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一般口演 1
O-01 手術におけるモニタリング（腫瘍・他）
O-01-1 覚醒下皮質マッピングの陽性分布が示す機能局在と限局

化について
木下　雅史　金沢大学脳神経外科

O-01-2 術中言語モニタリングにおける皮質-皮質間誘発電位
（CCEP）の覚醒不良例における有効性
山尾　幸広　京都大学脳神経外科

O-01-3 脳実質内腫瘍における術後麻痺予測におけるナビゲー
ションの錐体路関連ボクセルと運動誘発電位のリアルタ
イム統合解析の有用性
福井　　敦　東京女子医科大学脳神経外科

O-01-4 脳腫瘍手術における運動誘発電位モニタリングの有用性と課題
齊藤　邦昭　杏林大学脳神経外科

O-01-5 眼球運動モニタリングの開発とその限界
佐藤　　拓　福島県立医科大学脳神経外科

O-01-6 経鼻内視鏡手術におけるon responseおよびoff 
response視覚誘発電位の比較検討
HardianRidzkyFirmansyah　信州大学脳神経外科

O-01-7 頚静脈孔近傍手術における持続迷走神経モニタリングの有用性
松島　　健　東京医科大学脳神経外科

O-01-8 顔面痙攣に対する脳神経減圧術における信頼できる
abnormal muscle responseモニタリング
久保田俊介　医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター脳神経外科

一般口演 2
O-02 手術におけるモニタリング（血管・他）
O-02-1 CEAにおける術中モニターについての検討 

-SEP/MEPモニターとSEP単独モニターの比較検討-
宇野　昌明　川崎医科大学脳神経外科

O-02-2 神経モニタリングの有用性と限界脳動脈瘤手術における
術中MEPの偽陰性と偽陽性の検討
本山　　靖　奈良県立医科大学脳神経外科

O-02-3 術中電気生理モニタリングでできることとしたいこと
後藤　哲哉　聖マリアンナ医科大学脳神経外科

O-02-4 脳血管内治療時の医療被曝線量に対する術中モニタリン
グ被曝量低減に向けた当施設の取り組み
大田　　元　宮崎大学脳神経外科
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O-02-5 脳血管内手術時における選択的神経Monitoringの有効
性、可能性とその限界点
林　　正孝　総合病院聖隷浜松病院脳神経外科

O-02-6 術中脳神経機能モニタリングと脳神経血管のイメージモ
ニタリング
石川　眞実　江戸川病院脳神経外科

O-02-7 脳皮質への直接電気刺激と拡散テンソル画像による
frontal eye fieldに関わる脳機能ネットワークの可視化
木村　友亮　札幌医科大学脳神経外科

O-02-8 脳機能から見た脳神経外科手術におけるセルフ・モニタ
リングの有用性
上田　　孝　医療法人社団孝尋会上田脳神経外科脳神経外科

一般口演 3
O-03 Advanced 内視鏡
O-03-1 前頭蓋底の角度を推定するためのランドマークに関する検討

西山　悠也　藤田医科大学脳神経外科

O-03-2 Fat-on-fascia graft を用いたPost-COVID-19 eraの
頭蓋底再建法
米岡有一郎　新潟大学地域医療センター魚沼基幹病院脳神経外科

O-03-3 グリオーマに対する神経内視鏡手術の治療戦略
野中　　将　福岡大学脳神経外科

O-03-4 視床グリオーマに対する、内視鏡下経脳溝アプローチ
岸田　悠吾　名古屋第二赤十字病院脳神経外科

O-03-5 小児難治性水頭症に対するmultimodalityを駆使した神
経内視鏡シャント再建術
藤田　浩二　公立那賀病院脳神経外科

O-03-6 頭蓋内出血に対する神経内視鏡下血腫除去術の工夫 
～安全にかつ高い除去率を目指して～
森　　康輔　大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

O-03-7 錐体尖に進展する脊索腫/軟骨肉腫に対する手術
丹治　正大　京都大学脳神経外科

O-03-8 内視鏡下拡大蝶形骨洞腫瘍摘出術における大腿筋膜によ
るパッチワーク縫合を用いた頭蓋底再建
登坂　雅彦　群馬大学脳神経外科

O-03-9 海綿静脈洞進展を伴う頭蓋底腫瘍に対する内視鏡下外側
拡大蝶形骨洞手術の治療成績
向井　崇恭　東京大学脳神経外科
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O-03-10 トルコ鞍部・傍鞍部病変に対する経鼻内視鏡手術のセッ
ティングと工夫
谷岡　大輔　昭和大学脳神経外科

O-03-11 下垂体腺腫に対するETSS施行時におけるICG蛍光内視
鏡使用のコツとピットフォール
井上　明宏　愛媛大学脳神経外科

O-03-12 Biportal endoscopic spine surgery（BESS）を用い
た脊椎内視鏡手術
山本　　優　稲沢市民病院脳神経外科

一般口演 4
O-04 臨床研究 Ⅰ
O-04-1 RNF213変異を有する前方循環頭蓋内狭窄症における

椎骨脳底動脈の形態学的特徴
宮脇　　哲　東京大学脳神経外科

O-04-2 母血管血流量に対する瘤内血流量の比は中大脳動脈瘤の
増大破裂に関連する
宮田　　武　彦根市立病院脳神経外科／京都大学脳神経外科

O-04-3 口腔内常在菌Streptococcus mutansによる脳動脈瘤
破裂の危険性多施設共同研究
中戸川裕一　総合病院聖隷浜松病院脳神経外科

O-04-4 ハイパースペクトルカメラを用いたもやもや病における
バイパス術後過灌流症候群予測
岩城　克馬　九州大学脳神経外科

O-04-5 地方一般病院における脳神経外科と臨床研究
小野　秀明　富士脳障害研究所附属病院脳神経外科

O-04-6 Phase-contrast MRAを利用した脳動静脈奇形の新た
な破裂因子の検討
武田　康寛　東京大学脳神経外科

O-04-7 破裂前後の脳動脈瘤サイズ変化に関する検討
上出　智也　金沢大学脳神経外科

O-04-8 DPC情報、電子レセプト情報を活用したJ-ASPECT 
Studyの現状と課題
飯原　弘二　国立循環器病研究センター病院長脳神経外科

O-04-9 CFD解析を用いたコイル塞栓術における理想のコイル
面の解明
宇野　豪洋　金沢大学脳神経外科

206



一
般
口
演

O-04-10 国際共同研究における費用対効果の高いデータパイプライ
ンの活用: 
人工知能に基づく脊髄損傷重症度スコアの確立を目指して
井上　智夫　北里大学脳神経外科

O-04-11 頚椎人工椎間板置換術脳神経外科多施設共同研究の初期報告
高見　俊宏　大阪市立大学脳神経外科／日本脊髄外科学会（頚椎人工

椎間板委員会）

O-04-12 中枢神経への幹細胞移植治療における有効性評価 
～リハビリテーション科と臨床研究～
唐沢　康暉　東京大学リハビリテーション科／東京大学脳神経外科

O-04-13 高齢化率の高い地域における脳疾患両立支援の現状
梅村　武部　九州労災病院門司メディカルセンター脳神経外科

O-04-14 外側橋延髄移行部の電気刺激により誘発された交感神経
活動の上昇 
-心拍変動解析を用いた研究-
浜崎　　禎　熊本大学脳神経外科

O-04-15 臨床研究実施計画・研究概要公開システム（jRCT）を用い
た脳神経外科領域の臨床研究の登録状況の実態調査
高野　晋吾　筑波大学脳神経外科／筑波大学つくば臨床医学研究開発機構

O-04-16 てんかんを有する神経膠腫症例のレベチラセタム単独群
とレベチラセタム＋ペランパネル併用群の非盲検対照試
験：中間解析評価
浅野研一郎　弘前大学脳神経外科

O-04-17 正常圧水頭症に対するVA shunt におけるアンチサイ
フォンデバイスの効果
高木　　清　流山中央病院脳神経外科

O-04-18 重症頭部外傷におけるメタボロミクス分析を用いた予後
予測因子の探求
中井　友昭　神戸大学脳神経外科

一般口演 5
O-05 臨床研究 Ⅱ
O-05-1 神経線維腫症2型（NF2）の網羅的遺伝子解析によって明

らかになった多様な臨床的・遺伝的背景
寺西　　裕　東京大学脳神経外科

O-05-2 初回治療時Bevacizumab承認後のGlioblastomaの再
発パターンと予後の変化
舟越　勇介　九州大学脳神経外科
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O-05-3 初発GBMに対するBevacizumab治療の早期効果判定
瀧川　浩介　九州大学脳神経外科

O-05-4 初発悪性神経膠腫に対するWT1-W10免疫療法
川西　　裕　高知大学脳神経外科

O-05-5 機械学習による悪性腫瘍関連脳卒中（トルーソー症候群）
の予後予測
伊東　雅基　釧路労災病院脳神経外科／北海道大学脳神経外科

O-05-6 日本の脳神経外科レジストリー臨床研究の方向性と課題 
-高齢をターゲットとした脳動脈瘤と髄膜腫研究より-
井川　房夫　島根県立中央病院脳神経外科

O-05-7 脳腫瘍における11C-Methionine PET臨床試験
山口　　秀　北海道大学脳神経外科

O-05-8 加速器中性子源を用いたホウ素中性子捕捉療法の再発悪
性神経膠腫に対する第2相試験
川端　信司　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

O-05-9 転移性脳腫瘍に対する近赤外線を用いたリアルタイム術
中造影の有用性
武藤　　淳　藤田医科大学脳神経外科

O-05-10 11C-メチオニンPET/CTを使用した神経膠腫における
IDH, TERT promoter遺伝子の変異の予測
中条　公輔　大阪市立大学脳神経外科

O-05-11 神経膠腫分子診断の先進医療体制の現状と課題
秦　　暢宏　九州大学脳神経外科

O-05-12 髄液中微量分子マーカー解析によるDiffuse gliomaの
liquid biopsy
藤岡　　寛　九州大学脳神経外科

O-05-13 脳腫瘍に対する新規蛍光プローブの臨床開発研究
田中　將太　東京大学脳神経外科

O-05-14 体内埋込型ブレイン・マシン・インターフェースの橋渡し
研究フェーズにおける産学連携
平田　雅之　大阪大学脳機能診断再建学

O-05-15 中枢性脳卒中後疼痛に対する脊髄刺激療法の多施設共同
研究機能神経外科におけるエビデンス創出
細見　晃一　大阪大学脳神経機能再生学／大阪大学脳神経外科

O-05-16 小用量ケタミン投与と脊髄刺激による慢性疼痛，歩行障
害改善例の検討： グルタミン酸NMDA・AMPA受容体拮
抗薬の観点から
西野　克寛　市立角館総合病院脳神経外科／森山記念病院脳神経外科
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O-05-17 PMDA審査員経験を生かした研究成果の事業化支援： 
筑波大学T-CReDOにおける橋渡し研究及び起業家育成教育
渡邉　真哉　筑波大学つくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO）/筑

波大学附属病院脳神経外科

O-05-18 当院におけるCollagen Matrix（DuraGen®）使用55例
の前向き観察研究でのリスク因子の検討
長尾　景充　横浜市立大学脳神経外科

一般口演 6
O-06 手術室最前線
O-06-1 脳幹部海綿状血管腫手術に於けるハイリスク伝導路の解

剖と神経機能の可視化による機能温存
中冨　浩文　東京大学脳神経外科

O-06-2 複合現実技術を用いた拡散テンソルおよびQ-ballによる
弓状束トラクトグラフィーの運動性言語野における皮質
終端の精度比較
小池　　司　東京大学脳神経外科

O-06-3 術中MRIにおける安全管理と新たな取り組み
西山　　淳　東海大学脳神経外科

O-06-4 髄膜腫手術における術中MRIの有用性： 
「脳腫瘍全例に術中MRI撮影」から生まれた手術戦略
ChaliseLushun　名古屋セントラル病院脳神経外科

O-06-5 脳神経外科手術短時間化のための手術室運営
近藤　聡英　順天堂大学脳神経外科

O-06-6 脊椎脊髄治療におけるロボティックスの実践、ハイブ
リッド手術室における脊椎脊髄手術
渡邊　　元　信州大学脳神経外科

O-06-7 脳腫瘍手術におけるKINEVO 900の4K-3D 
Exoscopeとしての役割
馬場　史郎　長崎大学脳神経外科

O-06-8 バイプレーンシステムを搭載した脳神経外科ハイブリッ
ド手術室の有効活用法と課題
原　　健司　国立循環器病研究センター脳神経外科

O-06-9 Hybrid ORを使用したone-stop hemorrhagic stroke 
management
今村　博敏　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

O-06-10 3D外視鏡による脳神経外科手術　-その利点と難点-
峯　　　裕　済生会横浜市東部病院脳神経外科／慶應義塾大学生理学／

独立行政法人国立病院機構栃木医療センター臨床研究部
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O-06-11 ORBEYE™による開頭血腫除去術の実際
村上　知義　関西労災病院脳神経外科

O-06-12 脊椎脊髄手術における、外視鏡の使用感と期待
青山　正寛　愛知医科大学脳神経外科／愛知医科大学脊椎脊髄センター

O-06-13 ORBEYE手術用顕微鏡により変わる脳神経外科手術
森　　鑑二　関西労災病院脳神経外科

O-06-14 KINEVO 900・BRAINLAB・術中CT/DSAを用いた
Real-Time Navigation：三位一体手術
前田　拓真　虎の門病院脳神経外科

O-06-15 移動型CTスキャナーを利用したDBS手術
厚見　秀樹　東海大学脳神経外科

一般口演 7
O-07 海外脳神経外科臨床
O-07-1 フランスでの脳神経血管内治療臨床留学

小泉　　聡　東京大学脳神経外科

O-07-2 フランスにおける脳神経外科臨床世界をリードするサブ
スペシャリテイ育成現場における実臨床経験
林　　基弘　東京女子医科大学脳神経外科

O-07-3 開発途上国における脳神経外科手術の経験
出雲　　剛　長崎大学脳神経外科

O-07-4 アジア・オセアニアにおける脳深部刺激療法の実施状況
に関する国際調査
森下　登史　福岡大学脳神経外科

O-07-5 ベトナムにおける脳神経血管内治療の導入と教育
中居　康展　横浜市立脳卒中・神経脊椎センター血管内治療センター

O-07-6 海外留学で培った脳血管内治療の知識と経験
金　　相年　札幌医科大学脳神経外科

O-07-7 フランスでの脳血管内治療臨床留学経験
春間　　純　岡山大学脳神経外科

一般口演 8
O-08 ソフトウェア活用
O-08-1 AI技術を用いた手術検討用融合３次元画像作成に関する検討

清藤　哲史　東京大学脳神経外科
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O-08-2 4次元融合画像を用いた髄膜腫の血行動態と局所解剖に
基づく手術シミュレーション
小倉　良介　新潟大学脳神経外科

O-08-3 脳卒中急性期業務の見える化ツール（タスカル）とそれを活
用し早期治療を目指すタスカル/TQMプログラムの開発
松本　省二　藤田医科大学脳卒中科

O-08-4 術前シミュレーションにおける3次元画像作成ソフトの
違いと活用方法 
-脳動静脈奇形手術における3次元画像使用経験から-
吉野　正紀　東京警察病院脳神経外科／虎の門病院脳神経外科

O-08-5 Eye Glass Registrationによる安全で正確なMixed 
Reality術中ナビゲーションシステムの開発
飯塚　一樹　昭和大学脳神経外科

O-08-6 遠隔による複数人の参加が可能な脳神経外科手術バー
チャルリアリティ・シミュレーションシステム
宮城　智央　琉球大学脳神経外科

O-08-7 多角的な手術映像記録が可能にする効率的な手術経験の共有
吉金　　努　島根大学脳神経外科

O-08-9 データ解析，スライド作成，論文執筆におけるフリーソフ
トの活用
細田　弘吉　神戸市立西神戸医療センター脳神経外科

O-08-11 髄内腫瘍における術前3D fusion画像を用いたfence-
post法のplanning
貞廣　浩和　山口大学脳神経外科

O-08-12 新規ソフトウエア開発と臨床応用に至るプロセス 
-ICG蛍光と解剖学的背景融合と血流定量化システム-
鎌田　恭輔　北晨会恵み野病院脳神経外科

一般口演 9
O-09 遠隔医療
O-09-1 スマートフォンアプリケーションの医療への応用

長内　俊也　北海道大学脳神経外科

O-09-2 医療資源の乏しい地域における遠隔医療を使用した脳神
経外科診療
石原　秀行　山口大学脳神経外科

O-09-3 After covid-19時代のリモート人材育成への試み
早瀬　仁志　北海道大野記念病院脊椎脊髄外科

211



一
般
口
演

O-09-4 スマート治療室SCOTにおけるDtoDの遠隔手術支援の
実現可能性と課題
堀瀬　友貴　東京女子医科大学先端生命医科学研究所

一般口演 10
O-10 手術・検査のセッティング
O-10-1 仰臥位で行う Retrosigmoid approach 

ORBEYE の有用性
清水　豪士　関西労災病院脳神経外科

O-10-2 ORBEYE™を用いた新しい開頭血腫除去術： 
スコープオペレーターとしての「助手」の役割
和田　雄樹　関西労災病院脳神経外科

O-10-3 安全を重視した経鼻内視鏡手術セットアップの工夫
西村　文彦　奈良県立医科大学脳神経外科

O-10-4 磁場式ナビゲーションを用いた神経内視鏡手術における
適切なセットアップと工夫
笹川　泰生　金沢大学脳神経外科

O-10-5 当院での開頭術セットアップと顕微鏡手術トレーニング
谷野　　慎　横浜医療センター脳神経外科

O-10-6 Smart Cyber Operating Theater （SCOT）を用いた
経鼻内視鏡手術の術者養成トレーニング法
荻原　利浩　信州大学脳神経外科

O-10-7 脳神経外科手術の基本の習得とsubspecialtyをまたいだ応用
嶋田勢二郎　東京大学医学部附属病院脳神経外科

O-10-8 術後疼痛軽減を目指した開頭術の工夫
竹田理々子　帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科

O-10-9 Long guide wire使用のための脳血管内手術用アンギ
オ装置セットアップ
佐藤　浩一　徳島赤十字病院脳神経外科

O-10-10 Hybrid ORにおける内視鏡下経鼻頭蓋底手術
石井　雄道　東京慈恵会医科大学脳神経外科

O-10-11 Cone-beam CTを駆使した脳動脈瘤の治療シミュレーション
小林　英一　千葉大学脳神経外科

O-10-12 小脳出血における内視鏡下血腫除去術の検討
上野　英明　順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科
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一般口演 11
O-11 頭蓋底髄膜腫
O-11-1 Simpson Grade III-IV摘出に留めた頭蓋底髄膜腫にお

ける再発因子の検討
花北　俊哉　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

O-11-2 前床突起髄膜腫における前床突起切除の必要性
秋山　　理　順天堂大学脳神経外科

O-11-3 視機能障害を呈する傍鞍部髄膜腫に対する治療方針と長期成績
原　　貴行　虎の門病院脳神経外科

O-11-4 傍鞍部髄膜腫に対する集学的治療戦略： 
視神経機能および穿通枝に注目して
坂田　勝巳　横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科

O-11-5 前頭蓋底髄膜腫における術前後の高次脳機能変化の解析
木村　亮堅　金沢大学脳神経外科

O-11-6 当院における海綿静脈洞周囲頭蓋底髄膜腫に対する治療
戦略とその現状
菅原　貴志　東京医科歯科大学脳神経外科

O-11-7 前頭蓋底髄膜腫に対する手術戦略についての検討
森　　良介　東京慈恵会医科大学脳神経外科

O-11-8 視機能障害をきたした頭蓋底髄膜腫に対する外科治療
鮫島　哲朗　浜松医科大学脳神経外科

O-11-9 頭蓋底髄膜腫に対するエンボスフィアを用いた塞栓術
橋本　孝朗　東京医科大学脳神経外科

O-11-10 錐体斜台部髄膜腫に対するAnterior transpetrosal 
approachを軸とした治療戦略
安達　一英　藤田医科大学脳神経外科

O-11-11 サイバーナイフ・ガンマナイフによる頭蓋底髄膜腫の治
療成績： 
腫瘍制御率、計画上の留意点、分割照射
小林　正人　埼玉医科大学病院脳神経外科／美原記念病院脳神経外科

O-11-12 頭蓋底髄膜腫に対する超定位放射線手術（micro-
Radiosurgery）を駆使した統合治療戦略
石川　友美　東京女子医科大学脳神経外科
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一般口演 12
O-12 オンコパネル
O-12-1 ゲノムパネルを用いた脳腫瘍プレシジョンメディシンの実際

棗田　　学　新潟大学脳神経外科

O-12-2 Oligodendrogliomaの再発におけるTP53および
1p/19q statusの変動
小野　隆裕　秋田大学脳神経外科

一般口演 13
O-13 小児脳腫瘍
O-13-1 小児グリオーマに対する集学的治療

河野　まや　東京都立小児総合医療センター脳神経外科

O-13-2 StealthMergeシステム応用による小児悪性神経膠腫摘
出部位別の病理組織学的検討
藍原　康雄　東京女子医科大学脳神経外科

O-13-3 治療困難な小児脳腫瘍に対する治療戦略と成績 
-小児がん拠点病院における集学的治療-
芝　　良樹　名古屋大学脳神経外科

O-13-4 毛様性星細胞腫の治療成績：Single center study
鈴木まりお　順天堂大学脳神経外科

O-13-5 当院における小児ependymoma症例の治療成績
大江　直行　岐阜大学脳神経外科

O-13-6 Diffuse midline glioma, H3 K27-M mutantの画像
バイオマーカーの検討
池田　昂輝　広島大学脳神経外科

O-13-7 髄芽腫における集学的治療に関する現状と考察
広川　大輔　神奈川県立こども医療センター脳神経外科

O-13-8 小児第四脳室腫瘍に対する多角的アプローチ
鈴木　智成　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

O-13-9 ジャーミノーマにおける予後予測因子の解明
高見　浩数　東京大学脳神経外科／国立がん研究センター脳腫瘍連携

研究分野

O-13-10 脱ユビキチン化反応経路ならびにMAPK経路は高悪性
度中枢性胚細胞腫の治療標的となり得る
富山　新太　防衛医科大学校脳神経外科／国立がん研究センター研究

所脳腫瘍連携研究分野
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O-13-11 再発中枢神経系胚細胞腫瘍の治療（Extended Report）
柳澤　隆昭　東京慈恵会医科大学脳神経外科／埼玉医科大学国際医陵

センター脳脊髄腫瘍科

O-13-12 小児脈絡叢乳頭腫の臨床的表現型と分子生物学的解析
高木　悠輝　順天堂大学脳神経外科

O-13-13 SEGAに対する内視鏡治療とeverolimusの使い分け 
―院内多職種連携体制の有用性―
高柳　俊作　東京大学脳神経外科

O-13-14 小児難治性脳腫瘍に対する樹状細胞免疫療法の臨床研究
赤崎　安晴　東京慈恵会医科大学脳神経外科

O-13-15 びまん性内在性橋神経膠腫モデルに対するMRガイド下集束
超音波を用いた一時的血液脳関門開放による薬剤送達強化
石田　穣治　岡山大学脳神経外科／CellBiologyResearch

Program,ArthurandSoniaLabattBrainTumour
ResearchCentre,TheHospitalforSickChildren,
Toronto,ON,Canada

一般口演 14
O-14 間脳下垂体腫瘍
O-14-1 副腎機能低下を来たす非機能性下垂体腺腫の特徴内分泌

機能の温存・回復を目指すために
押野　　悟　大阪大学脳神経外科

O-14-2 非機能性下垂体腺腫（神経内分泌腫瘍）におけるWHO 
2017病理分類と臨床的特徴および予後の検討
立花　　修　金沢医科大学脳神経外科

O-14-3 Virtual Realityシステム を用いた間脳下垂体手術シ
ミュレーション
茂木　洋晃　北海道大学脳神経外科

O-14-4 Endoscopic combined approachを用いた当院にお
ける下垂体腺腫摘出の工夫
山本　太樹　名古屋第二赤十字病院脳神経外科

O-14-5 内視鏡下拡大経蝶形骨洞手術における、トルコ鞍底・頭蓋
底硬性再建法の有用性
石橋　謙一　大阪市立総合医療センター脳神経外科

O-14-6 難治性下垂体腺腫に対する内視鏡下経鼻頭蓋底手術手技
の有用性
大山　健一　帝京大学脳神経外科
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O-14-7 若年発症プロラクチノーマの治療戦略：手術適応の考察
小野　昌美　東京クリニック内分泌代謝内科／森山脳神経センター病

院間脳下垂体センター

O-14-8 下垂体腺腫における非典型視野障害と解剖学的考察
出村　宗大　金沢大学脳神経外科

O-14-9 ラトケ嚢胞に対する再発予防を目的とした内視鏡下経鼻
的嚢胞開窓法の新術式; 
Mucosa coupling法を用いた治療成績
木野　弘善　筑波大学脳神経外科

O-14-10 経鼻内視鏡手術を中心とした頭蓋咽頭腫の治療成績について
森迫　拓貴　大阪市立大学脳神経外科

O-14-11 頭蓋咽頭腫の遺伝子変異は腫瘍の活動性に影響するか？
藤尾　信吾　鹿児島大学脳神経外科／鹿児島大学病院下垂体疾患セン

ター／DepartmentofNeurosurgery,
MassachusettsGeneralHospital,Harvard
MedicalSchool ／ DepartmentofNeuro-Oncology,
MassachusettsGeneralHospital,Harvard
MedicalSchool

O-14-12 小児頭蓋咽頭腫に対するCyberKnife治療
佐藤　健吾　日本赤十字社医療センター脳神経外科

O-14-13 Optic recessの偏位からみた頭蓋咽頭腫に対する手術
到達法の選択
渡邉　　孝　宮崎大学脳神経外科

O-14-14 経上眼窩及び経脳室アプローチ併用下内視鏡下経鼻頭蓋
底手術：現状と今後の展望
堀口健太郎　千葉大学脳神経外科

O-14-15 非機能性下垂体腺腫における術後残存病変の再発増大に
関わる因子の検討
三月田祐平　九州大学脳神経外科

O-14-16 遺伝子導入を行なわずに持続培養が可能であった良性下
垂体腺腫細胞の網羅的解析
横上　聖貴　宮崎大学脳神経外科

O-14-17 非前庭神経鞘腫に対するtransmaxillary-pterygoid 
approachを用いた経鼻内視鏡手術
森永　裕介　筑波大学脳神経外科
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一般口演 15
O-15 Awake Surgery
O-15-1 覚醒下手術困難症例の因子分析：単施設136グリオーマ

症例の後方視的検討
栗原　伴佳　札幌医科大学脳神経外科

O-15-2 覚醒下手術後の新規てんかん発作の予後規定因子の検討
吉識　賢志　金沢大学脳神経外科

O-15-3 覚醒下手術による感覚温存を意図した頭頂葉グリオーマ
における感覚障害の特徴
新田　　歩　石川県立中央病院脳神経外科

O-15-4 覚醒下手術における頭頂葉性の高次運動機能を評価する
術中課題の開発
藤井　正純　福島県立医科大学脳神経外科

O-15-5 functional MRI と高ガンマ波活動を用いた覚醒下脳機
能マッピング
宮内　正晴　近畿大学病院脳神経外科

O-15-6 覚醒下手術の適応、利点、問題点について
篠浦　伸禎　がん・感染症センター都立駒込病院脳神経外科

一般口演 16
O-16 聴神経鞘腫
O-16-1 聴神経鞘腫の治療方針聴力温存例の検討

大橋元一郎　晃友脳神経外科眼科病院脳神経外科

O-16-2 聴神経鞘腫の治療選択小さな腫瘍に対する聴力温存手術
の長期転帰の検討から
山上　岩男　医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター脳神経外科

O-16-3 中型の聴神経腫瘍に対する聴力温存手術
久須美真理　北里大学メディカルセンター脳神経外科

O-16-4 術者継代を行いながらの当科における聴神経腫瘍の治療成績
平石　哲也　新潟大学脳神経外科

O-16-5 術前顔面神経麻痺のある聴神経腫瘍の治療戦略
棚橋　邦明　名古屋大学脳神経外科

O-16-6 聴神経鞘腫における手術と定位放射線照射の治療選択
高橋　和孝　秋田大学脳神経外科

O-16-7 Koos grade 4の聴神経腫瘍に対するガンマナイフ治療
の長期成績および腫瘍制御に関連する因子の評価
長谷川俊典　小牧市民病院脳神経外科
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O-16-8 若年者の聴神経鞘腫に対するガンマナイフ治療は妥当か： 
当院長期データの解析
河島真理子　東京大学脳神経外科

O-16-9 聴神経鞘腫に対するガンマナイフ治療方針病態微小解剖
学に基づくmicro-Radiosurgeryの優位性について
栗原　寛幸　東京女子医科大学脳神経外科

一般口演 17
O-17 転移性脳腫瘍
O-17-1 総頭蓋内腫瘍体積7mLを超える転移性脳腫瘍に対する

定位放射線手術単独治療連続233症例についての後方
視的研究
四方　聖二　慈泉会相澤病院脳神経外科

O-17-2 一塊摘出困難な大型脳転移に対する術直前分割定位照射
+摘出手術の治療成績の検討
三矢　幸一　静岡県立静岡がんセンター脳神経外科

O-17-3 巨大転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ2段階照射の長
期成績：国際多施設共同研究
堀　　佑輔　RoseEllaBurkhardtBrainTumorandNeuro-Oncology

Center,ClevelandClinic ／岡山大学脳神経外科

O-17-4 嚢胞性転移性脳腫瘍に対するオンマヤリザーバー留置と
定位放射線治療の有用性
矢本　利一　和歌山県立医科大学脳神経外科

O-17-5 治療用放射性薬剤64Cu-ATSMを用いた悪性脳腫瘍に対
する新規治療法の開発
大島　聡人　神奈川県立がんセンター脳神経外科

O-17-6 転移性脳腫瘍に対する集学的治療における脳神経外科医
の役割の再考
齋藤　紀彦　東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科

一般口演 18
O-18 悪性脳腫瘍
O-18-1 放射線化学療法による神経膠芽腫の微小環境変化

井内　俊彦　千葉県がんセンター脳神経外科

O-18-2 Wildtype IDH and TERT promoter glioblastomaの
臨床学的および遺伝学的特徴
比嘉那優大　鹿児島大学脳神経外科
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O-18-3 部位別に見た側頭葉膠芽腫に対する治療成績
内田　将司　聖マリアンナ医科大学脳神経外科

O-18-4 膠芽腫関連てんかんの治療の現状と課題
篠山　隆司　神戸大学脳神経外科

O-18-5 ベバシズマブ導入後の膠芽腫治療成績
齋藤　竜太　東北大学神経外科先端治療開発学分野

O-18-6 蛍光強度計を利用した脳腫瘍内PpIX濃度の時間推移の検討
金子　貞洋　北海道大学脳神経外科／Departmentof

Neurosurgery,UniversityHospitalofMunster,
Munster,Germany ／北海道医療センター脳神経外科

O-18-7 びまん性正中グリオーマに対する、EZH2阻害剤を用い
たConvection-enhanced deliveryの有効性
佐々木貴浩　和歌山県立医科大学脳神経外科／ノースウェスタン大学

脳神経外科

O-18-8 グリオーマにおける高感度TERT遺伝子変異検出法の確立
安達　淳一　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

O-18-9 19q-lossを伴うアストロサイトーマの網羅的発現解析
大谷　亮平　がん・感染症センター都立駒込病院脳神経外科／獨協医

科大学脳神経外科

O-18-10 1p/19q co-deleted gliomaにおける維持化学療法の検討
米澤　　大　鹿児島大学脳神経外科

O-18-11 IDH変異低悪性度神経膠腫の悪性転化に関与する能動
的・受動的脱メチル化の役割
武笠　晃丈　熊本大学脳神経外科

O-18-12 分子診断・画像所見に基づく、神経膠腫に対するstaged 
resection strategy
佐々木　光　慶應義塾大学脳神経外科

O-18-13 光線力学療法（PDT）の治療成績と問題点
堺田　　司　千葉県がんセンター脳神経外科

O-18-14 原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学的療法の展望
秋元　治朗　総合病院厚生中央病院脳神経外科／東京医科大学脳神経外科

O-18-15 2016 WHO分類に基づいた脳腫瘍診断におけるPET
検査の有用性
三宅　啓介　香川大学脳神経外科

O-18-16 再発高悪性度髄膜腫に対するホウ素中性子捕捉療法
（BNCT）の医師主導治験
鰐渕　昌彦　大阪医科大学脳神経外科／関西BNCT共同医療センター
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O-18-17 中枢神経系原発性悪性リンパ腫に対する、メソトレキ
セートを中心とした多剤併用療法
藤井謙太郎　岡山大学脳神経外科

O-18-18 再発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するRMPVA療法
の治療成績と展望
永根　基雄　杏林大学脳神経外科

O-18-19 腫瘍関連マクロファージのPD-L1高発現は中枢神経系
原発悪性リンパ腫の予後良好因子である
古瀬　元雅　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

O-18-20 独創的モデルを通じた中枢神経原発悪性リンパ腫の進展
機序同定と治療標的の解明
立石　健祐　横浜市立大学脳神経外科

O-18-21 悪性脳腫瘍のAdvance care planningと緩和ケアの現
状と問題点
青木　友和　京都医療センター脳神経外科

一般口演 19
O-19 SRS
O-19-1 ALK融合遺伝子陽性あるいはEGFR遺伝子変異陽性非小細胞

肺癌からの脳転移に対するガンマナイフの治療効果の検討
松本修太朗　横浜労災病院脳神経外科

O-19-2 後頭蓋窩脳転移による閉塞性水頭症に対するガンマナイ
フの早期治療効果の検討
吉川　　響　横浜労災病院脳神経外科

O-19-3 開頭術後良性髄膜腫へのガンマナイフ治療後の再発の評価
中崎　清之　脳神経センター大田記念病院脳神経外科

O-19-4 子宮原発悪性腫瘍からの脳転移に対する定位放射線手術
荻野　暁義　日本大学脳神経外科

O-19-5 当院における小児脳脊髄腫瘍に対する陽子線治療の現状 
―兵庫県立こども病院―
河村　淳史　兵庫県立こども病院脳神経外科

O-19-6 頭蓋内孤立性線維性腫瘍に対する定位放射線治療の検討
津川　隆彦　名古屋共立病院名古屋放射線外科センター

O-19-7 錐体斜台部転移による外転神経麻痺の7例： 
Dorello canalの関与について
宮崎紳一郎　新百合ヶ丘総合病院放射線治療科

O-19-8 上衣腫再発に対するガンマナイフ治療
加藤　丈典　小牧市民病院脳神経外科
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O-19-9 Translocator proteinを標的とする新規ホウ素化合物
を用いたラット脳腫瘍モデルへのホウ素中性子捕捉療法
柏木　秀基　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

O-19-10 Results of Gamma Knife Surgery for Uveal 
Melanoma in Europe
MikhailChernov　東京女子医科大学東医療センター脳神経外科

一般口演 20
O-20 良性脳腫瘍
O-20-1 良性腫瘍に対する多段階手術の適応と有用性

吉田　和道　京都大学脳神経外科

O-20-2 内視鏡下小開頭経頭蓋到達法による脳腫瘍髄外病変摘出
の有用性について
大畑　裕紀　大阪市立大学脳神経外科

O-20-3 静脈洞浸潤を伴う髄膜腫における側副静脈灌流路として
の板間静脈の必要性と切断の可否について
山城　　慧　藤田医科大学岡崎医療センター／藤田医科大学脳神経外科

O-20-4 術前拡散強調像に基づくapparent diffusion 
coefficientを用いた頭蓋内髄膜腫の硬さ予測
三善　健矢　岩手県立宮古病院脳神経外科／岩手医科大学脳神経外科

O-20-5 演題取り下げ

O-20-6 髄膜腫の予後予測における術前末梢血好中球・リンパ球
比の有用性
蔵成　勇紀　慶應義塾大学脳神経外科

O-20-7 血管芽腫に対する治療戦略 
-術前塞栓術の意義について-
日宇　　健　長崎大学脳神経外科

O-20-8 小児神経膠腫, WHO classification grade I/IIの治療経過
千葉謙太郎　東京女子医科大学脳神経外科

一般口演 21
O-21 頭蓋底腫瘍
O-21-1 非症候性下垂体腺腫に対する治療成績

富永　　篤　県立広島病院脳神経外科脳血管治療科

O-21-2 高齢者における非機能性下垂体腺腫に対する当院での内
視鏡下経蝶形骨洞手術の検討
馬場　胤典　東海大学脳神経外科
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O-21-3 外眼筋麻痺で発症した下垂体部腫瘍の臨床像 
-腫瘍摘出の効果と意義
小田　侑一　東京女子医科大学脳神経外科

O-21-4 症候性トルコ鞍部くも膜嚢胞の臨床的特徴と治療
高砂　浩史　聖マリアンナ医科大学脳神経外科

O-21-5 神経内視鏡下経鼻的頭蓋内腫瘍摘出術における各種髄液
漏予防方法の検討
佐藤　　充　横浜市立大学脳神経外科

O-21-6 下垂体腺腫に対する経鼻的手術後の腫瘍内出血に対する
術前リスク評価： 
320-row ADCT による腫瘍血流量測定の有用性
林　　央周　静岡県立静岡がんセンター脳神経外科

O-21-7 非機能性下垂体腺腫の血流動態と嚢胞形成について
伊藤美以子　山形大学脳神経外科

O-21-8 ラトケ嚢胞手術に伴う周術期合併症
木下　康之　広島大学脳神経外科

O-21-9 光干渉断層計OCTは下垂体部腫瘍の視神経変性を早期
に検出する
中原　光尊　金沢大学脳神経外科

O-21-10 GH産生下垂体腺腫におけるソマトスタチン受容体発現解析
岡田　正康　新潟大学脳神経外科

O-21-11 第3脳室内腫瘍に対する神経内視鏡下腫瘍切除術： 
経モンロー孔到達法と経鼻拡大蝶形骨洞法によるアプローチ
塩出　健人　東京大学脳神経外科

O-21-12 巨大で複雑な傍鞍部腫瘍に対する術前栄養動脈塞栓術
川口　奉洋　広南病院脳神経外科

O-21-13 脳深部海綿状血管腫に対する外科的治療の検討
安部　　洋　福岡大学脳神経外科

O-21-14 テント髄膜腫の手術：部位分類による治療成績の検討
西野　繁樹　広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科

O-21-15 内視鏡下occipital transtentorial approachにおける
テント切開に関する考察
谷川　元紀　名古屋市立大学脳神経外科

O-21-16 中頭蓋窩から後頭蓋窩に進展した三叉神経鞘腫の手術摘出
石和田宰弘　塩田記念病院脳神経外科

222



一
般
口
演

一般口演 22
O-22 脳腫瘍一般
O-22-1 原発性脳腫瘍の国内発生数と日米比較

成田　善孝　国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科

O-22-2 IDH wildtype LGGにおいてTERT promoter 
mutationとCNAは重要な予後規定因子である
藤本　健二　国立がん研究センター研究所脳腫瘍連携研究分野

O-22-3 無症候性髄膜腫の長期経過観察例における経時的腫瘍体
積変化パターンと臨床経過について
平山　龍一　大阪大学脳神経外科

O-22-4 良性髄膜腫の悪性転化に対する再開頭手術症例でのFOXM1
と腫瘍随伴マクロファージの長期的経過における変遷
田中　俊英　東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科

O-22-5 頭蓋内腫瘍の鑑別におけるsoluble interleukin 2 
receptor （sIL-2R）の有用性
水戸部祐太　山形県立新庄病院脳神経外科

O-22-6 非典型的画像所見を示す原発性中枢神経系悪性リンパ腫
の病理組織学的特徴
犬飼　　円　北里大学脳神経外科

O-22-7 中枢神経系血管芽腫に対するprecision neurosurgery
菅野　　洋　国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科

O-22-8 FDG-PETとASL法を用いた膠芽腫と悪性リンパ腫の鑑別診断
畠山　潤也　秋田大学脳神経外科

O-22-9 当院における頭蓋内胚細胞腫瘍の長期成績について
清水　浩之　名古屋大学脳神経外科

O-22-10 当院における脳腫瘍に対する術前栄養血管塞栓術の方法
および治療成績
田川　雅彦　愛媛大学脳神経外科

O-22-11 5-アミノレブリン酸を用いた術中蛍光診断： 
非腫瘍性病変の検討
山本　淳考　産業医科大学脳神経外科

O-22-12 術中3T-MRI拡散強調画像による周術期梗塞巣検出の後
方視的解析
中島　公平　京都大学脳神経外科

O-22-13 脳腫瘍関連てんかんにおけるAMPA受容体拮抗剤ペラ
ンパネルの発作抑制効果と腫瘍関連因子との相関
泉本　修一　近畿大学奈良病院脳神経外科・脊髄外科
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一般口演 23
O-23 SAH の病態
O-23-1 くも膜下出血後水頭症とくも膜下腔血腫のクリアランス

との関連
加納　利和　川口市立医療センター脳神経外科

O-23-2 破裂嚢状脳動脈瘤に対するコイル塞栓術前の脳室ドレ
ナージ術の安全性
櫛　　裕史　国立循環器病研究センター脳神経外科

O-23-3 くも膜下出血患者の動向、10年前と比較して
案田　岳夫　長崎大学脳神経外科

O-23-4 SAHにおける高タンパク消化態栄養剤による早期経腸
栄養管理は側頭筋量を維持し経口摂取に寄与する
小野寺英孝　聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科

O-23-5 後方循環破裂瘤に対するpcSEBESの検討
大渕　英徳　東京女子医科大学東医療センター脳神経外科

O-23-6 破裂脳動脈瘤症例における術後1ヵ月以内の再破裂の原
因と転帰に与える影響に関する後方視的観察研究
中村　　巧　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

O-23-7 くも膜下出血における細胞障害性脳梁病変の臨床的意義
についての検討
茂木　陽介　海老名総合病院脳神経外科

O-23-8 破裂血豆状動脈瘤における脳血管撮影上の特徴的画像所
見についての検討
加藤　直毅　名古屋大学脳神経外科

O-23-9 重症くも膜下出血急性期におけるarterial spin 
labeling画像と予後予測
富樫俊太郎　秋田大学脳神経外科

O-23-10 最重症くも膜下出血（WFNS分類grade5）75症例の解析
井上　雅人　国立国際医療研究センター病院脳神経外科

O-23-11 島根県のくも膜下出血発症頻度と生活習慣との関連性
松田　真伍　島根県立中央病院脳神経外科

一般口演 24
O-24 脳動脈瘤クリッピング術 Ⅰ
O-24-1 未破裂小型中大脳動脈瘤に特化したSphenoid Ridge 

Keyhole Craniotomyの工夫
豊田　真吾　関西労災病院脳神経外科
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O-24-2 理想的closure line達成のための術野展開，穿通枝剥離，
neck clippingの工夫
坪井　俊之　五日市記念病院脳神経外科

O-24-3 Pterional approachの取り回し術 
-私の工夫-
木村　英仁　神戸大学脳神経外科

O-24-4 浅中大脳静脈の形態分類に基づいたシルビウス裂の剥離
～静脈温存の観点から～
今田　裕尊　山田記念病院脳神経外科

O-24-5 Interhemispheric approachによる未破裂前交通動脈
瘤の手術
米澤　泰司　大阪警察病院脳神経外科

O-24-6 未破裂傍前床突起内頚動脈瘤に対する直達手術 
-問題点と対応策、手術手技の工夫-
豊田　研隆　小山記念病院脳神経外科

O-24-7 前交通動脈脳動脈瘤に対するpterional approachにお
ける大脳縦裂剥離の有用性
日髙　敏和　島根県立中央病院脳神経外科

O-24-8 後頭蓋窩末梢性脳動脈瘤クリッピング術の検討
田中雄一郎　聖マリアンナ医科大学脳神経外科

O-24-9 前交通動脈瘤に対するAnterior interhemispheric 
approachにおける軟膜損傷予防と穿通枝温存
福田　　仁　高知大学脳神経外科

O-24-10 高位及び低位の脳底動脈遠位部瘤に対する各々の工夫 
～orbitozygomatic approachと後床突起削除の応用～
澤田　元史　松波総合病院脳神経外科

O-24-11 当院の10mm以上の内頸動脈瘤に対するクリッピング術 
-3Frx5cm Sheathを用いたRSD-
加治　正知　済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科

O-24-12 未破裂脳動脈瘤クリッピング術においてMEPが低下し
た症例の検討
大島　幸亮　石岡循環器科脳神経外科病院脳神経外科

一般口演 25
O-25 脳動脈瘤クリッピング術 Ⅱ
O-25-1 内頚動脈─後交通動脈分岐部動脈瘤のクリッピングにお

ける工夫：テント縁や前床突起硬膜切除を含めた手術手技
小澤　常徳　社会医療法人嵐陽会三之町病院脳神経外科
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O-25-2 脳底動脈/後大脳動脈瘤に対する低侵襲subtemporal 
approach
川島　明次　東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経外科

O-25-3 開頭クリッピング術における適切なclosure lineを重視
した手術戦略
後藤　浩之　大阪府済生会中津病院脳神経外科

O-25-4 当院における未破裂後方循環高難易度動脈瘤に対する直
達術の治療成績
池田　俊貴　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

O-25-5 未破裂中大脳動脈瘤への開頭クリッピング術とそれに関
連するリスク因子の検討
岡　美栄子　東京女子医科大学脳神経外科

O-25-6 前交通動脈瘤クリッピング術におけるrectal gyrusの
一部切除は術後認知障害の原因と成り得るか
森　健太郎　医療法人財団健貢会総合東京病院脳神経外科

O-25-7 直達術を主体とした未破裂脳動脈瘤の治療成績 
―高次脳機能、QOLまで―
山城　重雄　済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科

O-25-8 未破裂非嚢状椎骨動脈瘤の外科治療予後不良因子
木下　由宇　札幌禎心会病院脳神経外科

O-25-9 破裂中大脳動脈瘤における，手術関連合併症の危険因子
竹中　朋文　大阪大学脳神経外科

O-25-10 前交通動脈瘤に対するinterhemispheric approachと
pterional approachの比較検討
纐纈　健太　日本医科大学脳神経外科

O-25-11 突然発症の激烈頭痛の精査で見つかった未破裂脳動脈瘤
への対処
梅澤　邦彦　京都第一赤十字病院脳神経外科

O-25-12 症候性血栓化脳動脈瘤の血栓縮小に対する工夫： 
髄液腔開放術
間瀬　光人　名古屋市立大学脳神経外科

一般口演 26
O-26 脳動脈瘤コイル塞栓術 Ⅰ
O-26-1 ステント導入後の未破裂嚢状動脈瘤に対する血管内治療： 

JR-NET3の結果報告
佐藤　　徹　国立循環器病研究センター脳神経外科
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O-26-2 未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療の10年間における
変遷と合併症関連因子
見崎　孝一　金沢大学脳神経外科

O-26-3 未破裂脳動脈瘤塞栓術治療成績 
― 次世代脳血管内治療医教育体制下での検討 ―
神山　信也　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

O-26-4 Roman Bridge techniqueを用いた未破裂脳動脈瘤塞
栓術の治療成績
奥村　浩隆　昭和大学脳神経外科

O-26-5 抗凝固剤服用中の未破裂脳動脈瘤に対する脳血管内治療
後の脳卒中イベントの検討
新居　浩平　福岡大学筑紫病院脳神経外科／福岡大学脳卒中予防・地

域医療学

O-26-6 未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療 
-頭蓋内ステント導入後の治療成績と今後の課題-
鶴田和太郎　虎の門病院脳神経血管内治療科

O-26-7 当院における13年間の未破裂脳動脈瘤に対する血管内
治療の成績
泉　　孝嗣　名古屋大学脳神経外科

O-26-8 未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後にaneurysm 
regrowthをきたす因子の検討
藤井　隆司　自衛隊横須賀病院脳神経外科／順天堂大学脳神経血管内

治療学

O-26-9 直近10年間の未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術の治療成績 
-ステント時代の安全性と有用性の検討-
坂本　　誠　鳥取大学脳神経外科

O-26-10 本邦における高齢者脳動脈瘤の血管内治療成績： 
当院単施設における264動脈瘤の検討
矢木　亮吉　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

O-26-11 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後の再開通，再塞栓例の検討
阿部　博史　立川綜合病院循環器・脳血管センター脳神経外科

O-26-12 Stent時代におけるdouble catheter techniqueの有用性
大西　宏之　大西脳神経外科病院脳神経外科

一般口演 27
O-27 脳動脈瘤コイル塞栓術 Ⅱ
O-27-1 大型破裂脳動脈瘤に対する血管内治療の治療成績

小磯　隆雄　筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター・日立
総合病院脳神経外科
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O-27-2 上向き前交通動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績 
-瘤頚部位置とA1湾曲に着目した分析-
伊藤　英道　聖マリアンナ医科大学脳神経外科

O-27-3 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後における、残存腔血栓化
進行に関わる因子の検討
橋村　直樹　国立循環器病研究センター脳神経外科

O-27-4 くも膜下出血にて発症した後下小脳動脈解離性動脈瘤に
対する血管内治療について
伊藤　明博　JR東京総合病院脳神経外科／帝京大学脳神経外科

O-27-5 IC-Pcom動脈瘤におけるcoil塞栓後の再発因子についての検討
西脇崇裕貴　国立循環器病研究センター脳神経外科

O-27-6 内頚動脈C2部動脈瘤に対する血管内治療の検討
川西　正彦　香川大学脳神経外科

O-27-7 海綿静脈洞部内頚動脈瘤に対する血管内治療成績と脳神
経圧迫症状改善因子の検討
山田　拓見　岐阜大学脳神経外科

O-27-8 未破裂中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術
加藤　徳之　水戸医療センター脳神経外科

O-27-9 内頚動脈-後交通動脈分岐部動脈瘤コイル塞栓術後の再
発因子の検討
安田　竜太　三重大学脳神経外科

O-27-10 脳底動脈-上小脳動脈分岐部動脈瘤に対するコイル塞栓
術の治療成績
塚越　瑛介　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科／埼玉医科大

学国際医療センター脳血管内治療科

O-27-11 内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤に対するコイル塞栓術
後の再開通に関与する因子の検討
平林　拓海　独立行政法人国立病院機構災害医療センター脳神経外科

O-27-12 治療困難な破裂解離性脳動脈瘤に対する脳血管内治療
難波　克成　自治医科大学血管内治療センター脳血管内治療部

一般口演 28
O-28 脳動脈瘤ステント併用
O-28-1 抗血小板効果によるステント支援コイル塞栓術後の長期

的な合併症の検討
庄田　健二　岐阜大学脳神経外科

O-28-2 未破裂椎骨動脈解離性動脈瘤に対するsolo stenting治療
杉生　憲志　岡山大学脳神経外科

228



一
般
口
演

O-28-3 急性期破裂脳動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術の検討
松本　　調　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

O-28-4 Neck bridge stent併用脳動脈瘤塞栓術における周術
期抗血小板療法の検討
伊藤　　靖　信楽園病院脳神経外科

O-28-5 脳底動脈先端部動脈瘤に対するstent支援塞栓術の治療成績 
～再開通と虚血性合併症の検討～
佐藤　栄志　水戸ブレインハートセンター脳神経血管内治療科

O-28-6 未破裂脳動脈瘤に対するステント支援下コイル塞栓術に
おけるハイドロゲルコイルの有用性についての検討
中野　瑞生　名古屋大学脳神経外科

一般口演 29
O-29 脳動脈瘤バイパス併用
O-29-1 内頚動脈血豆状動脈瘤で前脈絡叢動脈虚血予防のための

trappingの工夫
反町　隆俊　東海大学脳神経外科

O-29-2 血栓化動脈瘤治療における血行再建術の工夫
三上　　毅　札幌医科大学脳神経外科

O-29-3 後頭蓋窩破裂脳動脈瘤に対する血行再建を駆使した外科治療
野田公寿茂　札幌禎心会病院脳神経外科

O-29-4 後方循環脳動脈瘤に対するバイパス併用治療
遠藤　英徳　仙台医療センター脳神経外科

O-29-5 安全確実かつ低侵襲な脳動脈瘤手術のために脳外科医が
守るべきこと
谷川　緑野　札幌禎心会病院脳神経外科

O-29-6 バイパスを併用した巨大血栓化動脈瘤の手術
井上　智弘　NTT東日本関東病院脳神経外科

O-29-7 大型部分血栓化傍鞍部内頸動脈瘤および中大脳動脈瘤の
治療成績
菊田健一郎　福井大学脳脊髄神経外科

O-29-8 脳動脈瘤治療におけるバイパス術の役割
片岡　大治　京都大学脳神経外科
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一般口演 30
O-30 未破裂脳動脈瘤の自然歴と治療選択
O-30-1 Unruptured intracranial aneurysm treatment 

scoreの有用性の検討
芳村　雅隆　土浦協同病院脳神経外科

O-30-2 未破裂前交通動脈瘤の治療選択と治療成績
角　真佐武　国立循環器病研究センター脳神経外科

O-30-3 未破裂中大脳動脈瘤に対する血管内治療と直達術の治療
成績検討
石川茉莉子　土浦協同病院脳神経外科

O-30-4 椎骨動脈解離（pearl type）の瘤の拡大に関与する因子
堀尾　欣伸　河野脳神経外科病院

O-30-5 非出血発症椎骨動脈解離の亜急性期、慢性期の形態変化
吉永　貴哉　国立循環器病研究センター脳神経外科

一般口演 31
O-31 脳卒中一般 Ⅰ
O-31-1 当院における脳卒中診療に対するVitreaワークステー

ションの初期経験
藤田　　聡　東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科

O-31-2 埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク（SSN）導入前後
の治療成績
古市　　眞　川口市立医療センター脳神経外科

O-31-3 抗血栓療法中の頭蓋内出血に関する統計学的検討
宮松雄一郎　九州医療センター脳神経外科

O-31-4 脳梗塞発症リスクファクターとしての脳動脈瘤
井上　　敬　仙台医療センター脳神経外科

O-31-5 維持透析患者における脳出血後Late seizureのリスク
梅野　哲也　地域医療機能推進機構諫早総合病院脳神経外科

O-31-6 当院における脳卒中関連肺炎 
-脳幹梗塞症例における危険因子・予防効果の検討-
麓　健太朗　中村記念病院脳神経外科

O-31-7 当院における進行性卒中を呈し高圧酸素療法を行なった
錐体路脳梗塞の機能予後
齋藤　佑規　済生会山形済生病院脳神経外科
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一般口演 32
O-32 脳卒中一般 Ⅱ
O-32-1 脳卒中後てんかん発症の特徴と関与する因子の検討 

―前向き登録研究結果―
山田　修一　奈良県立医科大学脳神経外科

O-32-2 皮質下出血に対する局所麻酔下小開頭血腫除去術の治療成績
岡　　直樹　朝日大学病院脳神経外科

O-32-3 冠動脈石灰化による脳梗塞リスク評価
村岡　真輔　公立陶生病院脳神経外科

O-32-4 広範囲脳梗塞におけるLateral ventricle volume ratio
評価による脳浮腫増悪の予測
竹内　　誠　防衛医科大学校脳神経外科

O-32-5 脳塞栓と脳血栓の発症に関する気象学的検討
福永　篤志　公立福生病院脳神経外科

O-32-6 機械学習を用いた脳出血症例における機能予後予測の試み
徳重　一雄　社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院脳神経外科

O-32-7 心原性脳塞栓症例における左心耳の形態に関する後方視的検討
長谷川　浩　順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

一般口演 33
O-33 脳血管攣縮
O-33-1 SAH後脳血管攣縮に対する血管内治療の適応と治療成績

柳川　太郎　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

O-33-2 くも膜下出血後の髄液中における 好中球誘発因子の経
時的発現について
大須賀浩二　愛知医科大学脳神経外科

O-33-3 くも膜下出血後脳血管攣縮期に対するニカルジピン脳槽
内間欠的投与の有用性
深谷　春介　獨協医科大学脳神経外科

O-33-4 破裂脳動脈瘤における遅発性脳血管攣縮及び予後因子と
しての脂質異常症に関する検討
太田　仲郎　札幌禎心会病院脳神経外科

O-33-5 くも膜下出血後の脳血管攣縮に対する塩酸ファスジル動
注による改善の予測因子の検討
桑野　　淳　東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経外科
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O-33-6 くも膜下出血後の遅発性脳虚血および予後に対する脳微
小循環障害の影響
奈良岡征都　弘前大学脳神経外科

一般口演 34
O-34 血栓回収 Ⅰ
O-34-1 機械的血栓回収療法におけるmodified ASAP法の有効性

大島　共貴　愛知医科大学脳血管内治療センター

O-34-2 優れた誘導性が期待される新規吸引カテーテルを用いた
血栓回収術の初期成績
中西　勇太　八尾徳洲会総合病院脳神経外科／大阪市立大学脳神経外科

O-34-3 1 pass TICI 3を目指したCombined Therapyを第一
選択とした治療戦略
宇野　哲史　鳥取大学脳神経外科

O-34-4 マルチモダリティ時代の医療過疎地域における新規脳卒
中センター設立の苦難： 
-体制整備と新医療機器導入のバランス-
根木　宏明　埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター

O-34-5 脳梗塞急性期再開通治療後の急性期ribbon signの特徴
宮本　健志　徳島大学脳神経外科

O-34-6 急性期脳梗塞治療　血栓回収療法 TICI 3へのRSM撮影
佐藤　　俊　日本医科大学脳神経外科

O-34-7 6Fr Sofia Plusを使用した血栓回収療法の治療成績
辻　優一郎　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

O-34-8 急性期血栓回収術におけるDSA perfusion を用いた時
短の将来性
堀江　信貴　長崎大学脳神経外科

O-34-9 SVS（susceptibility vessel sign）とステントリト
リーバー単独再開通率の検討
竹内　昌孝　医療法人財団報徳会西湘病院脳神経外科

O-34-10 機械的血栓回収療法におけるSPAIS法の周術期穿刺部
合併症低減に関する検討
木村　僚太　清恵会病院脳神経外科

O-34-11 悪性腫瘍を伴う症例における急性期脳梗塞に対する血栓
回収療法
尾崎　友彦　DivisionofNeuroradiology,TorontoWestern

Hospital
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O-34-12 治療に関わる医師数が急性期脳梗塞に対する緊急血行再
建術の治療成績に与える影響
黒木　亮太　福岡徳洲会病院脳神経外科

一般口演 35
O-35 血栓回収 Ⅱ
O-35-1 高齢者（85歳以上）に対する急性期脳主幹動脈閉塞の血

管内治療の治療成績
中條　敬人　昭和大学脳神経外科

O-35-2 機械的血栓回収術による手技合併症
新保　大輔　手稲渓仁会病院脳神経外科

O-35-3 COVID-19パンデミック期の血栓回収ニューヨークマ
ウントサイナイヘルスシステムでの経験
重松　朋芳　CerebrovascularCenter,Departmentof

Neurosurgery,MountSinaiHealthSystem

O-35-4 急性主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法後に生じる頭蓋
内出血の予測因子と転帰の解析
丸島　愛樹　筑波大学脳神経外科、脳卒中科

O-35-5 CT perfusionのMIP画像による側副血行の評価と最終
梗塞部位との関連
藤原　　聡　愛媛県立中央病院脳卒中センター脳神経外科

O-35-6 First-pass effectが得られなった血栓回収療法の検討
藤本　基秋　天理よろづ相談所病院脳神経外科

O-35-7 急性脳主幹動脈閉塞症における再開通療法後方循環（椎
骨-脳底動脈系）での治療成績
傳　　和眞　医療法人財団報徳会西湘病院脳神経外科

O-35-8 発症前に中等度機能障害（mRS 3）を有する症例に対す
る急性期再開通療法の治療成績
齋藤　浩史　東京都立多摩総合医療センター脳神経外科

O-35-9 急性期血行再建術におけるflat panel detectorを用い
た術前後の脳実質血液量（PBV）の検討
河野　　大　福岡大学救命救急センター

O-35-10 MRI撮影を第一選択とした体制構築により得られた
Door to Puncture timeの短縮効果
小倉　健紀　小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科

O-35-11 80歳以上の高齢者機械的血栓回収療法の治療転帰
山木　　哲　山形市立病院済生館脳卒中センター
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O-35-12 中大脳動脈M2閉塞に対する機械的血栓回収術の有効性
梶浦　晋司　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

一般口演 36
O-36 フローダイバーター
O-36-1 フローダイバーターステント留置術におけるTEG6sを用

いた血小板凝集能評価と抗血小板薬スイッチ療法の有用性
清水　信行　横浜市立大学脳神経外科

O-36-2 Flow diverter stent留置後の中長期経過観察中の抗血
栓療法継続期間の検討
壽美田一貴　東京医科歯科大学血管内治療学

O-36-3 脳動脈瘤に対するFlow Diverterを用いた血管内治療成績
藤中　俊之　大阪医療センター脳神経外科

O-36-4 Pipeline Embolization Deviceを使用した治療の臨床
的・血管造影的長期成績と予後因子の解析
春原　　匡　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

O-36-5 FD留置後の脳動脈瘤縮小変化の検討：PAO症例と比較して
松田　芳和　昭和大学藤が丘病院脳神経外科

O-36-6 Flow diverterを用いた動脈瘤の治療成績
鹿毛　淳史　広南病院血管内脳神経外科

O-36-7 Flow Diverter留置後の脳動脈瘤閉塞の予測因子 
4D-Flowを用いた血流動態解析による検討
塚田　哲也　名古屋大学脳神経外科

O-36-8 フローダイバージョン治療後の脳動脈瘤吸収遅延
杉山慎一郎　広南病院神経麻酔科

O-36-9 当院におけるコイル塞栓併用Pipeline留置術の治療成績
秋山　智明　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

O-36-10 Flow diverter治療における周術期合併症と抗血小板療
法についての検討
細尾　久幸　虎の門病院脳神経血管内治療科

O-36-11 Flow diversion治療におけるコイル塞栓併用の有効性
古知龍三郎　広南病院血管内脳外科
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一般口演 37
O-37 もやもや・頭蓋内動脈狭窄・バイパス  Ⅰ
O-37-1 もやもや病におけるdistal choroidal artery 

aneurysmの特徴
鈴木　倫明　新潟大学脳神経外科

O-37-2 虚血と出血の両方を呈するもやもや病の臨床像
瀬川　将史　東京大学脳神経外科

O-37-3 もやもや病に対する血行再建術後に発生する脳溝内の
FLAIR hyperintensity―Crevasse sign
柏崎　大奈　富山大学脳神経外科

O-37-4 当院におけるもやもや病患者の長期予後
林　　俊彦　東京医科歯科大学脳神経外科

O-37-5 小児もやもや病に対する間接血行再建術におけるEMSの役割
本間　博邦　神奈川県立こども医療センター脳神経外科

O-37-6 出血発症もやもや病における直接バイパス術後の側副血
行路変化
田中　洋次　東京医科歯科大学脳神経外科

O-37-7 もやもや病における高次脳機能障害に関する検討
西村　　中　九州大学脳神経外科

O-37-8 もやもや病に対する脳血行再建術後早期の脳卒中と神経
学的転帰に関する年齢層別比較分析
荒木　芳生　名古屋大学脳神経外科

O-37-9 成人もやもや病に対するSTA-MCA double 
anastomosisの長期成績
船津　尭之　東京女子医科大学脳神経外科

O-37-10 もやもや病周術期におけるIMZ SPECTと高次脳機能の検討
吉岡　秀幸　山梨大学脳神経外科

一般口演 38
O-38 もやもや・頭蓋内動脈狭窄・バイパス  Ⅱ
O-38-1 甲状腺疾患を合併する脳動脈狭窄ともやもや病の血管構

築に関する比較検討
濱野　栄佳　国立循環器病研究センター脳神経外科

O-38-2 モヤモヤ病の脳血流評価におけるアダマールASLの有
用性に関する検討
磯崎　　誠　福井大学脳脊髄神経外科

235



一
般
口
演

O-38-3 病型と脳循環病態に応じた成人もやもや病のテーラー
メード治療
成相　　直　東京医科歯科大学脳神経外科

O-38-4 片側もやもや病の遺伝的要因を含めた対側進行のリスク評価
峰晴　陽平　京都大学脳神経外科

O-38-5 出血発症モヤモヤ病の頻度と特徴
重松　秀明　東海大学脳神経外科

O-38-6 RNF213変異スクリーニングの意義 
～もやもや病及び頭蓋内主幹動脈狭窄症の自然経過から
の検討～
小久保安昭　山形大学脳神経外科

O-38-7 血行力学性脳梗塞患者におけるSTA-MCA bypass術前
後での認知機能変化の検討
橋本　和敏　東埼玉総合病院脳神経外科

O-38-8 機械学習は成人もやもや病の術後過灌流症候群を高率に
予測できる
山本　修輔　富山大学脳神経外科

O-38-9 もやもや病では深部静脈への灌流速度が短縮している
丸山　邦隆　富山大学脳神経外科

一般口演 39
O-39 もやもや・頭蓋内動脈狭窄・バイパス  Ⅲ
O-39-1 もやもや病の病期進行における頚動脈管径の狭小化

城　　泰輔　富山大学脳神経外科

O-39-2 成人もやもや病における高次脳機能の経時変化と予測因
子についての検討
中溝　　玲　九州医療センター脳神経外科

O-39-3 もやもや病患者における甲状腺抗体とRNF213遺伝子型
ThiparpaThamamongood　東京医科歯科大学脳神経外科／武蔵

野赤十字病院脳神経外科

O-39-4 成人もやもや病複合バイパス術後における側頭筋腫脹に
伴う脳表圧迫による神経脱落症状の発生率とその関連因
子の研究
勝木　将人　広南病院脳神経外科／東北大学神経外科

O-39-5 もやもや病の複合的血行再建術後のMRAによる深側頭・
浅側頭動脈の血管径の変化
平山　晃大　東海大学脳神経外科
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O-39-6 もやもや病に対する直接バイパスを主とした血行再建術
岡崎　貴仁　広島大学脳神経外科

O-39-7 頭蓋内動脈狭窄病変の急性閉塞時の血行再建術
松本　　崇　医療法人財団報徳会西湘病院脳神経外科

O-39-8 頭蓋内動脈狭窄に対する血管形成術の治療成績と再発に
関わる因子の検討
藤谷　茂太　虎の門病院脳神経血管内治療科

O-39-9 RNF213変異を有する頭蓋内血管狭窄の臨床的特徴
堂福　翔吾　東京大学医学部附属病院脳神経外科

一般口演 40
O-40 内頚動脈狭窄症 Ⅰ
O-40-1 安全確実な顕微鏡下頸動脈内膜剥離術 

―体位取りを含むセッティングの工夫と解剖学的指標―
一ノ瀬　努　大阪市立大学脳神経外科

O-40-2 横切開を用いた頚動脈内膜剥離術のセッティング
和田孝次郎　防衛医科大学校脳神経外科

O-40-3 NIRS-IVUSによるLipid Core Plaque分布はCAS治療
における術後塞栓症リスクを予測する
横山　昇平　奈良県立医科大学脳神経外科

O-40-4 高齢者頚部頚動脈狭窄に対する頚動脈ステント留置術の有効性
秋山　恭彦　島根大学脳神経外科

O-40-5 単一施設におけるopen-cell stentを用いた連続734症
例の頚動脈ステント留置術の治療成績の検討
大村　佳大　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

O-40-6 心血管疾患を合併した頸動脈狭窄症に対するCEAの治療成績
大森　雄樹　熊本大学脳神経外科

O-40-7 当院におけるCEA合併症の検討　-合併症ゼロを目指して-
藤島　裕丈　昭和大学横浜市北部病院脳神経外科

O-40-8 CASにおける15OガスPETを用いた術後過灌流の予測因子
岡内　正信　香川大学脳神経外科

一般口演 41
O-41 内頚動脈狭窄症 Ⅱ
O-41-1 頚動脈内膜剥離術後の再狭窄とtacking sutureとの関連

長原　　歩　東京女子医科大学脳神経外科
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O-41-2 75歳以上の高齢者における頚部内頸動脈狭窄症の治療成績
渡邉　英昭　愛媛大学脳神経外科

O-41-3 頸動脈可動性病変に対する術中所見からみた治療戦略
石井　則宏　医療法人社団誠馨会新東京病院脳神経外科

O-41-4 総頚動脈と内頚動脈の分岐角度が大きければ不安定プ
ラークの体積率が高い
高井　洋樹　川崎医科大学脳神経外科

O-41-5 頸動脈内膜剥離術後声帯麻痺：自験313例での検討
安部　啓介　新古賀病院脳卒中脳神経センター脳神経外科

O-41-6 頚動脈ステント留置術後の過灌流に対するミノサイクリ
ン塩酸塩を用いた周術期管理
坂田　洋之　国立病院機構仙台医療センター脳神経外科

O-41-7 MR vessel wall imagingによる大動脈弓部不安定プ
ラークの評価
林　　盛人　東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科

O-41-8 頸動脈プラーク内新生血管の臨床的意義の検討
久門　良明　医療法人和昌会貞本病院

一般口演 42
O-42 血管障害その他
O-42-1 外傷性椎骨動脈損傷への母血管閉塞23例の治療経験

田中　　伯　大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

O-42-2 安静時functional MRIによる神経ネットワーク解析を
用いた頚動脈狭窄症手術前後の認知機能評価
甲田　将章　神戸大学脳神経外科

O-42-3 療養就労両立支援指導料の脳血管障害への拡大と実際の
取り組み
加藤　宏一　東京労災病院脳神経外科

O-42-4 機械学習を用いた未破裂MCA動脈瘤壁の菲薄化の予測
堀　恵美子　富山大学脳神経外科

O-42-5 内頚動脈先端部動脈瘤発生に関与する構造と血行力学因
子の検討
川端　修平　大阪大学脳神経外科
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一般口演 43
O-43 AVM・dural AVF Ⅰ
O-43-1 未破裂脳動静脈奇形に対するNBCAを用いた血管内治療

の治療戦略
小南　修史　日本医科大学千葉北総病院脳神経外科

O-43-2 未破裂脳動静脈奇形に対する複合的治療の選択と長期成績
西村　真樹　国立循環器病研究センター脳神経外科

O-43-3 静脈洞温存を企図したsinus balloon protection下の
dAVFに対する経動脈的塞栓術
藪崎　　肇　昭和大学藤が丘病院脳神経外科

O-43-4 硬膜動静脈瘻に対するOnyxを用いた治療成績
後藤　正憲　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

O-43-5 硬膜動静脈瘻に対する液状塞栓物質を用いた根治目的の
経動脈的塞栓術
淺野　　剛　医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター脳神経血管

内治療科／医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター
脳神経外科

O-43-6 脳出血例で潜在性脳動脈奇形の存在を予測する術前因子
吉田　泰之　聖マリアンナ医科大学東横病院脳神経・脳卒中センター

脳神経外科

O-43-7 Hybrid手術室における脳動静脈奇形（AVM）の外科治療
井上　龍也　聖路加国際病院脳神経外科／聖路加国際病院神経血管内

治療科

O-43-8 植え込み型左室補助人工心臓に関連した脳卒中の予後に
関する検討
奥田　智裕　九州大学脳神経外科

O-43-9 脳海綿状血管奇形のgermline mutation解析
本郷　博貴　東京大学脳神経外科

一般口演 44
O-44 AVM・dural AVF Ⅱ
O-44-1 破裂脳動静脈奇形に対するガンマナイフ治療

森　　久恵　国立循環器病研究センター脳神経外科

O-44-2 頭蓋内硬膜動静脈瘻治療における被曝線量低減を目的と
した手術時間へ影響を及ぼす因子の検討
藤井　照子　東京医科歯科大学血管内治療科

O-44-3 岡山県における頭蓋内硬膜動静脈瘻の罹患率と合併症の特徴
石橋　良太　（公財）田附興風会北野病院脳神経外科
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O-44-4 未破裂脳動静脈奇形に対するガンマナイフ治療の現状と課題
川岸　　潤　古川星陵病院鈴木二郎記念ガンマハウス

O-44-5 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻における上眼静脈の流出形式
と眼症状の関係性
南部　　育　京都大学脳神経外科

O-44-6 非接着性液体塞栓物質によるTAEを第一選択とした
DAVFの治療成績
大川　将和　京都大学脳神経外科

O-44-7 The neural crest as the embryological factor of 
dural AVFs
田中美千裕　亀田総合病院脳血管内治療科

一般口演 45
O-45 不随意運動症
O-45-1 術後合併症低減を目的とした高齢者パーキンソン病患者

に対する二期的脳深部刺激術
谷　　直樹　大阪大学脳神経外科

O-45-2 60歳以上のパーキンソン病におけるSTN-DBSの効果予測 
-[11C]CFT-PETを用いて-
野崎　孝雄　浜松医科大学脳神経外科

O-45-3 振戦に対する視床破壊術　 
-集束超音波と高周波ラジオ波の違い-
三浦　慎平　大阪大学脳神経外科

O-45-4 振戦に対するガンマナイフ治療高齢者のQOL改善を目指して
田村　徳子　東京女子医科大学脳神経外科

O-45-5 高齢パーキンソン病患者に対する視床下核及び淡蒼球内
節刺激術の効果と副作用の比較
仁村　太郎　宮城病院脳神経外科

O-45-6 刺激耐性とリバウンド現象に対するサイクリング刺激の
振戦抑制効果
江夏　　怜　札幌医科大学脳神経外科

O-45-7 集束超音波治療における有効エレメント数とエネルギー
伝達効率との関係
何　　　馨　大阪大学脳神経外科

O-45-8 本態性振戦患者における安静時ネットワークの変化について
加藤　祥子　名古屋共立病院集束超音波治療センター／名古屋大学脳

神経外科
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O-45-9 本態性振戦に対するFUS　 
—保険適応１年の治療成績と今後—
仲野　雅幸　新百合ヶ丘総合病院脳神経外科

O-45-10 レボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法が脳深部刺激療
法の適応に与える影響
木村　唯子　国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科

一般口演 46
O-46 てんかん Ⅰ
O-46-1 後方に進展した側頭葉内側部のてんかん原性病変に対す

る前方からのアプローチの有用性
臼井　直敬　静岡てんかん・神経医療センター脳神経外科

O-46-2 硬膜下・深部電極を併用した頭蓋内電極留置術の有効性と限界
高山裕太郎　国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科

O-46-3 瘢痕脳回を伴う後部皮質てんかんの外科治療
近藤　聡彦　静岡てんかん・神経医療センター脳神経外科

O-46-4 結節性硬化症に伴う脳病変に対するてんかんおよび腫瘍
外科の併用
飯田　幸治　広島大学脳神経外科

O-46-5 てんかん性スパズムに対する外科治療成績
宇田　武弘　大阪市立大学脳神経外科／大阪市立総合医療センター小

児脳神経外科

O-46-6 根治的てんかん外科治療後の発作再発例の検討
田村健太郎　奈良県立医科大学脳神経外科

一般口演 47
O-47 てんかん Ⅱ
O-47-1 脳磁図によるてんかん波の新たな評価法

露口　尚弘　近畿大学病院脳神経外科

O-47-2 難治性焦点性てんかん合併の海綿状血管腫における術中
皮質脳波ガンマエントロピー解析を用いた安全で確実な
てんかん原性評価法
佐藤　洋輔　昭和大学脳神経外科

O-47-3 頭皮脳波解析を用いたてんかん性スパズムに対する脳梁
離断術の有効性の検討
飯村　康司　順天堂大学脳神経外科
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O-47-4 Stereotactic EEG （SEEG）を用いた両側側頭葉てん
かんの外科戦略
久保田有一　東京女子医科大学東医療センター脳神経外科

O-47-5 治療困難な薬剤抵抗性てんかんへの定位頭蓋内電極によ
る診断的アプローチ
菊池　隆幸　京都大学脳神経外科

O-47-6 Temporal plus epilepsyへの挑戦
國井　尚人　東京大学脳神経外科

O-47-7 てんかん外科における手術歴のある治療困難症例への挑
戦- SEEGの有用性
HUIMINGKHOO　大阪大学脳神経外科

O-47-8 孔脳症を伴った難治性てんかんに対する外科的治療戦略
市川　尚己　静岡てんかん・神経医療センター

一般口演 48
O-48 てんかん Ⅲ
O-48-1 てんかん原性腫瘍は画像から遺伝子型が予測できる

飯島　圭哉　国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科

O-48-2 Arterial spin labeling（ASL）法を用いた発作の鑑別
菅野　　彩　市立釧路総合病院脳神経外科

O-48-3 Epileptogenic modulation and synchronization in 
hypsarrhythm
鈴木　皓晴　順天堂大学脳神経外科／トロント小児病院神経科臨床神

経生理部門

O-48-4 てんかん外科手術における覚醒下術中皮質脳波の有用性の検討
山田　大輔　京都大学脳神経外科

O-48-5 限局性皮質異形成に対するてんかん外科手術の手術成績
と発作時頭蓋内脳波の検討
佐々木達也　岡山大学脳神経外科／岡山大学てんかんセンター

O-48-6 頭蓋内脳波波形からのdata drivenなてんかん発作波形
特徴量の抽出
山本　祥太　堺市立総合医療センター脳神経外科

O-48-7 発作時脳波で発作起始が不明確な薬剤抵抗性側頭葉てん
かんにおける総合的判断による焦点診断の妥当性
花谷　亮典　鹿児島大学脳神経外科

O-48-8 頭皮上脳波で両側側頭葉てんかんと考えられた症例にお
ける切除側診断
瀬山　　剛　広島大学脳神経外科／広島大学病院てんかんセンター
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O-48-9 器質的病変を伴う側頭葉てんかんにおける当院の手術成
績の検討
橋本　聡華　東京医科歯科大学脳神経外科

O-48-10 Lennox-Gastaut症候群における脳磁図傾斜磁場トポグ
ラフィ（GMFT）を用いた脳梁全離断術後の発作転帰予測
香川　幸太　広島大学脳神経外科／広島大学病院てんかんセンター

O-48-11 選択的扁桃体海馬摘出手術における鏡視下手術
太組　一朗　聖マリアンナ医科大学脳神経外科

O-48-12 迷走神経刺激療法がベンゾジアゼピン受容体に与える影
響について
福多　真史　国立病院機構西新潟中央病院脳神経外科

一般口演 49
O-49 MVD
O-49-1 三叉神経の「直線化」と顔面神経の「平坦化」をコンセプト

としたMVD手術の工夫
畑山　　徹　水戸ブレインハートセンター

O-49-2 三叉神経痛に対する脳神経血管減圧術の多施設、前向き
研究の結果
溝渕　佳史　徳島大学脳神経外科

O-49-3 仰臥位で行う三叉神経痛に対する微小血管減圧術 
―手術方法と治療成績―
池田　英敏　大阪市立総合医療センター脳神経外科

O-49-4 片側顔面痙攣に対する微小血管減圧術supine no 
retractor lateral basal approach
清水　克悦　昭和大学脳神経外科

O-49-5 Birdlime techniqueによる血管転位を駆使した神経血
管減圧術と新たな術中モニタリングの試み
大谷　直樹　日本大学病院脳神経外科

O-49-6 我々のＭＶＤ手術，手術教育に根ざした標準化とその成績
大石　　誠　新潟大学脳神経外科

O-49-7 三叉神経痛に対する微小血管減圧術における
suprameatal tubercleに関する検討 ： 
削除の必要性について
井上　卓郎　湖東記念病院脳神経外科

O-49-8 静脈が関与する舌咽神経痛に対するMVDにおける手技
及び治療効果
野呂　秀策　中村記念病院脳神経外科

243



一
般
口
演

O-49-9 片側顔面痙攣に対する微小血管減圧術の術前画像評価 
～三次元立体画像の再構成方法とその有用性～
碓井　　智　広島赤十字・原爆病院脳神経外科

O-49-10 抗血栓薬内服患者に対する微小血管減圧術
旭山　聞昭　中村記念病院脳神経外科

O-49-11 三叉神経痛手術において不治癒症例をなくすための手術工夫
梅岡　克哉　日本医科大学千葉北総病院脳神経センター

O-49-12 MVDにおけるkeyhole approachの利点と限界
英　賢一郎　西宮協立脳神経外科病院

O-49-13 中間神経痛の診断、手術
小野田恵介　帝京大学脳神経外科

O-49-14 微小血管減圧術における、ORBEYEと双眼顕微鏡との比較
箸方　宏州　（公財）田附興風会北野病院脳神経外科

O-49-15 片側顔面けいれん手術における、穿通枝を伴う責任血管
の移動方向の分析
荒川　泰明　新潟県厚生連上越総合病院脳神経外科

O-49-16 年代別上小脳動脈の走行と三叉神経の解剖学的関係の検討
野村　　契　総合青山病院脳・脊髄センター

O-49-17 高齢者三叉神経痛に対する神経減圧術： 
生活の質への影響評価
戸田　弘紀　福井赤十字病院脳神経外科／北野病院脳神経外科

O-49-18 片側顔面痙攣症に対する微小血管減圧術後の味覚障害
藤川　喜貴　（公財）田附興風会北野病院脳神経外科

O-49-19 痙縮に対する外科的治療適応と長期治療効果
内山　卓也　近畿大学脳神経外科

O-49-20 脊髄刺激療法における解剖学的リード留置の有用性
東山　巨樹　秋田県立循環器・脳脊髄センター脊髄脊椎外科

一般口演 50
O-50 高齢化社会の脊椎脊髄外科
O-50-1 超高齢者社会における脊髄損傷の急性期治療をどうするべきか

鈴木　晋介　仙台医療センター脳神経外科

O-50-2 「フレイル」の観点からみた80歳以上の頚椎変性疾患患
者に対する外科治療の役割
伊東　清志　信州大学脳神経外科
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O-50-3 脊椎脊髄外科医に求められる低侵襲前方椎体再建術 
-顕微鏡下局所展開前側方椎体到達法について-
森脇　　崇　若草第一病院脊椎脊髄神経外科

O-50-4 高齢者社会における健康寿命延長における超高齢者への
脊椎手術における適応と留意点
野中　康臣　平和病院

O-50-5 80歳以上の超高齢者脊椎脊髄症例に対する手術 
-周術期の問題点と周術期管理センターの有用性-
安原　隆雄　岡山大学脳神経外科

一般口演 51
O-51 水頭症
O-51-1 Codman CERTAS Plus valveを用いたLPシャントに

よるiNPHの治療成績
張　　家正　いえまさ脳神経外科クリニック

O-51-2 局所麻酔下腰椎くも膜下腔ー腰椎硬膜外腔短絡術を施行し
た特発性正常圧水頭症患者31例の治療成績と術後合併症
竹内東太郎　埼玉成恵会病院脳神経外科

O-51-3 Prodromal iNPH：iNPH診療のパラダイムシフト
梶本　宜永　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

O-51-4 正常圧水頭症における静脈圧迫によるmisery 
perfusion: 
髄液循環障害から脳循環障害へのミッシングリンク
大村　知久　西宮協立脳神経外科病院

O-51-5 正常圧水頭症の病理と病態仮説
伊藤　敬孝　順天堂東京江東高齢者医療センター脳神経外科

O-51-6 正常圧水頭症の脳室拡大と4D Flow MRIによる振動せ
ん断応力
山田　茂樹　滋賀医科大学脳神経外科／洛和会音羽病院脳神経外科 /

正常圧水頭症センター／東京大学生産技術研究所分散数
値シミュレーション開発研究室

O-51-7 正常圧水頭症の診断のための3日間持続ドレナージ法について
中山　禎司　浜松医療センター脳神経外科

O-51-8 側腹部開腹による腰部クモ膜下腔腹腔シャント術
後藤　幸大　済生会滋賀県病院脳神経外科

O-51-9 髄液中microRNAを用いた特発性正常圧水頭症と進行
性核上性麻痺の鑑別マーカーの探索
秋葉ちひろ　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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O-51-10 血管周囲腔は側脳室前角および脳室上衣下層と交通する： 
MRIによる検討
堤　佐斗志　順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科

O-51-11 特発性正常圧水頭症の治療拠点づくりは必要で収益も期
待できる
村井　尚之　千葉県済生会習志野病院脳神経外科

O-51-12 山口県の西部中核市脳神経外科施設における髄液シャン
ト術を要した高齢者水頭症の変遷
泉原　昭文　西東京中央総合病院脳神経外科

O-51-13 腰椎カテーテル挿入におけるparamedian oblique法の
有用性について
中山　則之　岐阜大学脳神経外科

一般口演 52
O-52 頚椎
O-52-1 Subaxial cervical spineに対する新しい経外側塊椎弓

根内screw刺入方法の考案
朝本　俊司　牧田総合病院脳神経外科

O-52-2 頚椎椎弓形成術における術後可動域保持のためのC3椎弓処理
井上　崇文　新武雄病院脊髄脊椎外科

O-52-3 頚椎症性神経根症に対する顕微鏡下頚椎前方椎間孔拡大
術の利点と欠点
櫻井　公典　信愛会脊椎脊髄センター／医療法人志匠会

O-52-4 横切開による頸椎椎弓形成術 
～長期成績の検討～
伊勢田恵一　岡山済生会総合病院脳神経外科

O-52-5 後期高齢者と非高齢者に対する頸椎椎弓形成術の術後成
績に関する比較研究
劉　　　軒　信愛会脊椎脊髄センター

O-52-6 頚椎症性脊髄症手術におけるMEP導出不良リスクとし
てのT2髄内高信号
松岡　龍太　大西脳神経外科病院脳神経外科

O-52-7 高度肥満症例の脊椎手術における注意点と工夫点
福田　美雪　信愛会脊椎脊髄センター

O-52-8 C2棘突起付着筋温存の有無による椎弓形成術後のアラ
イメントへの影響
清水　陽元　広島大学脳神経外科
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O-52-9 チタン製バスケットプレートを用いた頸椎椎弓形成術の
有限要素解析
内藤堅太郎　大阪市立大学脳神経外科

O-52-10 人工透析患者における頚椎症性脊髄症に対する頚椎椎弓
形成術の治療成績
川那辺吉文　静岡県立総合病院脳神経外科

O-52-11 非リウマチ性歯突起後方偽腫瘍に対する術式選択と長期予後
山本　慎司　大西脳神経外科病院脳神経外科

O-52-12 Cylinder cageによるACDF後のsubsidence発生は
cageの挿入位置・角度に依存するか？
岡崎　敏之　新百合ヶ丘総合病院脊椎脊髄末梢神経外科

O-52-13 頸椎神経根症に対する頸椎前方椎間孔拡大術
光山　哲滝　品川志匠会病院脳神経外科

一般口演 53
O-53 腰椎
O-53-1 腰椎変性すべり症に対する後方除圧術および固定術の中

長期治療成績
八木　　貴　山梨大学脳神経外科

O-53-2 腰部脊柱管狭窄症に対する術式の選択 -除圧術単独か固
定術の併用か？-
平澤　元浩　東京品川病院脊髄脊椎外科／東京女子医科大学東医療セ

ンター脳神経外科

O-53-3 大きな腰髄腫瘍摘出における椎体固定併用の有用性 
- 腰髄減圧を安全に行うために -
伊古田雅史　自治医科大学付属さいたま医療センター脳神経外科

O-53-4 working channel 6.4 mmの脊椎内視鏡による腰部脊
柱管狭窄症の新たな治療方法
古閑比佐志　岩井 FESSクリニック／岩井整形外科内科／稲波脊椎関

節病院

O-53-5 腰椎後方椎体間固定における経皮的椎弓根スクリューの
臨床的意義　術後1年の経時的評価を踏まえて
高橋　敏行　医療法人社団平成会藤枝平成記念病院

O-53-6 O-arm 2 とTriosテーブルシステムを用いた成人脊柱変
形に対する低侵襲変形矯正固定術（cMIS）
深谷　賢司　綾部ルネス病院脳神経外科

O-53-7 外側型腰椎椎間板ヘルニア手術症例の検討
佐々木伸洋　信愛会脊椎脊髄センター
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O-53-8 当科における黄色靭帯骨化症の臨床像と治療成績
吉田耕一郎　医療法人財団新和会八千代病院

O-53-9 腰椎変性側弯症に対する側方椎体間固定術後のcoronal 
balanceの変化
三浦　　勇　東京女子医科大学脳神経外科／亀田総合病院脊椎脊髄外科

O-53-10 Long Fusion SurgeryにおけるLIFの意義
梅林　　猛　品川志匠会病院

O-53-11 骨粗鬆症椎体に対する経皮的椎弓根スクリューの骨セメ
ント補強
川西　昌浩　医仁会武田総合病院脳神経外科

O-53-12 腰部脊柱管狭窄症に対する椎弓切除術後の隣接椎間障害
発症因子についての検討
横山　邦生　医仁会武田総合病院脳神経外科

O-53-13 Scopic Spine Surgeryの革新と社会貢献
内門　久明　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

一般口演 54
O-54 難治性脊椎脊髄疾患
O-54-1 非リウマチ性歯突起後方偽腫瘍の形成因子についての放

射線学的検討
兼松　　龍　医療法人社団平成会藤枝平成記念病院脊髄脊椎疾患治療

センター

O-54-2 神経筋疾患の腰背部痛に対する腰椎神経後枝内側枝の高
周波熱凝固術を中心とした複合治療
寺尾　　亨　厚木市立病院脳神経外科

O-54-3 難治性腰椎疾患治療における近い未来への提案 
―脳神経外科医がすべきこと―
金　　景成　日本医科大学千葉北総病院脳神経センター

O-54-4 腰椎椎体間固定術（mini-ALIF）および椎体スクリュー固
定術のupdate
森本　哲也　高清会高井病院脳神経外科

O-54-5 脊髄損傷患者における脳磁図によるfunctional 
connectivityの検討
西　　麻哉　大阪大学脳神経外科

O-54-6 圧迫性脊髄ラットモデルに対するエリスロポエチン髄注
療法の有効性の検討
宮崎　良平　横浜市立大学脳神経外科
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一般口演 55
O-55 脊椎血管障害・腫瘍
O-55-1 High flow spinal arteriovenous shunt疾患に対する

血管内治療の治療戦略と治療成績
佐藤　慎祐　聖路加国際病院脳神経外科／聖路加国際病院神経血管内

治療科

O-55-2 各種脊髄動静脈瘻の治療方法の選択と経過
秋山　武紀　慶應義塾大学脳神経外科

O-55-3 脊髄硬膜動静脈瘻直達手術における椎弓切除範囲の検討
本多　文昭　群馬大学脳神経外科

O-55-4 出血発症の頭蓋頸椎移行部および頚髄動静脈瘻に対する
治療経過の検討
福田　竜丸　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

O-55-5 頭蓋頚椎移行部動静脈瘻の診断における非造影頭部
MRAの有用性
荒木　孝太　筑波大学脳神経外科／筑波メディカルセンター病院脳神

経外科

O-55-6 当院におけるspontaneous spinal epidural 
hematomaの検討
望月　達城　聖路加国際病院脳神経外科

O-55-7 頚椎ダンベル腫瘍の手術戦略
菅原　　卓　秋田県立循環器・脳脊髄センター脊髄脊椎外科

O-55-8 当施設における脊髄髄膜腫の治療成績の検討
赤塚　啓一　鳥取市立病院脳神経外科

O-55-9 脊髄腹側髄膜腫に対する手術戦略
竹林　研人　東京女子医科大学脳神経外科

O-55-10 転移性脊椎腫瘍に対する手術治療の役割
江口　　馨　名古屋大学脳神経外科

O-55-11 脊椎転移に対するseparation surgeryと体幹部定位放
射線治療（SBRT）による複合治療
灰本　章一　愛知県がんセンター脳神経外科

O-55-12 ESCC scale 3を呈する転移性脊椎腫瘍に対する臨床的検討
安藤　　遼　国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科

249



一
般
口
演

一般口演 56
O-56 脊椎脊髄外傷・その他
O-56-1 椎体形成術後隣接椎体骨折発症例の観察椎体形成術は真

に隣接椎体骨折の発生と関連するのか？
隈元　真志　社会医療法人福岡記念病院脳神経外科

O-56-2 胸腰椎破裂骨折に対するligamentotaxisを併用した後
方椎弓根スクリュウ固定術
高橋　立夫　国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科

O-56-3 二次救急病院における脊椎・脊髄損傷の現状
中西　欣弥　医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科

O-56-4 DISHを伴う胸腰椎圧迫骨折症例の検討
白石　大門　稲沢市民病院脳神経外科

O-56-5 胸腰椎破裂骨折の後方靭帯組織損傷の早期診断
西村　由介　名古屋大学脳神経外科

O-56-6 脊椎内視鏡手術における合併症 
～ラーニングカーブとの相関～
西村　泰彦　向陽病院脳神経外科

O-56-7 腹臥位手術による外側大腿皮神経の絞扼性神経障害はな
ぜ開頭術で起こりにくいのか？発生機序の考察
吉田　信介　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

O-56-8 Phase-contrast MRIを用いた、キアリ奇形患者での空
洞内脊髄液及び脊髄の動きの解析
張　　漢秀　東海大学脳神経外科

O-56-9 当院の脊椎手術後手術部位感染症に対する外科治療の検討： 
創部縫合・ドレナージの有用性
石井　元規　稲沢市民病院脳神経外科

O-56-10 腰殿部と下肢の絞扼性末梢神経障害が患者QOLへ及ぼす影響
國保　倫子　日本医科大学千葉北総病院脳神経センター

O-56-11 特発性低髄液圧症候群の残された課題
守山　英二　福山医療センター脳神経外科

O-56-12 脊髄外傷とBMI
岩瀬　正顕　関西医科大学総合医療センター脳神経外科

O-56-13 胸郭出口症候群手術症例における小胸筋症候群の合併について
武田　正明　広島大学脳神経外科
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一般口演 57
O-57 高齢者頭部外傷
O-57-1 高齢者頭部単独外傷におけるTalk and deteriorate症

例の特徴と背景因子の検討
江頭　裕介　岐阜大学脳神経外科

O-57-2 高齢者のびまん性軸索損傷の臨床的特徴
秀　拓一郎　北里大学脳神経外科

O-57-3 高齢者慢性硬膜下血腫術後症例に対する早期退院方針の
有効性・安全性の検証
高木　普賢　独立行政法人国立病院機構災害医療センター臨床初期研修医

O-57-4 外傷性頭蓋内出血における非痙攣性てんかん重積発症の
予測因子
桑山実喜子　秋田大学脳神経外科

O-57-5 高齢者頭部外傷後遺症に対する集学的リハビリテーショ
ンの効果
河井　信行　かがわ総合リハビリテーション病院

一般口演 58
O-58 重症頭部外傷
O-58-1 小児重症頭部外傷における頭蓋内圧モニタリングの意義

塚田　篤志　東京都立小児総合医療センター脳神経外科

O-58-2 神経集中治療における予後予測方法としての定量的瞳孔
記録計の有用性
中尾　隼三　筑波大学脳神経外科／筑波大学附属病院救急集中治療科

O-58-3 重症頭部外傷におけるフィブリノゲン製剤の投与基準と
予測因子の検討
藤原　　岳　京都府立医科大学脳神経外科／京都第二赤十字病院脳神

経外科

O-58-4 重症頭部外傷における凝固線溶異常の経時変化
西田　岳史　大阪急性期・総合医療センター救急診療科

O-58-5 重症頭部外傷に対する神経集中治療
小畑　仁司　大阪府三島救命救急センター脳神経外科

O-58-6 重症頭部外傷患者における頭蓋形成術後骨弁感染に関係
する因子の検討
内藤　信晶　関西医科大学脳神経外科
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一般口演 59
O-59 頭部外傷診断と治療
O-59-1 小児の遷延性脳振盪様症候群は先行する脳振盪既往によ

る影響を受けない
中山　晴雄　東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科

O-59-2 当施設における80歳以上の高齢者急性-亜急性期硬膜下
血腫に対する内視鏡下血腫除去術
久下　淳史　山形市立病院済生館脳卒中センター

O-59-3 脚立・はしごからの転落による高齢者頭部外傷
荒井　　篤　兵庫県立加古川医療センター脳神経外科

O-59-4 抗凝固療法中の急性硬膜下血腫転帰への薬剤種類、中和の影響
小松　洋治　筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター・日立

総合病院脳神経外科

O-59-5 急性硬膜下血腫に対する穿頭血腫ドレナージ術の有用性
宮﨑　愛里　国立病院機構熊本医療センター脳神経外科

O-59-6 頭部外傷例におけるParoxysmal sympathetic 
hyperactivityの実態 
-山口大学の経験-
藤山　雄一　新百合ヶ丘総合病院脳神経外科／山口大学脳神経外科

O-59-7 初診時頭部CTで外傷性変化を認めない75歳以上の軽症
頭部外傷の転帰
永井　靖識　康生会武田病院脳神経外科

O-59-8 単一施設高齢者頭部外傷データベース研究 
-14年間の推移と転帰不良危険因子の検討-
土江　遼平　島根県立中央病院脳神経外科

O-59-9 重症頭部外傷における主病変別にみた脳圧の分析 
～頭部外傷データバンク　プロジェクト2015から～
早川　隆宣　独立行政法人国立病院機構災害医療センター脳神経外科

O-59-10 救命救急センターにおけるプロトロンビン複合体製剤の
位置づけ
恩田　秀賢　日本医科大学付属病院高度救命救急センター／日本医科

大学救急医学教室

O-59-11 外減圧術を施行された頭部外傷患者の予後に関わる因子
西本　渓佑　大阪医療センター脳神経外科

O-59-12 転倒・転落を受傷機転とした高齢者頭部外傷の検討
桑本健太郎　聖路加国際病院脳神経外科
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一般口演 60
O-60 慢性硬膜下血腫・外傷その他
O-60-1 高齢者慢性硬膜下血腫術後の長期予後

木下　翔平　弘前大学脳神経外科

O-60-2 未破裂脳動脈瘤術後合併の慢性硬膜下血腫  
～術後五苓散.柴苓湯使用時期での前向き検討
川瀬　　司　藤田医科大学ばんたね病院脳神経外科

O-60-3 慢性硬膜下血腫による高次脳機能障害の分析
中口　　博　三井記念病院脳神経外科

O-60-4 慢性硬膜下血腫を合併した特発性低髄液圧症候群の画像
所見と予後 
―205例における病態解析―
高橋　浩一　山王病院脳神経外科

O-60-5 脳脊髄液減少症に合併した両側慢性硬膜下血腫の特徴と
治療戦略
下田健太郎　川口市立医療センター脳神経外科

O-60-6 外傷性視神経損傷に対するmanagementと手術方法
新　　靖史　大阪警察病院脳神経外科

O-60-7 頭部外傷後嗅覚障害に対する静脈性嗅覚検査の有用性
八巻　智洋　千葉療護センター脳神経外科

一般口演 61
O-61 頭蓋骨早期癒合症
O-61-1 頭蓋骨早期癒合症に対する手術方法

石崎　竜司　静岡県立こども病院脳神経外科

O-61-2 発達障害を伴う軽度前頭縫合早期癒合症に対する減圧的
頭蓋形成術の予後予測因子
下地　一彰　順天堂大学脳神経外科

O-61-3 矢状縫合早期癒合症の手術成績と長期予後
伊藤　英恵　東京都立小児総合医療センター脳神経外科

O-61-4 CTデータに基づく日本人小児の標準頭蓋容積・標準頭蓋
形状の検討
冨田　陽介　岡山大学脳神経外科／岡山大学病院小児頭蓋顔面形成セ

ンター
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一般口演 62
O-62 脊髄髄膜瘤・脂肪腫
O-62-1 本邦における脊髄髄膜瘤修復のフロントライン

五味　　玲　自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児脳神経外科

O-62-2 東京都における二分脊椎の発生状況
井原　　哲　東京都立小児総合医療センター脳神経外科

O-62-3 脊髄髄膜瘤患児における術前評価
栗本　路弘　名古屋大学脳神経外科

O-62-4 背側型脊髄脂肪腫を合併したLimited dorsal 
myeloschisisの病理学的検討
下川　能史　九州大学脳神経外科

O-62-5 低位円錐（脊髄係留）を伴わない終糸脂肪腫例における尿
流動態検査の有用性
上野　勝也　関西医科大学脳神経外科

O-62-6 二分脊椎における足底圧検査に基づく足底変形評価
下川　尚子　高邦会高木病院脳神経外科／佐賀大学脳神経外科

O-62-7 満期産児の脊髄髄膜瘤に合併した壊死性腸炎例の考察
伊地　俊介　日本赤十字社医療センター脳神経外科

一般口演 63
O-63 小児脳神経外科
O-63-1 小児後頭蓋窩嚢胞性病変の臨床経過についての検討

森　　　史　埼玉県立小児医療センター脳神経外科

O-63-2 大脳半球間裂嚢胞に対する手術例の検討
山崎　覇久　北海道立子ども総合医療・療育センター脳神経外科

O-63-3 超低出生体重児のgerminal matrix hemorrhage発症
に関連する因子について
根本　匡章　東邦大学脳神経外科（佐倉）

O-63-4 孤立性第4脳室に対する内視鏡下中脳水道ステント留置
を行った5例
佐久間　潤　福島県立医科大学脳神経外科

O-63-5 小児神経外科におけるナビゲーションの有用性
野村　貞宏　山口大学脳神経外科

O-63-6 小児脳腫瘍に合併する水頭症の治療
山中　　巧　京都府立医科大学脳神経外科
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一般口演 64
O-64 基礎研究
O-64-1 既存薬物pentamidineの膠芽腫治療への応用

玉井　　翔　金沢大学脳神経外科

O-64-2 樹状細胞免疫治療を併用した初発膠芽腫患者由来腫瘍細
胞の遺伝子発現解析
武井　　淳　東京慈恵会医科大学脳神経外科／東京慈恵会医科大学悪

性腫瘍治療研究部

O-64-3 初発膠芽腫におけるMGMTと腫瘍微小環境との関連
串原　義啓　東京大学脳神経外科

O-64-4 ゲノム編集iPS細胞を用いた悪性神経膠腫に対する自殺
遺伝子細胞療法
田村　亮太　慶應義塾大学脳神経外科

O-64-5 演題取り下げ

O-64-6 膠芽腫患者におけるephrin-A2発現と予後との相関解析
平井　　希　金沢大学脳神経外科

O-64-7 膠芽腫におけるMGMT遺伝子メチル化の新規解析法 
-HPLC法-
埴原　光人　山梨大学脳神経外科

O-64-8 膠芽腫と中枢神経原発リンパ腫における血中バイオマーカー 
-次世代シーケンサーを用いた短鎖ノンコーディングRNAの解析-
大西　俊平　呉医療センター・中国がんセンター脳神経外科／広島大

学脳神経外科

O-64-9 分化型膠芽腫細胞による多細胞間のパラクライン相互作
用を介した腫瘍微小環境の改変機構
畝田　篤仁　岡山大学脳神経外科／岡山大学細胞生理学

O-64-10 脳動脈瘤破裂への好中球の寄与
九社前実香　昭和大学脳神経外科

O-64-11 くも膜下出血後の早期脳障害においてspreading 
depolarizationと細胞外グルタミン酸濃度が与える影響
村井　　智　岡山大学脳神経外科

O-64-12 日本人脳動脈瘤罹患家系に対する全エクソーム解析と新
規感受性遺伝子の発見
前川　達哉　東京女子医科大学東医療センター脳神経外科

O-64-13 脳静脈灌流障害におけるスタチンによる神経保護効果の検討
佐藤　文哉　奈良県立医科大学脳神経外科
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O-64-14 Niclosamideは血管平滑筋細胞の酸化LDL受容体
LOX-1の発現を阻害する
楊　　　涛　京都大学脳神経外科

O-64-15 脳動脈瘤のマウス実験モデルにおける性別や遺伝的背景
が瘤の形成と破裂におよぼす影響について
柳澤　　毅　東京慈恵会医科大学脳神経外科／ハーバード大学マサ

チューセッツ総合病院

O-64-16 もやもや病患者由来iPS細胞の血管平滑筋細胞への分化
誘導と機能解析
東海林菊太郎　北海道大学脳神経外科

O-64-17 新生仔低酸素虚血性白質障害に対するオリゴデンドロサ
イト前駆細胞移植による運動機能障害の回復効果
田尻　直輝　名古屋市立大学脳神経生理学

O-64-18 ヒト歯髄から分化誘導した神経系細胞をマウス脳虚血モ
デルに移植する再生医療の基礎実験
松村　英明　筑波大学人間総合科学研究科疾患制御医学専攻／筑波大

学脳神経外科／筑波大学脳神経外科臨床再生医療研究室

O-64-19 マウス頭部外傷モデルにおけるナノ粒子化活性酸素消去
剤（RNP）を用いた脳・神経障害改善効果の検証
高橋　利英　筑波大学脳卒中科／筑波大学脳神経外科／筑波大学救急・

集中治療科

O-64-20 心停止後症候群モデルにおける下垂体障害の検討
大熊　　佑　福山市民病院脳神経外科／DepartmentofEmergency

Medicine,TheFeinsteinInstitutesforMedical
Research

O-64-21 迷走神経求心路刺激・遠心路刺激のパーキンソン病モデ
ルラットに対する有効性
細本　　翔　岡山大学脳神経外科

O-64-22 ラットでの経頭蓋電気刺激における運動誘発電位モニタ
リングに関する低血圧の影響
吉川　哲史　総合青山病院脳・脊髄センター

O-64-23 脊髄損傷後神経障害性疼痛の発症メカニズムの解明
中島　伸彦　大阪大学脳神経外科

O-64-24 C-arm conebeam CT perfusionを用いたブタ脳梗塞
モデルにおける超急性期脳循環パラメータの検証
池村　絢子　東京慈恵会医科大学脳神経外科

O-64-25 ソフトマター工学によるCTで視認性を有する粒子状塞
栓物質の開発と、ラット脳梗塞モデルを用いた検証
山崎　和義　北海道大学脳神経外科
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一般口演 65
O-65 医療機器・IT・新技術
O-65-1 COVID-19蔓延期における機械学習を利用した脳卒中

予測の有用性
重田　恵吾　独立行政法人国立病院機構災害医療センター脳神経外科

O-65-2 脳ドックによる脳動脈瘤診断への人工知能の応用 
～人工知能アルゴリズムの変更による脳動脈瘤診断精度
の向上～
桑原　政志　島根県立中央病院脳神経外科／広島大学脳神経外科

O-65-3 機械的学習を用いた医療データの解析脳出血症例の検討
石原　　学　徳島大学脳神経外科／徳島大学救急集中治療部

O-65-4 遠隔脳ドック被験者における脳白質変化 
-年代別頻度、危険因子の検討-
山﨑　智博　島根大学医学部附属病院臨床研修センター

O-65-5 脳神経外科におけるWeb会議システム
「G-conference」の有効性
長岐　智仁　群馬大学脳神経外科

O-65-6 Upright CTを用いた脳神経外科患者の頭蓋内体位性変
化の検討
吉田　啓佑　慶應義塾大学脳神経外科

O-65-7 脳血管内治療におけるSonoclotを用いた新たな血小板
凝集能測定法の有用性
朴　　憲秀　奈良県立医科大学脳神経外科

O-65-8 Low set zygomaを鑑別することによる、
Orbitozygomatic approachの新たな適応基準
牧園　剛大　福岡県済生会二日市病院脳神経外科

O-65-9 皮膚合併症予防を回避するための頭蓋形成用カスタムメ
イド人工骨の曲率調整 
～第2報：下げ幅による手術時の比較検討～
小野　　元　聖マリアンナ医科大学東横病院脳神経・脳卒中センター

脳神経外科

O-65-10 人工硬膜使用時において、硬膜がもつ機能を考慮した人
工硬膜選択の必要性
加野　貴久　安城更生病院脳神経外科

O-65-11 ORBEYEを使用した脊椎手術の初期経験
林　　英樹　（公財）田附興風会北野病院脳神経外科

O-65-12 KINEVO900を用いた外視鏡の使用経験とその問題点
金城　雄太　市立島田市民病院脳神経外科
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O-65-13 外視鏡手術において内視鏡がもたらす新たな手術世界
矢野　茂敏　医療法人光川会福岡脳神経外科病院

O-65-14 脳外科手術におけるExoscope（ORBEYETM）の有用性
高野　昌平　姫路赤十字病院脳神経外科

O-65-15 神経ナビゲーションシステムの教育的効果
市川　智継　香川県立中央病院脳神経外科

O-65-16 マルチモダリティ支援ナビゲーションシステム誘導下生
検の有用性に関する検討
池田　直廉　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

O-65-17 LVIS展開血管の屈曲角度と近位屈曲と遠位屈曲が拡張
不良に与える影響の検討: in vitro実験
池田　宏之　倉敷中央病院脳神経外科／福井赤十字病院脳神経外科

一般口演 66
O-66 教育・医療問題
O-66-1 小児からの臓器提供に必要な体制整備に資する教育プロ

グラムの開発
荒木　　尚　埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター

O-66-2 脳動静脈奇形摘出術における手術前後の手書きイラストの意義
種井　隆文　小牧市民病院脳神経外科

O-66-3 手術技術向上のためのイラストレーションの描き方と教育方法
鳥橋　孝一　鳥取大学脳神経外科

O-66-4 COVID-19対応下の大学病院における頭蓋底外科教育
コンテンツ作成
堀口　　崇　慶應義塾大学脳神経外科

O-66-5 交通事故による高次脳機能障害に対する後遺障害認定の
現状と課題 
―脳神経外科医に求められる書類作成上の注意点とは―
中嶋　浩二　牧野リハビリテーション病院脳神経外科

O-66-6 血栓回収療法において診療看護師と共に行った働き方改革
成清　道久　石心会川崎幸病院脳血管センター

O-66-7 脳神経外科医のタスクシフティング 
特定行為研修を修了した看護師の役割と可能性
徳永　英守　市立奈良病院脳神経外科

O-66-8 低コスト介入によるDoot to CT time短縮の波及効果の検討
三橋　　立　順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科
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O-66-9 脳神経外科における終末期対応で求められるもの 
-患者家族へのアンケート調査から-
名取　良弘　（株）麻生飯塚病院脳神経外科

O-66-10 香川県における脳損傷者の自動車運転再開支援活動： 
患者支援に向けた自動車教習所での医療者自らの実車体
験の重要性
小野　恭裕　香川県立中央病院脳神経外科

O-66-11 抗てんかん薬が自動車運転能力に及ぼす影響の検討
内山　　拓　自治医科大学付属さいたま医療センター脳神経外科

一般口演 67
O-67 感染症・その他
O-67-1 当院における頭蓋形成術の合併症とその対策

山本　暁大　地方独立行政法人りんくう総合医療センター脳神経外科

O-67-2 乳突蜂巣再建を伴った骨形成的外側後頭下開頭
真田　寧皓　近畿大学病院脳神経外科

O-67-3 開頭後頭痛の後方視的多施設臨床疫学研究
柴田　　靖　水戸協同病院内筑波大学附属水戸地域医療教育センター

脳神経外科

O-67-4 分岐様式に注目した脳血管撮影による外頸動脈の特徴解析
山本　大輔　北里大学脳神経外科

O-67-5 3D-CT angiographyによる甲状腺動脈の走行についての検討
米永　理法　鹿児島大学脳神経外科

O-67-6 蝶形骨縁および嗅窩部髄膜腫の動脈解剖
平松　匡文　岡山大学脳神経外科

O-67-7 AADC欠損症とパーキンソン病に対する遺伝子治療
中嶋　　剛　自治医科大学脳神経外科

O-67-8 片頭痛患者の注意機能・遂行機能について
山口　陽二　神戸大学脳神経外科

O-67-9 肺塞栓予防のプロトコル構築と出血性疾患における深部
静脈血栓症の検討
木村　尚人　岩手県立中央病院脳神経外科

O-67-10 高ホモシステイン血症の是正は後部帯状回の血流を改善する
平野　一宏　鴻仁会岡山中央病院脳神経外科
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