、
若林 俊彦1）

1）名古屋大学 脳神経外科、2）さくら総合病院 脳神経外科

SY2-5 頸椎症性神経根症に対する前側方除圧術：神経孔完全除圧法
Anterolateral foraminal decompression with complete removal of uncovertebral joint for cervical radiculopathy

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

SY2-6 頚椎後縦靭帯骨化症前方手術における合併症の危険因子と対処法
Risk factors of the complications after a removal of the cervical OPLL by anterior approach

菅原 卓（Taku Sugawara）1）、東山 巨樹1）、遠藤 拓朗1）、田村 晋也2）、鈴木 隼士3）、師井 純太1）、
石川 達哉1）

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

SY2-7 大きな連続型・混合型頸椎後縦靭帯骨化症に対して固定術は必要か
Is the �xation surgery necessary for large continuous type / mixed type cervical OPLL?

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

SY2-8
（指定演題）

Management	of	Degenerative	Cervical	Myelopathy:	State	of	the	Art	-	Future	
Directions
Michael G. Fehlings
University of Toronto, Toronto Western Hospital, Division of Neurosurgery
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10:00～11:30	 		シンポジウム	3　脊髄損傷の外科治療
   Symposium 3  Surgical treatment of spinal cord injury

座長／Chairperson：秋山雅彦（MasahikoAkiyama）　札幌禎心会病院脊椎・脊髄末梢神経センター
鈴木晋介（ShinsukeSuzuki）　仙台医療センター

SY3-1 頚椎・頚髄損傷に対する治療戦略：自験手術123例の後方視的解析
The treatment strategy for cervical spine and spinal injury-Retrospective analysis in 123 surgical cases-

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

SY3-2 後期高齢者非骨傷性頚髄損傷に対する積極的急性期手術の成績と課題
Acute surgical decompression for cervical spinal cord injury without bony injury in the elderly aged 75 or over

山本 慎司（Shinji Yamamoto）、久我 純弘、松岡 龍太、兒玉 裕司、西岡 利和、大西 宏之、高橋 賢吉、
大西 英之
大西脳神経外科病院 脳神経外科

SY3-3 高齢者頚髄損傷の特徴　-若年者との治療成績の比較-
Characteristics of cervical spinal cord injury in elderly patients

八木 貴（Takashi Yagi）1）、仙北谷 伸朗1）、舘岡 達1）、福田 憲人1）、吉岡 秀幸1）、木内 博之1）、
堀越 徹2）

1）山梨大学 医学部 脳神経外科、2）西島病院 脳神経外科

SY3-4 脊椎脊髄外傷治療　迅速な診断と低侵襲治療を目指して
Report for the usefulness of Hybrid-ER on treatment of Spinal Cord Injury patients

岩瀬 正顕（Masaaki Iwase）1）、須山 武裕1）、島田 志行1）、李 一1）、淺井 昭雄2）

1）関西医科大学総合医療センター 脳神経外科、2）関西医科大学 脳神経外科学講座

SY3-5
（指定演題）

北海道における脊髄損傷と外科治療　日本に二つしかない専門施設から
Present status of surgical treatment for spinal cord injury in Hokkaido - The report from one of only two special 
center in Japan

須田 浩太（Kota Suda）
北海道せき損センター

SY3-6
（指定演題）

再生医療を前提とした脊髄外傷の急性期外科治療
Acute phase surgical  treatment of spinal trauma premised on regenerative medicine

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

SY3-7
（指定演題）

Early	decompression	for	cervical	spinal	cord	injury
Kyoung-Suok Cho
Department of Neurosurgery, Uijeongbu St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea

15:40～17:40	 		シンポジウム	4　腰椎変性疾患の外科治療
   Symposium 4  Surgical treatment of Lumbar degenerative disorders

座長／Chairperson：原政人（MasahitoHara）　愛知医科大学脊椎脊髄センター
尾原裕康（YukohOhara）　順天堂大学脳神経外科

SY4-1 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
Long follow up results of unilateral hemilaminotomy for lumbar canal stenosis

前島 貞裕（Sadahiro Maejima）1）、永岡 右掌1）、角 光一郎2）、佐藤 祥史2）、吉野 篤緒2）、片山 容一2）

1）独立行政法人国立病院機構埼玉病院脳神経外科、2）日本大学医学部脳神経外科
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SY4-2 画像診断困難な腰椎変性疾患の診断と治療成績
Diagnosis and treatment outcome of lumbar degenerative diseases that are dif�cult to diagnose on routine 
magnetic resonance imaging

張 漢秀（Han Soo Chang）、須永 梓、榊原 夢太郎、神部 茉由、馬場 胤典、反町 隆俊、松前 光紀
東海大学 脳神経外科

SY4-3 経皮的内視鏡腰椎ヘルニア摘出術（PELD）の適応~遊走型と巨大正中型~
Indication and limitation of  Percutaneous endoscopic lumbar discectomy（PELD） aboutMigration and Central huge 
type

西村 泰彦（Yasuhiko Nishimura）1）、久保 謙二1）、水野 順一2）

1）和歌山向陽病院 脳神経外科 脊椎脊髄外科センター、2）新百合ヶ丘総合病院 脊椎脊髄末梢神経外科

SY4-4 経皮的内視鏡を用いた脊柱管拡大術および椎体間固定術
Laminoplasty and intervertebral fusion using percutaneous endoscopy

伊藤 不二夫（Fujio Ito）1）、竹内 幹伸1）、清水 賢三1）、伊藤 全哉1）、中村 周1）、柴山 元英1）、山田 実1）、
吉松 弘喜1）、三浦 恭志2）

1）あいちせぼね病院、2）東京腰痛クリニック

SY4-5 腰椎変性疾患に対する手術治療
Surgical strategy for degenerative lumbar disorders

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

SY4-6 変性辷りを伴う腰部脊柱管狭窄症に対する片側進入両側除圧術の有効性
Ef�cacy of unilateral laminectomy for bilateral decompression for lumbar spinal stenosis with degenerative 
spondylolisthesis

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

SY4-7 不安定性の存在が示唆される腰椎変性疾患に対する術式選択と長期成績
Degenerative spondylolisthesis, scoliosis and disc disease does not affect the long-term outcome of surgical 
treatment in patient with lumbar canal stenosis

上田 茂雄（Shigeo Ueda）、豊嶋 敦彦、福田 美雪、藤田 智昭、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 交野病院

SY4-8 成人脊柱変形に対するOLIFとPPSを用いた変形矯正固定術の治療成績
Oblique lumbar interbody fusion combined with minimally invasive percutaneous posterior instrumentation for adult 
spinal deformity

深谷 賢司（Kenji Fukaya）1）、長谷川 光広2）

1）綾部ルネス病院、2）藤田医科大学脳神経外科

SY4-9 腰椎変性すべり症の低侵襲除圧術の中長期成績-固定術の適応再考-
Mid- and long-term result of a minimally invasive posterior decompression alone for lumbar degenerative 
spondylolisthesis - reconsideration of the fusion criteria -

乾 敏彦（Toshihiko Inui）1）、古部 昌明2）、北島 大悟1）、長尾 紀昭1）、谷 将星2）、森田 寛也2）、
松田 康2）、富永 良子2）、北野 昌彦2）、富永 紳介2）

1）社会医療法人寿会 富永病院 脳神経外科 脊椎脊髄治療センター、2）社会医療法人寿会 富永病院 脳神経外科

SY4-10 腰椎椎体間固定後の終板変化　インプラントと溶骨性変化の発生率
Postoperative osteolytic change of vertebral endplate after lumbar interbody fusion

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

75



6月21日（金）　第2日目
第2会場（エンプレスホール）

8:30～9:30	 		一般	口演　内視鏡手術
   Oral presentation  Endoscopic surgery

座長／Chairperson：西村泰彦（YasuhikoNishimura）　和歌山向陽病院脳神経外科脊椎脊髄外科センター

O15-1 経皮的内視鏡下胸椎椎間板ヘルニア摘出術（PETD）
Percutaneous Endoscopic Thoracic Discectomy （PETD）
西村 泰彦（Yasuhiko Nishimura）1）、久保 謙二1）、水野 順一2）

1）和歌山向陽病院 脳神経外科 脊椎脊髄外科センター、2）新百合ヶ丘総合病院 脊椎脊髄末梢神経外科

O15-2 胸髄腹側病変に対する内視鏡併用手術
Endoscopic combination surgery for ventral lesions of the thoracic spinal cord

玉瀬 玲（Akira Tamase）、立花 修、高田 翔、白神 俊祐、岡本 一也、飯塚 秀明
金沢医科大学 脳神経外科

O15-3 脊柱管内腰椎椎間板ヘルニア内視鏡摘出術経椎間孔outside-in法の経験
Early experience of full-endoscopic discectomy via a transforaminal outside-in approach for intracanal lumbar disc 
herniation

横須賀 純一（Junichi Yokosuka）1）、古閑 比佐志1）、高野 裕一1）、稲波 弘彦2）

1）岩井整形外科内科病院、2）岩井医療財団

O15-4 腰椎椎間板正中型巨大ヘルニアに対する経皮内視鏡手術
Percutaneous endoscopic discectomy for the lumbar midline huge herniated disc

木村 孝興（Takaoki Kimura）1）、尾原 裕康1,2）、松岡 秀典1）、菊地 奈穂子1）、水野 順一1）

1）新百合ヶ丘総合病院 低侵襲脊髄手術センター、2）順天堂大学 医学部 脳神経外科

O15-5 経皮内視鏡下脊椎手術で4Kカメラシステムは有効か？
Is 4K CCD system effective for PED surgery?

尾原 裕康（Yukoh Ohara）1,2）、原 毅1）、木村 孝興2）、菊地 奈穂子2）、岡崎 敏之2）、松岡 秀典2）、
水野 順一2）

1）順天堂大学 脳神経外科 脊椎脊髄センター、2）新百合ヶ丘総合病院 低侵襲脊髄手術センター

O15-6 Percutaneous	endoscopic	lumbar	discectomy術後再発例に関する検討
Recurrent lumbar disc hernia after percutaneous endoscopic lumbar discectomy

服部 剛典（Gohsuke Hattori）1）、山本 真文1）、宮原 孝寛2）、内門 久明3）、森岡 基浩1）

1）久留米大学 医学部 脳神経外科、2）公立八女総合病院、3）うちかど脳神経外科クリニック

O15-7 腰椎椎間孔狭窄に対する経皮的内視鏡下神経根除圧術の短期成績
Percutaneous endoscopic lumbar foraminoplasty （PELF） against lumbar foraminal stenosis （LFS）: short term 
results

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

O15-8 L5/S1椎間板ヘルニアに対するFESS-PLAの術前アプローチ検討
Preoperative design for the posterolateral approach in full-endoscopic spine surgery （FESS） for the treatment of 
L5/S1 lumbar disc herniation

古閑 比佐志（Hisashi Koga）1,2 ,3）、稲浪 弘彦2,3）

1）岩井 FESS クリニック、2）岩井整形外科内科病院、3）稲浪脊椎関節病院
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9:30～10:30	 		一般	口演　手術手技	1
   Oral presentation  Operativel technique 1

座長／Chairperson：高見俊宏（ToshihiroTakami）　大阪市立大学脳神経外科

O16-1 脊髄外科手術におけるC-arm	cone-beam	CTの使用経験
Usefulness of C-arm cone-beam CT for spinal operations

馬場 胤典（Tanefumi Baba）、張 漢秀、神部 茉由、榊原 夢太郎、須永 梓、反町 隆俊、松前 光紀
東海大学 医学部 脳神経外科

O16-2 術中2D透視ナビゲーションシステムの有効性と問題点
The clinical performance of 2D �uoroscopy based navigation

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

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

O16-3 脊椎固定術におけるDSAハイブリッドシステムとOアームの比較研究
Intraoperative image guidance in spine fusion surgery: Comparative study of DSA hybrid and O arm

下本地 航（Wataru Shimohonji）
大阪市立大学 大学院 医学研究科 脳神経外科

O16-4 Exoscopeを用いた新たなSpinal	surgeryの経験と展望
Experience and perspective of a new spinal surgery using a high-de�nition exoscope

宮岡 嘉就（Yoshinari Miyaoka）、伊東 清志、中村 卓也、藤井 雄、花岡 吉亀、荻原 利浩、堀内 哲吉
信州大学 医学部 脳神経外科

O16-5 ORBEYEを用いた脊髄外科手術：初期使用経験に基づく有用性と問題点
Initial Experiences in Spinal Surgery using ORBEYE

豊田 真吾（Shingo Toyota）、瀧 琢有、森 鑑二、熊谷 哲也、小林 真紀、黒田 秀樹、岩田 貴光
関西ろうさい病院 脳神経外科

O16-6 脊椎脊髄外科領域においてOrbeyeは顕微鏡に代わりうるか
Lessons learned using a 4K-3Dimensional Exoscope for spinal surgery

朝本 俊司（Shunji Asamoto）1,2 ,3）、武藤 淳1）、荒井 孝至1,2 ,3）、村松 広行1,2）、遠藤 孝裕2）、岡村 康之2）、
川村 典義2）、荒井 好範2）、福井 康之3）、川俣 貴一4）

1）藤田医科大学 脳神経外科、2）牧田総合病院 脳神経外科、3）牧田総合病院 脊椎脊髄センター、
4）東京女子医大病院 脳神経外科

O16-7 脊髄内視鏡手術の工夫と注意点の検討
Surgical techniques for Endoscopic spine surgery

新 靖史（Yasushi Shin）、宮座 静香、白石 祐基、高 由美、佐々木 弘光、岸 昌宏、鄭 倫成、井上 美里、
明田 秀太、米澤 泰司
大阪警察病院 脳神経外科

O16-8 “関節鏡手術器具”による新しい内視鏡下へルニア摘出手術
New endoscopic lumbar discectomy performed by arthroscopy instruments

吉水 隆貴（Takaki Yoshimizu）、佐々木 寛二、水野 哲太郎、野坂 潮、人羅 俊明、渡邊 水樹
聖隷浜松病院 せぼねセンター
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10:30～11:30	 		一般	口演　手術手技	2
   Oral presentation  Operativel technique 2

座長／Chairperson：川西昌浩（MasahiroKawanishi）　医仁会武田総合病院脳神経外科

O17-1 腰椎側方椎体間固定術の間接除圧効果と矯正効果に対する画像学的検討
Image study on indirect elimination effect and correction effect of lumbar lateral interbody fusion

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

O17-2 胸腰椎前方側方進入椎体間固定術に関連する呼吸器合併症の検討
Investigation of respiratory complications related to approach of Anterior and Lateral Approach Thoraco-Lumbar 
Spinal Surgery

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

O17-3 胸腰椎移行部における低侵襲前方置換術の術後呼吸器合併症の検討
Respiratory complications after anterior corpectomy to thoracolumbar spine

梅林 猛（Takeshi Umebayashi）、光山 哲滝、熊野 潔
品川志匠会病院 脊椎外科

O17-4 骨粗鬆症椎体に対する骨セメントによる経皮的椎弓根スクリューの補強
Cement augmentation of percutaneous pedicle screw �xation for osteoporotic spine

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

O17-5 Navigation	systemを使用した経皮的椎弓根スクリュー挿入
Percutaneous pedicle screw implantation  with  intraoperative navigation system

山川 功太（Kota Yamakawa）、伊藤 康信、沼澤 真一、赤須 功、渡邉 貞義
総合東京病院

O17-6 ニードル等が不要のMIS腰椎椎弓根スクリュー“PRIME”の使用経験
MIS Pedicle screwing without needle, guidewire and tapping

沼澤 真一（Shinichi Numazawa）1）、伊藤 康信1）、山川 功太1）、赤須 功1）、酒井 淳1）、松崎 粛統1）、
渡邉 貞義1）、渡邉 一夫2）

1）医療法人 健貢会 総合東京病院 脳神経外科、2）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

O17-7 BESS（Bi-portal	Endoscopic	Spine	Surgery）は高度肥満に有効か？
IBESS（Bi-portal Endoscopic Spine Surgery） is effective for severe obesity

野坂 潮（Ushio Nosaka）、佐々木 寛二、渡邊 水樹、人羅 俊明、水野 哲太郎、吉水 隆貴
聖隷浜松病院 整形外科せぼねセンター

O17-8 経皮的	sacral	alar	iliac	screw	を用いた腰仙椎固定術
Lumbosacral �xation using percutaneous sacral alar iliac screw

井上 崇文（Takafumi Inoue）1）、浅見 直規2）、高橋 雄一3）、西田 憲記4）

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

78



11:40～12:40	 		ランチョンセミナー	4　<参照P.35>
   Luncheon Seminar 4

共催：HOYATechnosurgical 株式会社／株式会社アムテック
Co-sponsoredbyHOYATechnosurgicalCorporation／AmmtecInc.

14:40～15:40	 		アフタヌーンセミナー	1　<参照P.36>
   Afternoon Seminar 1

共催：ニューベイシブジャパン株式会社
Co-sponsoredbyNuVasiveJapanK.K.

15:40～16:40	 		一般	口演　脊髄動静脈奇形	1
   Oral presentation  Spinal AVM 1

座長／Chairperson：髙井敬介（KeisukeTakai）　東京都立神経病院脳神経外科

O18-1 脊髄硬膜/硬膜外AVFの診断と治療：多施設共同研究による355例の解析
Diagnosis and treatment of spinal dural and epidural arteriovenous �stulas: a multicenter cohort study of 355 cases

高井 敬介（Keisuke Takai）、谷口 真
東京都立神経病院 脳神経外科

O18-2 脊髄硬膜/硬膜外AVFの診断と治療：神経病院と東大病院の61例の解析
Diagnosis and treatment of spinal dural and epidural arteriovenous �stulas: 61 cases from Tokyo Metropolitan 
Neurological Hospital and the University of Tokyo Hospital

高井 敬介（Keisuke Takai）1）、石川 治2）、斉藤 延人2）、谷口 真1）

1）東京都立神経病院 脳神経外科、2）東京大学医学部附属病院 脳神経外科

O18-3 胸腰椎における硬膜あるいは硬膜外動静脈瘻の臨床学的特徴
Thoracolumbar Dural and Epidural AVF, Clinical Characteristics

遠藤 俊毅（Toshiki Endo）1）、佐藤 健一2）、井上 智夫3）、冨永 悌二4）

1）広南病院 脳神経外科、2）広南病院 血管内脳神経外科、3）仙台医療センター 脳神経外科、
4）東北大学大学院 神経外科学分野

O18-4 2009-2018年の当院における胸椎・腰椎硬膜動静脈瘻と硬膜外動静脈瘻
Dural- or epidural arteriovenous �stula in thoracic and lumbar spine in our hospital between 2009 and 2018

大隣 辰哉（Tatsuya Ohtonari）1）、大田 慎三2）、北川 雄大1,3）、西原 伸治1）

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

O18-5 脊髄動静脈瘻の治療成績
Outcome of spinal arteriovenous �stula

関 俊隆（Toshitaka Seki）1）、浜内 祝嗣1）、山崎 和義1）、高宮 宗一朗1）、飛騨 一利2）、青山 剛3）、
笹森 徹2）、宝金 清博1）

1）北海道大学 医学部 脳神経外科、2）札幌麻生脳神経外科病院、3）手稲渓仁会病院

O18-6 脊髄動静脈奇形のシャント根治率：過去10年間の単独施設後方視的解析
Complete occlusion rates of spinal arteriovenous malformations: retrospective analysis during a 10-year period

渡部 祐輔（Yusuke Watanabe）1）、高見 俊宏1）、内藤 堅太郎1）、有馬 大紀1）、川上 太一郎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
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O18-7 脊髄硬膜動静脈瘻に対する治療成績の検討
Clinical presentation and treatment outcome of spinal dural arteriovenous �stulas

光原 崇文（Takafumi Mitsuhara）1）、山畑 仁志2）、山口 智3）、武田 正明1）、森 正如2）、吉本 幸司2）、
栗栖 薫1）

1）広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 脳神経外科学、2）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科学、
3）Department of Neurosurgery, University of Iowa Hospitals and Clinics

O18-8 選択的経動脈的ICG撮影が有用であった頚部硬膜動静脈瘻の1例
A case of cervical dural arteriovenous �stula diagnosed by selective trans-arterial indocyanine green 
videoangiography

舟越 勇介（Yusuke Funakoshi）、波多野 武人、安藤 充重、千原 英夫、瀧田 亘、徳永 敬介、橋川 拓郎、
鎌田 貴彦、東 英司、永田 泉
小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

16:40～17:40	 		一般	口演　脊髄動静脈奇形	2
   Oral presentation  Spinal AVM 2

座長／Chairperson：遠藤俊毅（ToshikiEndo）　仙台医療センター脳神経外科

O19-1 当院における脊髄硬膜動静脈瘻の治療成績
Treatment results of  spinal dural or extra dural arteriovenous �stula

江口 馨（Kaoru Eguchi）、西村 由介、粟屋 堯之、永島 吉孝、石井 元規、若林 俊彦
名古屋大学 医学部 脳神経外科

O19-2 脊髄硬膜動静脈瘻に対する治療成績の検討
Surgical Outcome of Spinal Dural AVF

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

O19-3 脊髄硬膜動静脈瘻に対する直達手術による流出静脈離断術の検討
Surgical management strategy for spinal dural arteriovenous �stula

本多 文昭（Fumiaki Honda）、藍原 正憲、清水 立矢、好本 裕平
群馬大学 医学部 脳神経外科

O19-4 胸腰仙椎の脊髄硬膜および脊髄硬膜外動静脈瘻の外科的治療経験
Surgical treatment of spinal dural or extradural arteriovenous �stulas in the thoracic, lumbar, and sacral spine

松井 誠司（Seishi Matsui）1）、重川 誠二1）、篠原 直樹2）、松原 一郎3）、國枝 武治1）

1）愛媛大学 医学部 脳神経外科、2）HITO 病院 脳神経外科、3）貞本病院 脳神経外科

O19-5 胸腰仙椎の脊髄硬膜および硬膜外動静脈瘻の経験
Spinal dural and epidural arteriovenous �stulas

内門 久明（Uchikado Hisaaki）
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

O19-6 脊髄硬膜動静脈瘻と脊髄硬膜外動静脈瘻の治療比較
The comparison of the treatment results of SDAVF and SEDAVF

川口 礼雄（Reo Kawaguchi）1）、宮地 茂1,2）、青山 正寛1）、松尾 直樹1）、大島 共貴2）、高安 正和1）

1）愛知医科大学 医学部 脳神経外科、2）愛知医科大学 医学部 脳血管内治療センター

O19-7 脊髄辺縁部・神経根動静脈瘻の術前画像診断と血管内・外科治療成績
Clinical outcome of endovacular and open surgery for spinal perimedullary arteriovenous �stula and and radicular 
arteriovenous �stula

佐藤 慎祐（Shinsuke Sato）1）、新見 康成2）、望月 達城1）、吉田 啓佑2）、島 彰吾2）、劉 美憬1,2）、
井上 龍也1,2）、桑本 健太郎1,2）、岡田 芳和1）

1）聖路加国際病院 脳神経外科、2）聖路加国際病院 神経血管内治療科
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O19-8 遠隔性静脈還流障害による球麻痺で発症した胸髄硬膜動静脈瘻の一例
Remote Brainstem Congestion caused by Thoracic Dural Areriovenous Fistula; a Case Report

佐々木 慶介（Keisuke Sasaki）1）、井上 智夫1）、西嶌 泰生1）、鈴木 晋介1）、井上 敬1）、遠藤 俊毅2）、
江面 正幸1）、上之原 広司1）、冨永 悌二3）

1）仙台医療センター 脳神経外科、2）広南病院 脳神経外科、3）東北大学大学院 医学系研究科 神経外科学分野

81



6月21日（金）　第2日目
第3会場（リージェントホール）

8:30～9:30	 		一般	口演　感染症・合併症
   Oral presentation  Infection/Complication

座長／Chairperson：菅原淳（AtsushiSugawara）　岩手医科大学脳神経外科

O20-1 頸椎における化膿性脊椎炎の検討
The study of cervical pyogenic spondylitis

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

O20-2 手術を施行した化膿性脊椎炎8例の検討
8 operative cases of vertebral osteomyelitis

大井 政芳（Masayoshi Oi）1）、北浜 義博2）、中島 裕子3）、横山 徹夫1）

1）すずかけセントラル病院 脳神経外科、2）市立御前崎総合病院 脊椎センター、3）聖隷沼津病院 脳脊髄外科

O20-3 化膿性椎体椎間板炎に対する積極的外科治療
Multiple and conbined surgical treatment for pyogenic spondylodiscitis

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

O20-4 胸腔内との関連が示唆された難治性胸椎硬膜外膿瘍の1例
Acute thoracic epidural in�ammation extending to intrathoracic space resistant to any antibiotics

須崎 法幸（Noriyuki Suzaki）1）、高橋 立夫1）、梶田 泰一1）、大野 真佐輔1）、浅井 琢美1）、太田 慎次1）、
雄山 隆弘1）、加藤 美奈子1）、関 幸雄2）、山田 有里紗3）

1）独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター 脳神経外科、
2）独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター 呼吸器外科、
3）独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター 呼吸器内科

O20-5 化膿性脊椎炎治療における内視鏡下椎間板摘出ドレナージ術の有効性
Percutaneous Endscopic Discectomy and Drainage for Pyogenic Spondylitis

城阪 佳佑（Keisuke Shirosaka）、大西 洋平、吉村 政樹、鶴野 卓史
八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

O20-6 Balloon	kyphoplasty	（BKP）の合併症
Complications of balloon kyphoplasty

秋山 雅彦（Masahiko Akiyama）
札幌禎心会病院 脊椎・脊髄末梢神経センター

O20-7 PLIF＋PSにおける持続硬膜外ドレナージの感染予防効果の検討
Ef�cacy of continuous epidural drainage to prevent infection in PLIF+PS

吉田 耕一郎（Koichiro Yoshida）、山本 康洋、庄田 基
八千代病院 脊椎脊髄疾患センター

O20-8 当院での脊椎脊髄術後のSSI-鑑別に苦慮した症例からの考察
Surgical site infection in our hospital, especially about the initial diagnosis from a  dif�cult case to diagnose

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

82



9:30～10:30	 		一般	口演　末梢神経
   Oral presentation  Peripheral nerve

座長／Chairperson：金景成（KyongsongKim）　日本医科大学千葉北総病院脳神経外科

O21-1 大腿神経絞扼性障害に対する外科的治療
Surgical treatment for femoral nerve entrapment neuropathy

篠永 正道（Masamichi Shinonaga）1）、善積 哲也1）、菅野 洋1）、小佐野 靖己2）

1）国際医療福祉大学熱海病院 脳神経外科、2）湘南藤沢徳州会病院

O21-2 絞扼性末梢神経障害と腰椎周辺疾患が患者QOLへ及ぼす影響
The impact of entrapment neuropathy and para-lumbar disease to patient QOL

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）、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）帝京大学附属病院 脳神経外科、
4）日本医科大学 脳神経外科

O21-3 ICGが有用であった足根管症候群の手術例	-vascular	decompression法
Tarsal tunnel syndrome treated with vascular decompression using ICG

三木 浩一（Koichi Miki）1,3）、井須 豊彦1）、金 景成2）、藤原 史明1,3）、松本 順太郎3）、伊藤 雅基1）、
磯部 正則1）、井上 亨3）

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

O21-4 当科における足根管症候群初期手術症例の検討
Analysis of initial operative cases of tarsal tunnel syndrome in our department

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

O21-5 当院における胸郭出口症候群の診断と外科的治療方法
Diagnosis and surgical management of patients with thoracic outlet syndrome in our institution

寺尾 亨（Tohru Terao）1）、石井 卓也1）、加藤 直樹1）、斉藤 江美子1）、佐々木 雄一1）、府賀 道康1）、
中山 陽介1）、谷 諭2）、村山 雄一2）、藤田 周佑1）

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

O21-6 非典型的な臨床経過を示した総腓骨神経障害の2手術例
Two cases of common peroneal nerve dysfunction that manifested for unusual clinical course

藤田 周佑（Shusuke Fujita）1,2）、寺尾 亨1）、佐々木 雄一1）、府賀 道康1）、村山 雄一3）

1）厚木市立病院、2）富士市立中央病院 脳神経外科、3）東京慈恵会医科大学付属病院 脳神経外科

O21-7 歩行分析計を用いた腰下肢絞扼性末梢神経障害の術後歩行評価
Postoperative gait analysis of patients with peripheral entrapment neuropathies

石垣 大哉（Daiya Ishigaki）1）、菅原 淳2）、藤原 俊朗2）、小笠原 邦昭2）

1）JA 秋田厚生連 かづの厚生病院 脳神経外科、2）岩手医科大学 脳神経外科

O21-8 ギオン管症候群の一例
A case of Guyon's canal syndrome

金谷 貴大（Takahiro Kanaya）1）、森本 大二郎1）、築山 敦1）、喜多村 孝雄1）、國保 倫子2）、金 景成2）、
井須 豊彦3）、森田 明夫1）

1）日本医科大学脳神経外科、2）日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター、3）釧路労災病院 脳神経外科
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10:30～11:30	 		一般	口演　腰椎・その他
   Oral presentation  Lumbar spine/Other disorders

座長／Chairperson：久保田基夫（MotooKubota）　亀田総合病院脊椎脊髄外科

O22-1 「しびれクリニック」としての脳神経外科の開業の現状
Current status of Shibire-out patient clinic of one neurosurgeon

野地 雅人（Masato Noji）
のじ脳神経外科・しびれクリニック

O22-2 当院における超高齢者に対する固定術の治療成績
Treatment outcome for ultra elderly in Nagoya Medical Center

太田 慎次（Shinji Ota）、高橋 立夫、雄山 隆弘、大野 真佐輔、須崎 法幸
独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 脳神経外科

O22-3 我が国における脊椎脊髄手術症例の高齢化に関する予測
Prediction about aging of spinal surgical case in Japan

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

O22-4 当院における椎体骨骨折に対する経皮的椎体形成術の実施と経過
Implementation and its course of percutaneous vertebral plasty for vertebral fracture in our hospital

伊藤 圭介（Keisuke Ito）1）、武藤 淳1）、早川 基治1）、廣瀬 雄一1）、井上 辰志2）

1）藤田医科大学 医学部 脳神経外科、2）藤田医科大学 医学部 脊椎・脊髄科

O22-5 脊椎・脊髄ドックの有用性と必要性
Usefulness and necessity of spine dock

伊藤 不二夫（Fujio Ito）1）、伊藤 全哉1）、柴山 元英1）、中村 周1）、山田 実1）、清水 賢三1）、吉松 弘喜1）、
竹内 幹伸1）、三浦 恭志2）

1）あいちせぼね病院、2）東京腰痛クリニック

O22-6 骨粗鬆症リエゾンサービス：啓蒙活動から地域連携に結び付いた事例
Osteoporosis liaison service:The case report that enlightenment activities led to regional collaboration

石川 修平（Shuhei Ishikawa）1）、川上 由美2）、磯村 将也2）、川井 麻里2）、船木 麻美3）、齋東 清道4）、
久保田 基夫5）

1）亀田総合病院 リハビリテーション室、2）亀田総合病院 看護部、3）亀田総合病院 薬剤部、
4）亀田総合病院 地域医療支援部 総合相談室、5）亀田総合病院 診療部 脊椎脊髄外科

O22-7 腰椎症に対する10秒足踏みテスト及びOptoGait歩行解析による動的評価
Ten second step test and dynamic evaluation by OptoGait System for lumbar degenerative diseases

小坂 健二（Kenji Kosaka）1）、森脇 崇2,3）、菅野 皓文3）、神澤 佑哉1）、坂本 森1）、八木 佑城1）、
森 英人1）、藤原 翔3）、大西 諭一郎3）、中尾 和民2）

1）河内総合病院 リハビリテーション部、2）河内総合病院 脳神経外科、3）大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科

O22-8 腰椎後方固定術での術前準備時間と手術時間短縮への看護師の取り組み
Preparation for posterior lumbar �xation surgery

井上 紗和子（Sawako Inoue）
独立行政法人 三重県立総合医療センター 手術室
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11:40～12:40	 		ランチョンセミナー	5　<参照P.35>
   Luncheon Seminar 5

共催：株式会社エリクエンスインターナショナル／株式会社ナカニシ／リチャードウルフ株式会社
Co-sponsoredbyelliquenceinternationalInc.／NAKANISHIINC.／RichardWolfK.K.

14:40～15:40	 		アフタヌーンセミナー	2　<参照P.36>
   Afternoon Seminar 2

共催：ジンマー・バイオメット合同会社
Co-sponsoredbyZimmerBiomet

15:40～16:40	 		一般	口演　術中モニタリング・先天奇形
   Oral presentation  Intraoperative monitoring/Congenital disorders

座長／Chairperson：朴永銖（Young-SooPark）　奈良県立医科大学脳神経外科

O23-1 脊髄手術中MEPモニタリングにおける末梢神経刺激CMAP補正の有用性
Review of normalization by compound muscle action potential after peripheral nerve stimulation on transcranial 
motor-evoked potential monitoring during spinal surgery

田中 聡（Satoshi Tanaka）1,2）、玉木 正裕2）、高梨 淳子3）、岡 秀宏4）、橋本 亮5）、秋元 治朗5）

1）帝京平成大学 健康医療スポーツ学部 作業療法学科、2）イムス三芳総合病院 脳神経外科、
3）北里大学 メディカルセンター 中央検査科、4）北里大学 メディカルセンター 脳神経外科、
5）総合病院 厚生中央病院 脳神経外科

O23-2 頸椎前方基本手技～迷走、反回神経麻痺を防ぐ
Basic procedure of ACDF~ Prevent vagus and recurrent nerve paralysis

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

O23-3 経頭蓋電気刺激運動誘発電位モニタリングの電極による有効性比較
Comparison of effectiveness of transcranial electric motor evoked potential for spine surgery based on different 
electrodes

吉川 哲史（Satoshi Yoshikawa）1）、西村 由介2）、野村 契1）、江口 馨2）、龍 浩志1）

1）総合青山病院 脳脊髄センター、2）名古屋大学 医学部 脳神経外科

O23-4 小児先天奇形疾患に対する術中脊髄機能モニタリング
Intraoperative neurophysiological monitoring during surgery for congenital anomalies of the spinal cord

武田 正明（Masaaki Takeda）1）、山口 智2）、光原 崇文1）、栗栖 薫1）

1）広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 脳神経外科学、2）University of Iowa Hospitals and Clinics

O23-5 直達手術を施行した幼児胸髄perimedullary	AVFの１例
A case of direct surgery for infantile thoracic perimedullary AVF

朴 永銖（Young-Soo Park）1）、白 隆英2）、金 泰均1）、竹島 靖浩1）、西村 文彦1）、中川 一郎1）、
本山 靖1）、中瀬 裕之1）

1）奈良県立医科大学 脳神経外科、2）名張市立病院 脳神経外科

O23-6 Terminal	myelocystocele	7例の治療経験
7 cases of terminal myelocystocele

原 毅（Takeshi Hara）1）、阿部 瑛二1）、阪本 浩一郎1）、下地 一彰1）、尾原 裕康1）、宮嶋 雅一2）、
新井 一1）

1）順天堂大学 医学部 脳神経外科、2）順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 脳神経外科
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O23-7 脊髄嚢胞瘤の5例
Myelocystocele: report of 5 cases

鳥飼 武司（Takeshi Torigai）、片野 広之、谷川 元紀、間瀬 光人
名古屋市立大学医学部大学院 脳神経外科学

O23-8 成人脊髄係留症候群:	当院１２症例の検討
Tethered cord syndrome in adult: Our experience of 12 cases

高宮 宗一朗（Soichiro Takamiya）1）、関 俊隆1）、濱内 祝嗣1）、山崎 和義1）、飛彈 一利2）、小柳 泉3）、
寳金 清博1）

1）北海道大学 大学院医学研究科・医学部 脳神経外科、2）札幌麻生脳神経外科病院、3）北海道脳神経外科記念病院

16:40～17:40	 		一般	口演　画像診断
   Oral presentation  Imaging diagnosis

座長／Chairperson：角田圭司（KeishiTsunoda）　長崎大学病院脳神経外科

O24-1 脊髄硬膜欠損を伴う脳表ヘモジデリン沈着症の臨床症状と画像所見
Clinical and radiological features of super�cial siderosis with spinal dural defect

有島 英孝（Hidetaka Arishima）、菊田 健一郎、四方 志昴、荒井 大志、山内 貴寛、東野 芳史、
常俊 顕三、松田 謙、小寺 俊昭、北井 隆平
福井大学 医学部 脳脊髄神経外科

O24-2 MRI	3D	TSE法で硬膜欠損部を確認できた脊髄硬膜外くも膜嚢胞の一例
Preoperative detection of dural defect of spinal extradural arachnoid cyst using 3D Turbo spin echo MR imaging : A 
case report

辻本 吉孝（Yoshitaka Tsujimoto）1,2）、西浦 巌2）、金柿 光憲3）、楊川 寿男2）、永田 学2）、北川 雅史2）、
山田 圭介2）

1）福井赤十字病院 脳神経外科、2）兵庫県立尼崎総合医療センター 脳神経外科、
3）兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線診断科

O24-3 3D-T2SPACE画像による脊髄微小病変の診断的臨床応用
Clinical application for the diagnosis of tiny spinal lesion using 3D-T2SPACE imaging

内田 晋（Susumu Uchida）、下村 剛、大西 晃平、川崎 ゆかり、藤木 稔
大分大学医学部附属病院脳神経外科

O24-4 STLによるスクリュー重ね合わせを用いた胸腰椎固定術後の緩みの予測
Early prediction of screw loosening after thoracolumbar �xation with superposition of screws on STL format

谷岡 悟（Satoru Tanioka）、辻 正範、田中 克浩、石田 藤麿、霜坂 辰一
三重中央医療センター 脳神経外科

O24-5 腰部脊柱管狭窄における黄色靭帯陥凹像と高度狭窄の関連性
Association of ligamentum �avum recess sign with severe stenosis in lumbar spinal stenosis

久壽米木 亮（Akira Kusumegi）1）、土方 保和2）、佐々田 晋1）、高橋 雄一1）、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）北須磨病院 脊椎・腰痛センター、3）東京品川病院 脊髄脊椎外科

O24-6 仙骨部神経周囲のう胞の手術適応と臨床転帰
Surgical indication and clinical outcomes of perineural cysts in the sacral spine

菊池 美佑（Miyu Kikuchi）、高井 敬介、磯尾 綾子、谷口 真
東京都立 神経病院

O24-7 Tarlov	cystの手術方法
Surgical management for the cases of the Tarlov cyst

寺尾 亨（Tohru Terao）1）、加藤 直樹1）、石井 卓也1）、佐々木 雄一1）、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
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O24-8 特発性脊髄空洞症の自然経過と治療の必要性について
Natural history and surgical indication of idiopathic syringomyelia

宮岡 嘉就（Yoshinari Miyaoka）、伊東 清志、中村 卓也、藤井 雄、堀内 哲吉
信州大学 医学部 脳神経外科
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6月21日（金）　第2日目
第4会場（ハイネスホール）

8:30～9:30	 		一般	口演　基礎研究	1
   Oral presentation  Basic research 1

座長／Chairperson：安原隆雄（TakaoYasuhara）　岡山大学大学院脳神経外科

O25-1 いかに突然片麻痺発症の特発性頚椎硬膜外血腫を脳卒中と鑑別するか
How could we avoid thrombolysis for Spontaneous cervical Epidural and subdural Hematoma with acute 
hemiparesis?

武藤 淳（Jun Muto）1）、朝本 俊司2）

1）藤田医科大学、2）牧田総合病院 脳神経外科

O25-2 3Tesla	Zoom	DTIによるfractional	anisotropy値と頸椎変性疾患の予後
The values of fractional anisotropy assessed by highly accurate diffusion tensor imaging be a prognostic factor 
following cervical decompression surgery for cervical spondylosis

岩﨑 素之（Motoyuki Iwasaki）1）、大浦 大輔2）、横浜 拓実2）、山内 朋裕1）

1）小樽市立病院 脳神経外科、2）小樽市立病院 放射線科

O25-3 頚椎症性脊髄症に対する補助診断としてのF波の有用性
Utility of F-wave in the auxiliary diagnosis of cervical spondylotic myelopathy

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

O25-4 頚椎病変に対する3D	T2	SPACE法とT2WIにおけるCNR比の比較検討
T2 Image Contrast Evaluation of  Cervical spine Using 3DT2 SPACE and T2WI

大竹 安史（Yasufumi Ohtake）1）、安斉 公雄2）、尾野 英俊3）、石塚 智明1）、石田 裕樹1）、福田 衛1）、
京能 正法1）、本庄 華織1）、大里 俊明1）、中村 博彦1）

1）中村記念病院 脳神経外科 / 脊椎脊髄・末梢神経センター、2）北広島病院 脳神経外科、3）中村記念病院 放射線科

O25-5 脳機能解析による頸椎除圧術の除痛効果の予測
Functional connectivity between primary sensory area and prefrontal cortex predict the ef�cacy of spinal 
decompression surgery for upper limb pain

澤田 眞寛（Masahiro Sawada）、中江 卓郎、宗光 俊博、北条 雅人
滋賀県立総合病院

O25-6 腰椎分離症の自然経過と臨床的問題点
Natural history and clinical problems of lumbar spondylolisthesis

永瀬 聡士（Satoshi Nagase）1）、内門 久明2）

1）福岡済生会総合病院、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

O25-7 腰椎黄色靱帯骨化は付着部腹側から拡大する病理・免疫組織化学的分析
The ligamentum �avum ossi�cation started from niche at the canal side enthesis portion

北浜 義博（Yoshihiro Kitahama）1）、三宅 秀明2）、横山 徹夫3）、花北 順哉4）、山本 泰介5）、難波 宏樹5）、
三宅 秀明2）、大井 政芳3）、山本 清二2）

1）市立御前崎総合病院 脊椎センター、2）浜松医科大学医学部 静岡大学工学部 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）藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター、
5）浜松医科大学 脳神経外科

O25-8 頭蓋頚椎移行部病変の微小血管について
Microvasculature and its anatomy of the lesions in the craniocervical junction

五島 久陽（Hisaharu Gotou）、石原 秀行、貞廣 浩和、岡 史朗、野村 貞宏、鈴木 倫保
山口大学大学院医学系研究科脳神経外科学分野
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9:30～10:30	 		一般	口演　基礎研究	2
   Oral presentation  Basic research 2

座長／Chairperson：村田英俊（HidetoshiMurata）　横浜市立大学脳神経外科

O26-1 NeuromodulationはParkinson病の脊椎アラインメントを改善するか？
Effects of neuromodulation on vertebral alignment in Parkinson's disease

岩室 宏一（Hirokazu Iwamuro）1,2 ,3）、伊澤 奈々 4）、梅村 淳2,3）、下 泰司2,4）、新井 一3）、服部 信孝2,4）

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院 脊椎脊髄センター、
2）順天堂大学大学院医学研究科 運動障害疾患病態研究・治療講座、3）順天堂大学医学部 脳神経外科、
4）順天堂大学医学部 脳神経内科

O26-2 演題取り下げ

O26-3 組織の透明化による脊髄神経回路の立体的解析
Three dimensional evaluation of descending tracts after spinal cord injury-model mice

篠崎 宗久（Munehisa Shinozaki）1）、名越 慈人2）、中西 勝之1）、Francois Renault1）、辻 収彦2）、
中村 雅也2）、岡野 栄之1）

1）慶応義塾大学 医学部 生理学、2）慶応義塾大学医学部整形外科

O26-4 脊髄損傷患者の安静時脳活動の特徴―脳磁図による高周波帯域の検討
Characteristics of resting brain activity in patients with spinal cord injury - Study of high frequency band by 
magnetoencephalography

西 麻哉（Asaya Nishi）1）、柳澤 琢史1,2）、福間 良平2）、山本 祥太1,2）、田中 將貴3）、大西 諭一郎1）、
貴島 晴彦1）

1）大阪大学 医学部 脳神経外科、2）大阪大学 高等共創研究院、3）兵庫県立西宮病院 脳神経外科

O26-5 主成分分析法を用いた受傷後MRIに基づく頚髄損傷術後の転帰評価
Multivariate analysis of acute magnetic resonance imaging predicts neurological improvements in patients with 
cervical spinal cord injury

井上 智夫（Tomoo Inoue）1）、鈴木 晋介1）、遠藤 俊毅1）、上之原 広司1）、冨永 悌二2）

1）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

O26-6 若年性一側性上肢筋萎縮（平山病）の臨床経験から見た病態解明
Pathomechanism of �exion myelopathy in juvenile patients

野中 崇久（Takahisa Nonaka）1）、内門 久明2）、前田 充秀1）、森岡 基浩3）

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、
3）久留米大学脳神経外科

O26-7 脊髄髄内腫瘍における術中迅速H３F3A遺伝子異常検査の有用性
The sigini�cance of H3K27M mutation screening during spinal iintramedullary tumor surgery

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

O26-8 頚部脊髄症における運動障害の急速進行-椎間関節障害の関与-
Possibility of Unilateral Facet Destruction as a Factor of Progressive Motor Score Deterioration in the Patient with 
Cervical Degenerative Disorders

竹島 靖浩（Yasuhiro Takeshima）、西村 文彦、中川 一郎、本山 靖、朴 永銖、中瀬 裕之
奈良県立医科大学脳神経外科
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10:30～11:30	 		一般	口演　脊髄空洞症
   Oral presentation  Syringomyelia

座長／Chairperson：竹島靖浩（YasuhiroTakeshima）　奈良県立医科大学脳神経外科

O27-1 キアリ奇形に合併した小児脊髄空洞症の治療成績
Surgical outcome of syringomyelia associated with Chiari malformation in pediatric population

磯島 晃（Akira Isoshima）1）、佐野 透1）、川村 大地2）、大橋 洋輝2）、荒川 秀樹1）、阿部 俊昭2）、
村山 雄一2）

1）大森赤十字病院 脳神経外科、2）東京慈恵会医科大学 脳神経外科

O27-2 キアリI型奇形に対する当院の治療成績
The outcomes of surgical treatment for Chiari I malformation

仙北谷 伸朗（Nobuo Senbokuya）、八木 貴、舘岡 達、福田 憲人、齊藤 龍、吉岡 秀幸、金丸 和也、
木内 博之
山梨大学 医学部 脳神経外科

O27-3 発達したoccipital	sinusを伴うキアリ1型奇形
Chiari malformation type I with dominant occipital sinus

栃木 悟（Satoru Tochigi）1）、磯島 晃2）、大橋 洋輝3）、川村 大地3）、大橋 聡1）、波多野 敬介3）、
長島 弘泰4）、谷 諭3）、阿部 俊昭3）、村山 雄一3）

1）東京慈恵会医科大学附属柏病院 脳神経外科、2）大森赤十字病院 脳神経外科、
3）東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科、4）東京慈恵会医科大学附属葛飾医療センター 脳神経外科

O27-4 成人キアリ奇形Ｉ型に伴う脊髄空洞症に対する手術治療
Surgical Treatment for Syringomyelia associated with Chiari type I malformation in Adults

内藤 堅太郎（Kentaro Naito）1）、高見 俊宏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

O27-5 空洞－クモ膜下腔シャント施行症例の臨床的特徴
Clinical features of syringomyelia in children with surgically treated with syringo-subarachnoid shunt

大森 義範（Yoshinori Omori）1）、吉藤 和久1）、今高 誠一郎1）、三國 信啓2）

1）北海道立子ども総合医療・療育センター 脳神経外科、2）札幌医科大学附属病院 脳神経外科

O27-6 脊髄空洞症の病態と外科治療
Syringomyelia: pathophysiology and surigical management

井上 辰志（Tatsushi Inoue）1,2）、伊藤 圭介1）、武藤 淳1）、西山 悠也1）、de Leon John1）、長谷川 光広1）、
廣瀬 雄一1）

1）藤田医科大学 医学部 脳神経外科、2）藤田医科大学 医学部 脊椎・脊髄科

O27-7 脊髄癒着性くも膜炎に対する治療戦略
Treatment strategy for spinal adhesive arachnoiditis

安原 隆雄（Takao Yasuhara）、佐々田 晋、守本 純、金 恭平、馬越 通有、冨田 陽介、河内 哲、
薮野 諭、伊達 勲
岡山大学大学院 脳神経外科

O27-8 潜在性二分脊椎に伴う脊髄空洞：病態とその対応に関する考察
Considerations in the pathogenesis and surgical management of syringomyelia associated with occult spinal 
dysraphism

安藤 亮（Ryo Ando）、沼田 理、伊藤 千秋
千葉県こども病院 脳神経外科
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11:40～12:40	 		ランチョンセミナー	6　<参照P.36>
   Luncheon Seminar 6

共催：ネクスメッドインターナショナル株式会社
Co-sponsoredbyNexMedInternationalCo.,Ltd.

15:40～16:40	 		一般	口演　脊髄損傷	1
   Oral presentation  Spinal cord injury 1

座長／Chairperson：高安正和（MasakazuTakayasu）　稲沢市民病院

O28-1 神経脱落症状を呈する胸腰椎移行部の破裂骨折に対する側方椎体置換術
Lateral corpectomy and vertebral column replacement for thoraco-lumbar burst fractures causing neurological 
de�cit

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

1）医誠会病院 脳神経外科・脊椎脊髄センター、2）大阪行岡医療大学

O28-2 非骨傷性頚髄損傷の特徴と治療戦略
Characteristics and treatment strategy for spinal cord injury without bone injury

中西 欣弥（Kinya Nakanishi）、寺本 佳史、湯上 春樹、山田 公人、藪内 伴成
讃和会友愛会病院 脳神経外科

O28-3 頚髄損傷後の上肢アロディニアに対する除圧術の有効性
Ef�cacy of surgical decompression for allodynia in the upper limbs caused by cervical spinal cord injury

福永 貴典（Takanori Fukunaga）1）、佐々木 学1）、梅垣 昌士1）、寺西 邦匡1）、馬塲 庸平1）、芝野 克彦1）、
青木 正典2）、松本 勝美1）

1）医誠会病院 脳神経外科、2）行岡病院 脳神経外科

O28-4 頚髄震盪に対する外科的治療戦略（画像診断のポイントを中心に）
Surgical strategy for the cervical cord neurapraxia （points of radiographic diagnosis）
荒井 孝至（Takashi Arai）1）、朝本 俊司1）、村松 広行1）、遠藤 孝裕1,2）、岡村 康之1）、川村 典義1）、
荒井 好範1）、忍田 欽哉1）、川俣 貴一3）

1）牧田総合病院 脳神経外科、2）牧田総合病院 脊椎脊髄センター、3）東京女子医大病院 脳神経外科

O28-5 非骨傷性頸髄損傷の急性期除圧術
Ef�cacy of the decompression surgery about  cervical cord injury with canal stenosis but without distinct bony 
damage

北原 功雄（Isao Kitahara）、篠崎 宗久、小林 信介
北総白井病院 脳神経外科

O28-6 当院救命センターに搬送された脊椎脊髄損傷患者についての検討
Analysis of treatment and outcome of the patients with traumatic acute spinal cord injury

平澤 元浩（Motohiro Hirasawa）、広田 健吾、前川 達哉、海老瀬 広規、今里 大介、横佐古 卓、
黒井 康宏、小関 宏和、大渕 英徳、糟谷 英俊
東京女子医科大学東医療センター 脳神経外科

O28-7 頸椎頸髄損傷の外科的治療
Surgical therapy for cervical spine and cervical cord injury

高橋 立夫（Tatsuo Takahashi）、須崎 法幸、大野 真佐輔、浅井 琢美、太田 慎次、大島 良介、
宮澤 卓真、雄山 隆弘、梶田 泰一
国立病院機構 名古屋医療センター 脳神経外科
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O28-8 椎体置換を要する前方後方同時固定を行った胸腰椎椎体骨折症例の検討
Anterior-posterior combined �xation requiring vertebral replacement using intervertebral cage in thoracolumbar 
vertebral fracture

井上 崇文（Takafumi Inoue）1）、高橋 雄一2）、西田 憲記3）

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

16:40～17:40	 		一般	口演　脊髄損傷	2
   Oral presentation  Spinal cord injury 2

座長／Chairperson：西村由介（YusukeNishimura）　名古屋大学医学部脳神経外科

O29-1 高齢者上位頚椎骨折の外科治療
Surgical management  for upper cervical fracture of old elderly

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

O29-2 外傷性軸椎骨折の治療成績
Treatment of Axis fracture

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

O29-3 高エネルギー外傷による胸腰椎圧椎体骨折に対する手術法の検討
Evaluation of surgical procedures for thoracolumbar body fracture due to high-energy trauma

松本 洋明（Hiroaki Matsumoto）、佐藤 英俊、下川 宣幸
三栄会ツカザキ病院 脳神経外科

O29-4 脆弱性骨折としての軸椎歯突起骨折の特徴と治療方針
The features and treatment of fragility odontoid fractures

福岡 俊樹（Toshiki Fukuoka）、服部 新之助、武藤 学、鈴木 宰、木村 雅昭
名古屋掖済会病院 脳神経外科

O29-5 後縦靭帯骨化症に関連した非骨傷性頚髄損傷の重症化因子について
The critical factors in cervical spinal cord injury without bony injuries associated with ossi�cation of posterior 
longitudinal ligament

上森 元気（Genki Uemori）1）、小柳 泉2）、千葉 泰弘2）、今村 博幸2）、阿部 弘2）

1）旭川医科大学 脳神経外科、2）北海道脳神経外科記念病院

O29-6 脊髄損傷における低Na血症：32症例の検討
Hyponatremia in 32 spinal cord injuries

水野 晃宏（Akihiro Mizuno）、中林 規容、相見 有理、吉田 光宏、苗代 朋樹
市立四日市病院 脳神経外科

O29-7 高齢者における頚髄損傷の特徴と治療成績
Characteristics and outcome of cervical injury in elderly patients

広田 健吾（Kengo Hirota）、平澤 元浩、糟谷 英俊
東京女子医科大学東医療センター 脳神経外科

O29-8 歯突起骨折における骨折角度と頚椎sagittal	balanceの関連について
Correlation between fracture angle and parameters of cervical sagittal balance in patients with odontoid fracture

山口 智（Satoshi Yamaguchi）、Logan Helland、Royce Woodroffe、Colin Gold、Patrick Hitchon
Department of Neurosurgery, University of Iowa Hospitals and Clinics
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6月21日（金）　第2日目
ポスター会場 1（ロイトンホールCD）

13:30～14:30	 		一般	ポスター　腫瘍	3
   Poster presentation  Tumor 3

座長／Chairperson：関俊隆（ToshitakaSeki）　北海道大学大学院医学系研究科医学部脳神経外科

P12-1 全身性エリテマトーデスの治療中に発症した馬尾悪性リンパ腫の1例
A case of  malignant lymphoma in cauda equina developed during long-term treatment of systemic lupus 
erythematosus

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

P12-2 急速進行性四肢麻痺で発症した脊柱管内硬膜外悪性リンパ腫の一例
A case of spinal canal epidural diffuse large B cell lymphoma（DLBCL） with rapidly progressive tetraparesis

齋藤 貴寛（Takahiro Saito）、本多 文昭、相島 薫、堀口 桂志、登坂 雅彦、好本 裕平
群馬大学 医学部付属病院

P12-3 乳癌による転移性脊髄円錐部髄内腫瘍の１例
A case of metastatic spinal intramedullary tumor

横田 麻央（Mao Yokota）、青山 正寛、上甲 眞宏、高安 正和
愛知医科大学 脳神経外科

P12-4 出血にて神経根症を呈した頸髄硬膜外海綿状血管腫の1例
Hemorrhragic onset of Cervical extradural cavenous angioma

亀井 裕介（Yusuke Kamei）、梅田 靖之、青木 一晃
三重県立総合医療センター 脳神経外科

P12-5 ダンベル型神経鞘腫タイプ4の5手術例
5 operative cases of cervical schwannoma classi�ed Eden type IV

北川 亮（Ryo Kitagawa）1）、伊藤 康信1）、沼澤 真一1）、山川 功太1）、渡邉 貞義1）、渡邉 和夫2）

1）医療法人財団 健貢会 総合東京病院 脳神経外科、
2）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

P12-6 急速な症状悪化をきたした脊髄diffuse	midline	gliomaの1例
Rapid progression of spinal diffuse midline glioma: A case report

北山 真理（Mari Kitayama）、川口 匠、尾崎 充宣、深井 順也、藤田 浩二、中尾 直之
和歌山県立医科大学 脳神経外科

P12-7 部分摘出に終わった頸胸椎硬膜外孤発線維性腫瘍の１例
A cases report of cervicothoratic epidural solitary �brous tumor

宮尾 泰慶（Yasuyoshi Miyao）1）、竹綱 成典1）、大石 一人2）

1）市立吹田市民病院 脳神経外科、2）市立吹田市民病院 病理

P12-8 頸椎椎体骨折を来した進行乳癌に対する治療方針の考察
Surgical case report for spinal and skull metastasis from breast cancer

藤田 周佑（Shusuke Fujita）1,2）、寺尾 亨1）、加藤 直樹3）、武石 英晃3）、栃木 悟4）

1）厚木市立病院 脳神経外科、2）富士市立中央病院 脳神経外科、3）東京慈恵会医科大学 脳神経外科、
4）東京慈恵会医科大学柏病院 脳神経外科

P12-9 DREZ近傍の脊髄後根に発生母地をもつ頚椎部神経鞘腫の一例
A case report of cervical schwannoma derived from dorsal nerve root near dorsal root entry zone

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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P12-10 海綿状血管腫と鑑別を要した空洞症を合併した胸髄出血性上衣腫の一例
A case of hemorrhagic thoracic spinal cord  ependymoma  with syringomyelia differentiated from cavernous 
angioma

横山 智哉（Tomoya Yokoyama）1）、深見 真二郎1）、永井 健太1）、松岡 佑嗣2）、河野 道宏1）

1）東京医科大学病院 脳神経外科、2）東京医科大学病院 整形外科

13:30～14:30	 		一般	ポスター　血管障害	2
   Poster presentation  Vascular disorder 2

座長／Chairperson：大隣辰哉（TatsuyaOhtonari）　脳神経センター大田記念病院脊椎脊髄外科

P13-1 特発性脊髄硬膜外血腫に対する治療成績の検討
Treatment results of spontaneous spinal epidural hematoma

佐藤 英俊（Hidetoshi Sato）、松本 洋明、下川 宣幸
ツカザキ病院 脳神経外科

P13-2 特発性脊髄硬膜外血腫の診断と治療
Assessment and treatment of spontaneous spinal epidural hematoma

服部 剛典（Gohsuke Hattori）1）、山本 真文1）、宮原 孝寛2）、内門 久明3）、森岡 基浩1）

1）久留米大学 医学部 脳神経外科、2）公立八女総合病院、3）うちかど脳神経外科クリニック

P13-3 腹痛・心窩部痛で発症した胸髄硬膜下血腫の一例
A case of thoracic subdural hematoma developed with abdominal and chest pain

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

P13-4 VA	anomalyに合併した椎骨脳底動脈多発脳塞栓症の一例
Vertebro-basilar Recurrent Cerebral Embolisms implicated in Vertebral Artery Anomaly

二本松 綾乃（Ayano Nihonmatsu）1,2）、竹島 靖浩1）、高村 慶旭1）、西村 文彦1）、中川 一郎1）、
乾 多久夫2）、本山 靖1）、朴 永銖1）、中瀬 裕之1）

1）奈良県立医科大学 脳神経外科、2）岡波総合病院

P13-5 頚椎回旋側弯および環椎欠損を伴うbow	hunter’s	strokeの1例
A case of bow hunter's stroke with cervical vertebra rotation scoliosis and the atlas loss

石塚 智明（Tomoaki Ishizuka）1）、安斉 公雄2）、大竹 安史1）、岡村 尚泰3）、村木 岳史1）、中村 博彦1）

1）中村記念病院、2）北広島病院、3）滝川脳神経外科病院

P13-6 遅発性に膀胱直腸障害を呈した脊髄くも膜下出血の2例
Two cases report of delayed onset of dysfunction of bladder and bowel resulting for spinal subarachnoid 
hemorrhage

榊原 夢太郎（Yumetaro Sakakibara）、張 漢秀、須永 梓、神部 茉由、馬場 胤典、反町 隆俊、松前 光紀
東海大学 医学部 脳神経外科

P13-7 特発性脊髄硬膜外血腫7例の治療経過
Clinical course of spontaneous spinal epidural hematoma

宮田 悠（Haruka Miyata）1,2）、伊藤 清佳2）、深尾 繁治2）、木戸岡 実2）

1）滋賀医科大学 脳神経外科、2）京都岡本記念病院 脳神経外科

P13-8 頚椎黄色靭帯内血腫の1例
A case report of the cervical ligamentum lavum hematoma

佐々木 貴啓（Takahiro Sasaki）、小柳 泉、千葉 泰弘、今村 博幸、遠藤 将吾、吉野 雅美、吉本 哲之、
青樹 毅、会田 敏光
北海道脳神経外科記念病院
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P13-9 Segmental	artery遺残を伴うVertebral	artery	anomaly症候性例の検討
Consideration of neurovascular compression syndrome by the vertebral artery anomaly with persistence of 
segmental artery

長尾 紀昭（Noriaki Nagao）、乾 敏彦、古部 昌明、松田 康、久貝 宮仁、富永 良子、山里 景祥、
長谷川 洋、北野 昌彦、富永 紳介
社会医療法人寿会富永病院 脳神経外科

P13-10 頸椎骨折を伴う動脈解離による脳梗塞に血管再開通療法を行った1例
A case of vascular revascularization therapy for cerebral infarction by vertebral artery dissection

田中 達也（Tatsuya Tanaka）1）、劉 軒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

13:30～14:30	 		一般	ポスター　血管障害	3
   Poster presentation  Vascular disorder 3

座長／Chairperson：大西諭一郎（YuichiroOhnishi）　大阪大学医学部脳神経外科

P14-1 Th1からL2におよぶ広範囲の脊髄硬膜外血種の一例
One case report of spinal epidural hematoma caused widespread from Th1 to L2

遠藤 孝裕（Takahiro Endo）1,2）、朝本 俊司1,2）、福井 康之2）、森田 修平1,2 ,3）、村松 広行1）、岡村 康之1）、
川村 典義1）、荒井 好範1）、忍田 欽哉1）、川俣 貴一3）

1）牧田総合病院 脳神経外科、2）牧田総合病院 脊椎脊髄センター、3）東京女子医科大学病院 脳神経外科

P14-2 脊髄海綿状血管腫の再出血と神経症状の悪化に関する後ろ向き研究
Retrospective study of hemorrhage and debilitating symptoms for spinal cord cavernous malformation

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）、
西田 武生1）、中村 元1）、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

P14-3 当院で経験した頸椎急性硬膜外血腫の3例
Case reports of Spontaneous Spinal epidural hematoma

鈴木 隼士（Hayato Suzuki）1）、山口 卓1）、菅原 卓2）、清水 宏明3）

1）市立角館総合病院 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、3）秋田大学脳神経外科

P14-4 頸髄硬膜外血腫に対し緊急手術を行い良好な経過を得た２例
Case report of two idiopathic cervical epidural hematoma  that had a good outcome operated in an acute phase

古部 昌明（Masaaki Furube）、乾 敏彦、向 祐樹、谷 将星、長尾 紀昭、松田 康、北野 昌彦、
長谷川 洋、富永 良子、富永 紳介
社会医療法人 寿会 富永病院

P14-5 交通外傷による胸腹部損傷に伴い発症した前脊髄動脈症候群の３歳児
An anterior spinal artery syndrome associated with thoraco-abdominal injury caused by traf�c accident; 3-year-old 
boy

綿谷 崇史（Takafumi Wataya）1,2）、井谷 理彦1）

1）静岡県立こども病院 脳神経外科、2）静岡県立こども病院 臨床研究管理センター

P14-6 診断に苦慮した不明熱の原因となりえた脊髄硬膜下血腫の一例
A rare case of spinal subdural hematoma as a cause of unknown fever

菅田 淳（Jun Sugata）1）、米永 理法2）、山畑 仁志2）、吉本 幸司2）

1）出水郡医師会広域医療センター 脳神経外科、2）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科学
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P14-7 頸椎後縦靭帯骨化症の椎弓形成術後に、硬膜動静脈ろうを認めた症例
A case of dural arteriovenous �stula at craniocervical junction found after cervical laminoplasty for ossi�cation of 
posterior longitudinal ligament

佐々田 晋（Susumu Sasada）1）、藤村 陽都2）、久壽米木 亮1）、押方 章吾2）、藤原 誠人2）、高橋 雄一1）、
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）新小文字病院 脳神経外科、3）東京品川病院 脊髄脊椎外科

P14-8 TVEにより頚部痛が消失したACC-dAVFに	関する病態の検討
Consideration of the mechanism for anterior condylar con�uent dural-AVF diagnosed with neck pain

内田 賢一（Kenichi Uchida）、五十嵐 琢司、有川 和孝、中村 一也、上條 隆昭、詫磨 裕史、湧井 健治
千葉脳神経外科病院

P14-9 脊髄終糸辺縁動静脈瘻の1例
A case report of perimedullary arteriovenous �stula of the �lum terminale

赤塚 啓一（Keiichi Akatsuka）1）、谷浦 晴二郎1）、大竹 実2）

1）鳥取市立病院 脳神経外科、2）おおたけ脳神経 ･ 漢方内科クリニック

13:30～14:30	 		一般	ポスター　腰椎	3
   Poster presentation  Lumbar spine 3

座長／Chairperson：青山剛（TakeshiAoyama）　手稲渓仁会病院整形外科

P15-1 神経根症で発症した硬膜嚢背側脱出型腰椎椎間板ヘルニアの１例
Posterior epidural migration of lumbar disc fragment causing radiculopathy: Case report and review of the relevant 
literature

清水 陽元（Kiyoharu Shimizu）、武田 正明、光原 崇文、栗栖 薫
広島大学大学院医歯薬保健学研究院脳神経外科学

P15-2 腰椎椎体間固定術後に健側症状を新出した変形性腰椎症の一例
A case of L3 radiculopathy as a postoperative complication

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

1）地方独立行政法人 市立大津市民病院 脳神経外科、2）宇治徳洲会病院 脳神経外科、
3）田附校興風会 北野病院 脳神経外科

P15-3 腰椎椎間孔狭窄部位の画像評価
Assessment of lumbar foraminal stenosis by imaging

島 浩史（Hiroshi Shima）1）、福井 一生2）、阿部 浩征2）、玉瀬 玲3）、島 利夫1）

1）島脳神経外科整形外科医院、2）横浜栄共済病院 脳神経外科、3）金沢医科大学 脳神経外科

P15-4 Lumbosacral	transitional	vertebraで歩行障害を呈した一例
Effective posterior decompression for lumbosacral transitional vertebra causing gait disturbance

小田 彩加（Ayaka Oda）1）、栃木 悟1）、大橋 聡1）、橋本 啓太2）、勅使川原 明彦1）、梶原 一輝1）、
田中 俊英1）、長谷川 譲1）、谷 諭2）、村山 雄一2）

1）東京慈恵会医科大学附属柏病院 脳神経外科、2）東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科

P15-5 腰痛の成人腰椎分離すべり症に対する後方固定術の経験
Case report of surgical treatment on Adult Isthmic Spondylolisthesis patient with low back pain

岩瀬 正顕（Masaaki Iwase）1）、須山 武裕1）、島田 志行1）、李 一1）、淺井 昭雄2）

1）関西医科大学総合医療センター 脳神経外科、2）関西医科大学 脳神経外科学講座

P15-6 腰椎多椎間固定後の胸椎隣接椎間障害の一例
A case of Thoracic adjacent intervertebral failure after lumbar multi intervertebral �xed

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
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P15-7 術中にConjoined	nerve	rootが判明した腰椎辷り症に対するPLIFの１例
Intra-operative identi�cation of conjoined lumbar nerve roots with spondylolisthesis: 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

P15-8 鼠径部痛・股関節痛を呈した腰椎分離症によるＬ５神経根症の２症例
Groin pain associated with L5 radiculopathy by Lumbar spondylolysis2 case reports

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

P15-9 Multiple	inflammatory	pseudotumorの1例
A case of multiple in�ammatory pseudotumor

中村 歩希（Homare Nakamura）、川口 公悠樹、小野寺 英孝、榊原 陽太郎、田口 芳雄
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 脳神経外科

13:30～14:30	 		一般	ポスター　頚椎	2
   Poster presentation  Cervical spine 2

座長／Chairperson：今村博幸（HiroyukiImamura）　北海道脳神経外科記念病院

P16-1 環軸椎亜脱臼・VA解離性動脈瘤による若年bow	hunter’s	strokeの一例
A juvenile case of Bow hunter's stroke caused by atlanto-axial dislocation with vertebral artery dissecting aneurysm

岡崎 敏之（Toshiyuki Okazaki）1）、牟礼 英生1）、板東 康司2）、中川 洋3）、高木 康志1）

1）徳島大学 医学部 脳神経外科、2）高知赤十字病院 脳神経外科、3）釧路孝仁会記念病院 脊髄脊椎センター

P16-2 Intradural	cervical	disc	herniationの一例
A case report of Intradural cervical disc herniation

梅林 猛（Takeshi Umebayashi）、光山 哲滝、熊野 潔
品川志匠会病院 脊椎外科

P16-3 嚥下障害を呈した頸椎前縦靱帯骨化症に対して手術施行した１例
Dysphagia due to Ossi�cation of the Anterior Longitudinal Ligament （OALL）. -An operative case report-

相山 仁（Hitoshi Aiyama）、鶴淵 隆夫、坂倉 和樹、阿久津 博義、松村 明
筑波大学付属病院 脳神経外科

P16-4 頚椎症性脊髄症に対する後方除圧固定術後に著名な脊髄浮腫を生じた例
A case of spinal cord edema after posterior laminectomy and �xation foe cervical myelopathy

江藤 朋子（Tomoko Eto）1）、山下 伸1）、杉 圭祐1）、倉本 晃一1）、森岡 基浩2）、内門 久明3）

1）地方独立行政法人 大牟田市立病院 脳神経外科、2）久留米大学 医学部 脳神経外科、
3）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

P16-5 頸椎椎弓形成直後よりDropped	head	syndromeを呈した1例
A case presenting with dropped head syndrome happening immediately after cervical laminoplasty as well clinical 
symptom re-worsening

本田 英一郎（Eiichiro Honda）1）、田中 達也2）、坂本 祐史3）

1）白石共立病院 脳神経脊髄外科、2）伊万里有田共立病院 脳神経外科、3）佐賀大学 医学部 脳神経外科

P16-6 80歳以上の高齢者における変形性頚椎症後方手術の検討
Posterior approach to the degenerative cervical spine in octogenerian patients

中溝 聡（Satoshi Nakamizo）1）、勝部 毅1）、森 達也1）、鵜山 淳1）、高石 吉將1）、近藤 威2）

1）慈恵会新須磨病院 脳神経外科、2）慈恵会新須磨病院 ガンマナイフセンター
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P16-7 脊髄損傷を有したOPLLの手術の1例（術中ステロイド投与有用例）
Surgical treatment of cervical OPLL with spinal cord injury using intraoperative administration of 
methylpredonizolone

杉田 京一（Kyoichi Sugita）
小豆畑病院 脳神経外科

P16-8 頚椎症性骨棘が頭位性椎骨動脈閉塞に関与した小脳梗塞の１例
Cerebellar infarction due to positional vertebral artery occlusion （PVAO） caused by cervical spondylotic 
osteophytes

佐藤 行真（Ikuma Satoh）1,2）、山内 朋裕2）、岩﨑 素之2）、古川 浩司2）、馬渕 正二2）、新谷 好正2）

1）北海道大学 脳神経外科、2）小樽市立病院 脳神経外科

P16-9 稀な椎骨動脈の破格によるneurovascular	compression	syndromeの一例
A case of neurovascular compression syndrome of the spinal cord caused by a rare anatomical variation of 
vertebral artery

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

P16-10 片側椎弓切除術で治療し得た特発性脊髄硬膜外血腫の1例
A case of spontaneous spinal epidural hematoma treated by hemilaminectomy

横山 貴裕（Takahiro Yokoyama）、濱砂 亮一
西都児湯医療センター

13:30～14:30	 		一般	ポスター　頚椎	3
   Poster presentation  Cervical spine 3

座長／Chairperson：北原功雄（IsaoKitahara）　北総白井病院

P17-1 頸椎椎間孔内に発生し神経根症を呈し軟骨腫と考えられた1例
A case of osteochondroma in cevical foramen with radiculopathy

前田 憲幸（Kenko Maeda）、竹本 将也、秋 禎樹、安藤 遼、伊藤 芳記、池田 公
独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 脳神経外科

P17-2 頸椎変性疾患に対する前方手術の適応と手術手技
Surgical indication and limitation of anterior approach for cervical degenerative disease

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 脳神経外科

P17-3 脊柱靭帯骨化症の診断と治療の問題点－患者友の会相談医の経験から－
Problems in the diagnosis and treatment for the ossi�cation of spinal ligament 
- from the experience as a consulting doctor for the patients association -

和田 英路（Eiji Wada）、有賀 健太、新 靖史、鄭 倫成、山崎 良二
大阪警察病院 脊椎・脊髄センター

P17-4 頚椎黄色靭帯内血腫のまれな一例
A rare case of cervical ligament �avum hematoma

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

P17-5 前方法による頚部神経根ブロック法
Cervical nerve root block through anterior approach

中島 良夫（Yoshio Nakashima）1）、得田 和彦2）、吉敷 賢志2）、木谷 隆一2）、藤沢 弘範1）

1）金沢医療センター 脳神経外科、2）富山労災病院 脳神経外科
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P17-6 頚椎人工椎間板の脱転例に対する対処
Treatment of the arti�cial intervertebral disk which fell down

北原 功雄（Isao Kitahara）、小林 信介、篠崎 宗久
北総白井病院 脳神経外科

P17-7 片側下顎周囲感覚障害を主訴とする頚椎疾患３例
Case report:3 cases of cervical spine disease complaining of unilateral facial （around mandibular） sensory 
disorder

三木 潤一郎（Junichiro Miki）1）、今栄 信治2）、廣鰭 洋子1）、小倉 光博1）

1）済生会和歌山病院 脳神経外科、2）いまえクリニック

P17-8 頚椎椎弓形成術後に下腿クランプが治癒した２例
Case report : 2 cases in which the lower leg cramp has healed after cervical laminoplasty

三木 潤一郎（Junichiro Miki）1）、今栄 信治2）、廣鰭 洋子1）、小倉 光博1）

1）済生会和歌山病院 脳神経外科、2）いまえクリニック

P17-9 環椎軸椎間膜骨化症の1例
Cervical myelopathy caused by Ossi�cation of the posterior atlantoaxial membrane associated with Atlas 
hypoplasia: Case report

伊木 勇輔（Yusuke Iki）、角田 圭司、大園 恵介、松永 裕希、松尾 孝之
長崎大学病院 脳神経外科

P17-10 急性期脳卒中と診断されtPA静注が行われた脊髄硬膜外血腫の一例
A case of spinal epidural hematoma misdiagnosed as stroke for using t-PA

吉田 信介（Shinsuke Yoshida）、遠藤 昌亨、花北 俊哉、中村 巧、印東 雅大、大宅 宗一、庄島 正明、
松居 徹
埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科

13:30～14:30	 		一般	ポスター　疼痛・痙性・その他
   Poster presentation  Pain/Spasticity/Other disorder

座長／Chairperson：東山巨樹（NaokiHigashiyama）　秋田県立循環器・脳脊髄センター脊髄脊椎外科

P18-1 SCSトライアルを実施したFBSS患者における下肢痛の質的変化
Qualitative change of lower limb pain after trial spinal cord stimulation in patients with failed back surgery syndrome

笹森 徹（Toru Sasamori）、矢野 俊介、飛騨 一利、斉藤 久壽
札幌麻生脳神経外科病院

P18-2 当院で経験したFailed	Back	Surgery	Syndromeに対する脊髄刺激療法
Spinal cord stimulation for Failed back surgery syndrome in our facility

石坂 俊輔（Shunsuke Ishizaka）、石坂 博昭
医療法人社団 石坂脳神経外科

P18-3 歩行不能な重度心身障害児に対するITB療法
ITB therapy for severe mentally and physically handicapped abasia children

近藤 慎二（Shinji Kondo）1,2）、宇野 哲史2）、赤塚 啓一3）

1）山陰労災病院 脳神経外科、2）鳥取大学 脳外科、3）鳥取市立病院 脳外科

P18-4 肋間神経痛に対する脊髄刺激療法の有効性についての検討
Effectiveness of the spinal cord stimulation for the patients with the intercostal neuralgia

中山 陽介（Yosuke Nakayama）1）、寺尾 亨1）、石井 卓也1）、佐々木 雄一1）、府賀 道康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
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P18-5 当院における脊髄刺激療法の取り組み
Spinal cord stimulation therapy in our facilities

稲垣 浩（Hiroshi Inagaki）、田中 貴大、濱田 幸一
神奈川県立病院機構 足柄上病院

P18-6 手術前リハビリテーションが有効であった頸椎椎間板ヘルニアの1例
Cervical disc herniation with effective preoperative rehabilitation: a case report

西川 満（Mitsuru Nishikawa）1）、高橋 雄一2）、久壽米木 亮2）、佐々田 晋2）、善明 雄太1）、岩本 尚悟1）、
後藤 正喜1）、糟谷 直樹1）、小川 浩一3）、西田 憲記4）

1）社会医療法人財団 池友会 新小文字病院 リハビリテーション科、
2）社会医療法人財団 池友会 新小文字病院 脊髄脊椎治療センター、
3）一般社団法人 巨樹の会 下関リハビリテーション病院、4）医療法人社団 緑野会 東京品川病院

P18-7 起立動作の介助量軽減に難渋した頸髄損傷の1例
Cervical spinal cord injury that was dif�cult to reduce the burden on assistance  of standing motion a case report

糟谷 直輝（Naoaki Kasuya）1）、高橋 雄一2）、久壽米木 亮2）、佐々田 晋2）、西川 満1）、岩本 尚悟1）、
善明 雄太1）、後藤 正喜1）、小川 浩一3）、西田 憲記4）

1）社会医療法人財団 池友会 新小文字病院 リハビリテーション科、
2）社会医療法人財団 池友会 新小文字病院 脊髄脊椎治療センター、
3）一般社団法人 巨樹の会 下関リハビリテーション病院、4）医療法人社団 緑野会 東京品川病院

P18-8 フットスイッチによる早期起居自立への取り組みが有効であった一例
Approach to raising movement for case with spinal cord injury

前田 瑞貴（Mizuki Maeda）1）、鬼塚 北斗1）、林田 大輔1）、市丸 文近1）、井上 崇文2）、西田 憲記3）

1）一般社団法人巨樹の会 新武雄病院 リハビリテーション科、2）一般社団法人巨樹の会 新武雄病院 脊椎脊髄外科、
3）医療法人社団緑野会 東京品川病院 脊椎脊髄外科
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6月21日（金）　第2日目
ポスター会場 2（エメラルドルームA）

13:30～14:30	 		一般	ポスター　脊髄空洞症
   Poster presentation  Syringomyelia

座長／Chairperson：磯島晃（AkiraIsoshima）　大森赤十字病院脳神経外科

P19-1 Gore-Texとfibrin糊を用いたFMD後、異常高熱が続いたキアリ１型奇形
A case of Chiari type one  in which abnormal high fever continued after FMD using Gore-Tex and �brin glue

谷口 美季（Miki Taniguchi）、三好 康之、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

P19-2 特発性癒着性くも膜炎による脊髄空洞症の1手術例
Surgical treatment of syringomyelia associated with adhesive arachnoiditis

山川 皓（Akira Yamakawa）1）、森下 暁二1）、高山 博行2）、原田 俊彦2）、相原 英夫1）

1）兵庫県立加古川医療センター 脳神経外科、2）兵庫県立加古川医療センター 整形外科

P19-3 くも膜下腔バイパスとLPシャントで加療した脊髄癒着性くも膜炎の1例
A surgical case of spinal adhesive arachnoiditis treated by subarachnoid bypass（S-S bypass） and lumboperitonel 
shunt（LP shunt）
田中 伯（Haku Tanaka）1）、西口 充久2）、玉置 亮1）、八重垣 貴英1）、宮前 誠亮1）、森 康輔1）、堀内 薫1）、
杉本 正1）、横田 浩1）、飯田 淳一1）

1）大阪急性期総合医療センター 脳神経外科、2）社会医療法人垣谷会 明治橋病院 脳神経外科

P19-4 術後髄液漏に対し硬膜内から対処した仙骨Multiple	Tarlov	cystの一例
A case of a Sacral Multiple Tarlov cyst dealt with intradural arachnoid plasty against postoperative cerebrospinal 
�uid leakage

原田 直幸（Naoyuki Harada）、野手 康宏、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）

P19-5 脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血後に脊髄空洞症となった1例
A case of syringomyelia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage

大橋 洋輝（Hiroki Ohashi）1）、川村 大地1）、大橋 聡2）、波多野 敬介1）、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 柏病院

P19-6 当院で経験した脊髄癒着性くも膜炎の3例
3 cases of surgical treatment for spinal adhesive arachnoiditis in our hospital

佐野 透（Tohru Sano）1）、磯島 晃1）、舘 林太郎1）、荒川 秀樹1）、松本 賢芳1）、村山 雄一2）

1）大森赤十字病院 脳神経外科、2）東京慈恵会医科大学 脳神経外科

P19-7 癒着性くも膜炎を合併した脊髄嚢胞や空洞症に対する治療戦略
Therapeutic strategy of spinal cystic lesions and syrinx related to adhesive arachnoiditis

鶴淵 隆夫（Takao Tsurubuchi）1）、阿久津 博義1）、丸島 愛樹1）、相山 仁2）、石川 栄一1）、松村 明1）

1）筑波大学医学医療系 脳神経外科、2）勝田病院 脳神経外科

P19-8 症候性終室拡大に対する治療方針と発生機序に関する臨床的検討
The study of symptomatic cystic dilatation of ventriculus terminalis

重川 誠二（Seiji Shigekawa）1）、松井 誠司1）、國枝 武治1）、篠原 直樹2）

1）愛媛大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学、2）社会医療法人 石川記念会 HITO 病院 脳神経外科
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P19-9 脊髄空洞症を伴うキアリ奇形１型に対する漢方薬の効果
Ef�cacy of Japanese Herbal Kampo medicine for Chiari Malformation type1 with Syringomyelia

村上 友宏（Tomohiro Murakami）1,2）、松村 茂樹2）、齋藤 孝次3）

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）医療法人社団 明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院 脳神経外科、
3）社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院 脳神経外科

P19-10 胸椎レベルに独立した脊髄空洞症を伴ったC1/2部血管芽腫の一例
A case of cervical hemangioblastoma with isolated thoracic syrinx

守本 純（Jun Morimoto）、安原 隆雄、金 恭平、馬越 通有、冨田 陽介、河内 哲、伊達 勲
岡山大学大学院脳神経外科
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6月21日（金）　第2日目
ポスター会場 3（エメラルドルームB）

13:30～14:30	 		一般	ポスター　画像診断・基礎研究
   Poster presentation  Imaging diagnosis/Basic research

座長／Chairperson：松村明（AkiraMatsumura）　筑波大学医学医療系脳神経外科

P20-1 胸腰椎除圧術後1週目におけるMRIでの血腫の評価と発生危険因子の検討
Evaluation of hematoma and consideration of occurrence risk factors by MRI at 1 week after Spinal Decompression 
Surgery

松繁 治（Osamu Matsushige）、森 俊一
八王子脊椎外科クリニック

P20-2 腰椎変性疾患における3TMRI	3D	Fast	SPGR（LAVA-FLEX）の有用性
The usefulness of 3T MRI 3D Fast SPGR（LAVA-FLEX）  in lumbar degenerative disease

松原 一郎（Ichirou Matsubara）1）、伊賀瀬 圭二1）、木村 菜里1）、久門 良明1）、大西 丘倫1）、
貞本 和彦1）、松井 誠司2）

1）和昌会 貞本病院 脳神経外科、2）愛媛大学 医学部 脳神経外科

P20-3 骨密度測定値と腰椎椎体骨折の相関についての検証
A veri�cation of correlation between measured bone density and lumbar vertebral body fracture

高橋 利英（Toshihide Takahashi）1）、高田 智也1）、塚田 篤郎1）、松村 明2）

1）県南病院 脳神経外科、2）筑波大学医学医療系 脳神経外科

P20-4 頚椎症に対する頸椎前後屈MRI検査の検討
Flexion-extension magnetic resonance imaging for cervical myelopathy

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

P20-5 頚椎の椎体レベルと脊柱管径の関係に関する放射線学的検討
Correlation between the cervical spinal canal size and level

樋渡 貴昭（Takaaki Hiwatari）、山畑 仁志、米永 理法、森 正如、新納 忠明、菅田 淳、岡田 朋久、
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

P20-6 環軸椎の解剖学的位置関係に関するCTを用いた検討
CT morphorogical analysis of atlantoaxial joint

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

P20-7 術中MEPが除圧範囲決定に有用であった下垂指の1例
Usefulness of MEP monitoring to determin the decompression range in a drop �ngers case

栗林 厚介（Kosuke Kuribayashi）
藍の都脳神経外科病院 脊椎・脊髄センター

P20-8 脊髄損傷後の運動機能回復に関わる安静時皮質脳波
Resting-state motor cortical activity during functional recovery after spinal cord injury assessed by 
electrocorticography

川崎 敏生（Toshinari Kawasaki）1,2）、山口 玲欧奈3）、Chao Zenas1）、三橋 賢大1,4）、上野 里子1）、
山尾 幸広2）、菊池 隆幸2）、吉田 和道2）、宮本 享2）、伊佐 正1,3）

1）京都大学大学院医学研究科 高次脳科学講座 神経生物学、
2）京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 脳神経外科、
3）京都大学高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点（ASHBi）、
4）京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 臨床神経学
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P20-9 ラット脊髄損傷モデルにおけるFTY720の治療効果の検証
Veri�cation of therapeutic effect of FTY720 in rat spinal cord injury model

山崎 和義（Kazuyoshi Yamazaki）、川堀 真人、関 俊隆、濱内 祝嗣、寳金 清博
北海道大学 医学部 脳神経外科

P20-10 腰部神経根症に合併した腓骨神経障害による下垂足
Foot drop by the comorbidity of the peroneal neuropathy and the lumbar radiculopathy

梅林 大督（Daisuke Umebayashi）、橋本 直哉
京都府立医科大学 脳神経機能再生外科学
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6月21日（金）　第2日目
ポスター会場 4（エメラルドルームC）

13:30～14:30	 		一般	ポスター　手術手技・その他
   Poster presentation  Operative techniques/Other disorders

座長／Chairperson：竹内幹伸（MikinobuTakeuchi）　あいちせぼね病院

P21-1 コンドリアーゼ椎間板内注入療法の初期使用経験
Our experience of Condoliase intradiscal injection therapy

北川 雄大（Takehiro Kitagawa）1,2）、大隣 辰哉2）、西原 伸治2）、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

P21-2 経鼻用持針器や脳血管縫合用持針器の脊髄手術に対する有用性の検討
A study of usefulness of needle forceps designed for trans-nasal approach and bypass surgery against spinal 
surgery

深見 真二郎（Shinjiro Fukami）1）、松岡 佑嗣2）、遠藤 健司2）、河野 道宏1）

1）東京医科大学 脳神経外科学分野、2）東京医科大学 整形外科学分野

P21-3 TLIPブロックを併用した外側筋間アプローチ
The Wiltse's paraspinal approach using TLIP block

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 明弘1）、吉原 智之1）、若山 暁1）、貴島 晴彦2）

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

P21-4 Bendiniを用いた経皮的胸腰椎多椎間固定術
The ef�cacy of Bendini; a computer-assisted rod bending system

中島 英貴（Hideki Nakajima）1）、倉石 慶太1）、藤本 昌志1）、水野 正喜2）、鈴木 秀謙1）

1）三重大学 医学部 脳神経外科、2）鈴鹿回生病院 脳神経外科 脊椎・脊髄センター

P21-5 S2	alar	iliacスクリューを用いた腰仙椎固定
Lumbosacral spinal fusion using S2 alar iliac screw

倉石 慶太（Keita Kuraishi）1,2）、水野 正喜2）、藤本 昌志2）、谷岡 悟2）、箱崎 浩一2）、津田 和彦3）、
安田 竜太2）、鈴木 秀謙2）

1）あいちせぼね病院 脊髄外科、2）三重大学 脳神経外科、3）松阪中央病院 脳神経外科

P21-6 成人脊柱変形に対する変形矯正固定術　OLIFとPPSを用いたDLD法
Dorsal lateral dorsal three stage correction surgery using OLIF and PPS for adult spinel deformity

深谷 賢司（Kenji Fukaya）1）、長谷川 光広2）

1）綾部ルネス病院脳神経外科、2）藤田医科大学脳神経外科

P21-7 改良型Penfield	dissectorの有用性
Usefulness of improved Pen�eld dissector

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

P21-8 演題取り下げ

P21-9 骨粗鬆性椎体骨折；特に遅発性神経障害と偽関節について
Osteoporotic vertebral fracture; delayed neurological de�cits and pseudoarthrosis

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
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P21-10 後頭骨頸椎固定術における嚥下障害予防のパラメータ
The parameters for avoiding dysphagia after OC-fusion

粟屋 尭之（Takayuki Awaya）1）、西村 由介1）、灰本 章一2）、江口 馨1）、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）愛知県がんセンター 中央病院
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6月21日（金）　第2日目
ポスター会場 5（エメラルドルームD）

13:30～14:30	 		一般	ポスター　末梢神経・その他
   Poster presentation  Peripheral nerve/Other disorders

座長／Chairperson：井上辰志（TatsushiInoue）　藤田医科大学脳神経外科

P22-1 中殿皮神経障害の1例
Entrapment Neuropathy of middle cluneal nerves

川崎 和凡（Kazutsune Kawasaki）1）、関 俊隆2）、勝野 亮1）、稲葉 泉1）

1）道東脳神経外科病院、2）北海道大学大学院医学研究科・医学部脳神経外科

P22-2 ギオン管症候群に手根管症候群を合併した1例
A case of Guyon canal syndrome combined with carpal tunnel syndrome

小佐野 靖己（Seiki Osano）
湘南藤沢徳洲会病院 脳神経外科

P22-3 ガングリオンにより足根管症候群を来した症例
A case of tarsal tunnel syndrome due to ganglion cyst

岩本 直高（Naotaka Iwamoto）1）、井須 豊彦2）、金 景成3）、森本 大二郎3,4）、國保 倫子3）、
大石 知端子4,5）、園生 雅弘4）、松野 彰1）

1）帝京大学医学部附属病院 脳神経外科、2）釧路労災病院 脳神経外科、3）日本医科大学付属病院 脳神経外科、
4）帝京大学医学部附属病院 脳神経内科、5）杏林大学医学部付属病院 神経内科

P22-4 頸椎前側方到達法にて手術を行った真の神経原性胸郭出口症候群の1例
A case of true neurogenic thoracic outlet syndrome treated by the lower cervical anterolateral approach

牟礼 英生（Hideo Mure）1）、安田 宗義2）、岡崎 敏之1）、松田 拓1）、山崎 博輝3）、野寺 裕之3）、
高木 康志1）

1）徳島大学 医歯薬学研究部 脳神経外科、2）杏嶺会 一宮西病院、3）徳島大学病院 神経内科

P22-5 Mac	F	手術における神経根部減圧手技
MacF （ Microsurgical anterior cervical Foraminotomy ） technical considerations

松野 太（Futoshi Matsuno）1）、土屋 直人2,3）
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