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ポスター 1
P-01 手術・検査のセッティング
P-01-1 診断脳血管撮影の実用性・安全性についての評価 

～3.3Frと4Fr診断カテーテルを比較して～
中川　俊祐　日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科

P-01-2 遠位橈骨動脈アプローチによる脳血管内手技の初期経験
錦古里武志　岡崎市民病院脳神経外科

P-01-3 Smoothな血管内治療のために秒速で橈骨動脈穿刺を成
功させるtechniqueとdevice
印東　雅大　大宮中央総合病院脳神経外科

P-01-4 橈骨動脈アプローチでの大動脈弁を利用したカテーテル誘導法
宇野　健志　帝京大学脳神経外科

P-01-5 診断血管撮影時に橈骨動脈経由で左内頚動脈選択を難渋
させる因子
田之上俊介　自衛隊中央病院脳神経外科／国家公務員共済組合連合会

三宿病院

P-01-6 カテーテル治療における新型コロナウイルス感染防御と
簡易陰圧処置の工夫
太田　圭祐　安城更生病院脳神経外科

P-01-7 頭蓋頸椎移行部手術におけるORBEYE™の有効性
中河　寛治　関西労災病院脳神経外科

P-01-8 外視鏡を用いた新しいクリッピング術:  
重力による脳シフトを活用したExo-Pterional 
Approachの実際
宇野　貴宏　関西ろうさい病院

P-01-9 破裂脳動脈瘤緊急クリッピング術シミュレーターとして
の脳動脈瘤立体模型の作製
益子　敏弘　自治医科大学脳神経外科

P-01-10 STA-MCAバイパス手技習得のため集中トレーニング方法
角田　　翔　NTT東日本関東病院脳神経外科

P-01-11 脳血管外科医育成に特化した当科の脳動脈瘤手術の工夫
鈴木　海馬　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

P-01-12 Desktop ３Dプリンターを使用したAVMモデルの作成
永井　健太　東京医科大学脳神経外科
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ポスター 2
P-02 悪性脳腫瘍
P-02-1 高齢者膠芽腫における分子マーカーと生命予後

深井　順也　和歌山県立医科大学脳神経外科／関西中枢神経腫瘍分子
診断ネットワーク

P-02-2 膠芽腫は腫瘍辺縁に存在するアストロサイトとの相互作
用により増殖する
山下　大介　愛媛大学脳神経外科／アラバマ大学バーミングハム校脳

神経外科

P-02-3 再発膠芽腫に対するBevacizumabの治療成績と特徴的
な画像所見に関する検討
半田　　肇　北里大学脳神経外科

P-02-4 膠芽腫におけるTERTp変異の臨床的意義
菊地　善彰　山形大学脳神経外科

P-02-5 初発膠芽腫に対する交流電場腫瘍治療システムの治療状
況とQOL評価
黒羽真砂恵　東京医科歯科大学脳神経外科

P-02-6 神経膠腫摘出術後・補足運動野症候群の回復機序
下田　由輝　東北大学脳神経外科

P-02-7 膠芽腫再発診断のピットフォール
田村有希恵　国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科

P-02-8 再発膠芽腫に対するガンマナイフとベバシツマブを併用
した AVAgamma 療法の治療成績
佐藤　憲市　中村記念病院脳神経外科

P-02-9 筋強直性ジストロフィーに合併したglioblastomaの一例
潟山　高士　熊本大学脳神経外科

P-02-10 光線力学的療法を施行した神経膠芽腫に対する再発時の
臨床病理学的検討
深見真二郎　東京医科大学脳神経外科

P-02-11 膠芽腫患者背景と治療実態における施設間差異の検討
福井　伸行　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科／京都大

学関連施設脳腫瘍研究会

P-02-12 膠芽腫における遠隔再発様式に関わる白質神経線維の解析
一ノ瀬惇也　金沢大学脳神経外科

P-02-13 膠芽腫におけるmismatch repair遺伝子発現の免疫染
色による評価について
樋口　芙未　獨協医科大学脳神経外科
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P-02-14 当院でがん遺伝子パネル検査を実施した悪性神経膠腫患
者の検討
島津　洋介　岡山大学脳神経外科

P-02-15 当院における高齢者神経膠芽腫の遺伝子学的背景と臨床経過
吉本　修也　（公財）田附興風会北野病院脳神経外科

P-02-16 膠芽腫内の微小免疫環境中の免疫抑制性マクロファージ
を標的とした免疫療法の開発
石川　栄一　筑波大学脳神経外科

P-02-17 第２世代ALK阻害剤アレクチニブおよびセリチニブは
ヒト膠芽腫細胞に対し効率的に細胞死を誘導する
河内　大輔　国立がん研究センター研究所脳腫瘍連携研究分野／千葉

大学脳神経外科

P-02-18 Glioblastoma with a primitive neuronal 
componentの2例
坂下　恭也　札幌医科大学脳神経外科

P-02-19 初発膠芽腫に対するTTF療法の初期経験
吉村　亘平　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

P-02-20 高齢者膠芽腫患者における予後不良因子の検討
松谷　智郎　千葉大学脳神経外科

P-02-21 Grade2,3神経膠腫におけるMET-PETでのIDH変異と
MGMTプロモーターメチル化率の予測
沖田　典子　大阪国際がんセンター脳神経外科／独立行政法人国立病

院機構大阪医療センター脳神経外科

P-02-22 11C-methionine PETはテモゾロマイド維持療法終了
の判断とその後の予後予測に有用か
別府　高明　岩手医科大学脳神経外科

P-02-23 前頭頭頂弁蓋部神経膠腫摘出後の運動機能障害に関する
危険因子の検討
柴原　一陽　北里大学脳神経外科

P-02-24 神経膠腫患者由来細胞株を用いた薬剤感受性試験と治療
成績の検討
三宅　勇平　横浜市立大学脳神経外科

P-02-25 原発性悪性脳腫瘍再発例への光線力学療法併用下積極的切除術
磯崎　春菜　関西医科大学脳神経外科

P-02-26 メマンチンはMGMTの抑制を介してテモゾロミドの抗
腫瘍効果を増強する
山田　哲也　岐阜大学脳神経外科／岐阜薬科大学薬効解析学研究室
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P-02-27 LOH解析を用いた神経膠腫におけるマイクロサテライ
ト不安定性のスクリーニング
細野　純仁　千葉県がんセンター脳神経外科

P-02-28 当院での高齢者悪性グリオーマ患者における集学的治療の検討
劒持　直也　岡山大学脳神経外科

P-02-29 IDH-wildtype grade 2/3 diffuse gliomaの臨床学的
および遺伝学的特徴
山岸　正之　鹿児島大学脳神経外科

P-02-30 Diffuse gliomaのメチオニンPETと遺伝学的特徴の検討
増田　圭亮　鹿児島大学脳神経外科／藤元総合病院脳神経外科

P-02-31 分子学的に定義されたOligodendroglial tumorの再発
パターンについての検討
大澤　　匡　国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科

P-02-32 分子標的治療前後のPDXペアモデルによるepithelioid 
glioblastoma薬剤耐性化機序の解明
笹目　　丈　横浜市立大学脳神経外科学

P-02-33 Diffuse astrocytomaに対するVAC-feron-Rの治療成績
牧野　恭秀　京都大学脳神経外科／大阪医療センター臨床研究セン

ター先端医療研究開発部

P-02-34 Grade 2/3悪性神経膠腫の遺伝子異常と臨床因子を用
いた臨床的予後分類の検討
大野　　誠　国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科

P-02-35 ヒト血清アルブミンを用いた新規ホウ素化合物における
ホウ素中性子捕捉療法の治療効果
福尾　祐介　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

P-02-36 神経膠腫におけるベバシズマブ投与後の脳虚血性合併症
野田真利子　東京医科歯科大学脳神経外科

P-02-37 グルコース輸送体標的ホウ素薬剤による悪性脳腫瘍
BNCTの新しい戦略
道上　宏之　岡山大学中性子医療研究センター

P-02-38 脳実質内腫瘍摘出術に対する脳溝開放と術前画像評価
西原　賢在　神戸市立西神戸医療センター脳神経外科

P-02-39 星状細胞腫の予後リスクに対する検討
長谷川祐三　千葉県がんセンター脳神経外科

P-02-40 脳腫瘍幹細胞によるBNCTホウ素薬剤
Boronophenylalanineの取り込み
近藤　夏子　京都大学複合原子力科学研究所粒子線腫瘍学研究センター
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P-02-41 Bevacizumab投与後に発生した脳梗塞についての後方
視的検討
内田　裕之　鹿児島大学脳神経外科

P-02-42 ATRX, CDKN2A/B Alternationsを認め長期生存が
得られている限局性高悪性度神経膠腫の症例
小林　裕介　昭和大学脳神経外科

P-02-43 IDH1-R132C変異を有したLi-Fraumeni症候群関連脳
幹部グリオーマの一例
村井　　晏　済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科

P-02-44 Grade２乏突起神経膠腫ハイリスク群に対する早期放射
線化学療法と経過観察群の比較
生田　聡子　東京女子医科大学先端生命医科学研究所

P-02-45 初発神経膠腫の診断におけるF18-
fluorodeoxyglucose PET-MRIを実施した症例の解析
柳澤　俊介　国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科

P-02-46 実臨床におけるStupp regimen
菱井　誠人　順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科

P-02-47 BCNU wafer留置による脳浮腫の検討
藤井　　雄　信州大学脳神経外科

P-02-48 当院で経験した小児視床神経膠腫の検討
黒田順一郎　熊本大学脳神経外科

P-02-49 術前診断と病理診断が不一致となったmalignant 
gliomaの検討
林　志保里　東京北医療センター脳神経外科

P-02-50 膠芽腫の予後不良因子について
宇塚　岳夫　獨協医科大学脳神経外科

P-02-51 悪性神経膠腫に対する維持療法中に血管狭窄を生じた2症例
坂田　知宏　名古屋市立大学脳神経外科

P-02-52 Glioma stem cellsにおけるindoleamine 
2,3-dioxygenase 1の発現の検討
小澤　祥成　日本大学脳神経外学系神経外科学分野

P-02-53 当科での悪性神経膠腫への術中光線力学的療法の初期成績
塚本　佳広　新潟大学脳神経外科学分野

P-02-54 Frail膠芽腫患者の病態と自宅退院できない要因について
良本　翔子　国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科

P-02-55 妊娠中に増大し、自然縮小した再発神経膠腫の一例
大村　朋子　日本医科大学千葉北総病院脳神経センター
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P-02-56 Gliomatosis cerebri の病態と考えられた症例の治療経過
青木　伸夫　湘南東部総合病院脳神経外科

P-02-57 当院における腫瘍電場療法の経験： 
有効例の実感と長期装用への工夫
笹尾　亮太　慶應義塾大学脳神経外科

P-02-58 初発神経膠腫に対する光線力学療法後の再発様式につい
ての検討
菅原　健一　琉球大学脳神経外科

P-02-59 視床高悪性度神経膠腫摘出例におけるヒストン変異と予
後についての検討
長田　佳整　東北大学神経外科

P-02-60 Karnofsky Performance Statusの低い初発悪性神経
膠腫に対するbevacizumabの有効性
坪井　伸成　岡山大学脳神経外科

P-02-61 膠芽腫の術前MRIにおけるFLAIR高信号域のADCと病
理組織像
松田憲一朗　山形大学脳神経外科

P-02-62 Gliomatosis cerebriのMRS所見について
大鷲　悦子　木沢記念病院・中部療護センター脳神経外科

P-02-63 痙攣発作を主症状とするinsular glioblastomaの一例
山本祐太朗　磐田市立総合病院脳神経外科

P-02-64 Lynch症候群に合併したGlioblastomaの1例
寺園　　明　東邦大学脳神経外科（大森）

P-02-65 高齢かつ独居の膠芽腫患者に対する交流電場療法の導入経験
林　　宣秀　和歌山ろうさい病院脳神経外科

P-02-66 膠芽腫術後にBevacizumabを投与し一時的な臨床症状
の改善に寄与できた2症例
近　　貴志　昭和大学脳神経外科／AOI 国際病院脳神経外科

P-02-67 ＭＥＴ増幅を有する再発神経膠腫に対しクリゾチニブが
著効した１例
清野　純平　千葉県がんセンター脳神経外科

P-02-68 転移性脳腫瘍との鑑別が困難であった多中心性膠芽腫の一例
大滝　　遼　日本大学脳神経外科

P-02-69 髄芽腫の治療成績―最近10年間の自験例の検討
堀口　桂志　群馬大学脳神経外科
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ポスター 3
P-03 悪性脳腫瘍 II
P-03-1 中枢神経原発リンパ腫の診断におけるDual phase 

Tl-201/I-123 IMP SPECTの有用性
大澤　　祥　群馬大学脳神経外科

P-03-2 当院での高齢患者におけるPCNSL初期治療の現状と課題
神部　敦司　鳥取大学脳神経外科

P-03-3 中枢神経原発悪性リンパ腫（PCNSL）治療の今後の方向性
篠島　直樹　熊本大学脳神経外科

P-03-4 高齢者中枢神経原発悪性リンパ腫に対するメソトレキ
サート再投与と維持療法
山口　　崇　自治医科大学脳神経外科

P-03-5 中枢神経系原発悪性リンパ腫における外科手技の影響： 
手術後の化学療法までの日数とMethotrexate反応性に
ついての検討
岡本　迪成　北海道大学脳神経外科

P-03-6 非典型的所見を呈して診断に苦慮した悪性リンパ腫の2例
武内　勇人　京都府立医科大学脳神経外科

P-03-7 初発中枢神経系原発悪性リンパ腫患者の治療後
Karnofsky Performance Status（KPS）推移の検討
渡邉　章二　鹿児島大学脳神経外科

P-03-8 初発高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する
R-MPV-A療法の長期治療経験
吉田　道春　長崎大学脳神経外科

P-03-9 中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するリツキシマブ併用
化学療法の解析
竹崎　達也　熊本大学脳神経外科

P-03-10 強い壊死性変化を示したEpstein-Barr virus（EBV）関
連悪性リンパ腫の一例
杉山　純平　公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

P-03-11 髄膜癌腫症に対する髄注化学療法：単一施設での成績
菊池　美佑　がん・感染症センター都立駒込病院脳神経外科

P-03-12 組織学的診断の得られなかった中枢神経系悪性リンパ腫
疑い症例の臨床的特徴と治療成績
佐々木重嘉　杏林大学脳神経外科

P-03-13 中枢神経転移をきたした消化器癌の経過
瀬戸口大毅　千葉県がんセンター脳神経外科
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P-03-14 涙腺導管癌の一例
藤原　勇太　島根大学脳神経外科

P-03-15 複数回ガンマナイフ・摘出術にも関わらず制御不良と
なった非小細胞肺癌原発の転移性脳腫瘍対してペムブロ
リズマブが著効した一例
下井　章寛　NTT東日本関東病院脳神経外科

P-03-16 両側内耳道腫瘍により診断された転移性肺癌 の一例
詫磨　裕史　千葉徳洲会病院脳神経外科

P-03-17 非典型的な転移形式を示した転移性脳腫瘍症例の検討
佐藤　　詳　東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科

P-03-18 小児髄芽腫術後のcerebellar mutism syndrome発症
のリスク因子の検討
岡　　千紘　横浜市立大学脳神経外科

P-03-19 標準治療中に再発を来たし、gemcitabine＋paclitaxel
療法が奏功した頭蓋内胚細胞腫瘍の一例
長井健一郎　福島県立医科大学脳神経外科

P-03-20 脳胚細胞性腫瘍の鑑別診断における髄液中ctDNAおよ
び代謝産物解析
高安　武志　広島大学脳神経外科

P-03-21 神経内視鏡生検にて診断し得たLymphomatosis 
cerebriの1例
福原　宏和　東京都立大塚病院脳神経外科／東京医科大学脳神経外科

P-03-22 中枢神経原発のメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例
五月女悠太　広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科

P-03-23 当院における中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する
R-MPV療法の初期導入について
谷澤　元気　日本大学脳神経外科学系神経外科学分野

P-03-24 Isolated CNS relapse of systemic lymphomaに対
するR-MPV-A療法の治療成績
長南　雅志　宮城県立がんセンター脳神経外科

P-03-25 転移性脳腫瘍に伴う閉塞性水頭症に対する第3脳室底開
窓術の治療経験
勝部　　毅　兵庫県立加古川医療センター脳神経外科

P-03-26 EGFR遺伝子変異陽性肺癌の症候性脳転移症例7例の検討
五十川瑞穂　新潟県立がんセンター新潟病院脳神経外科

P-03-27 頭蓋内髄膜腫に子宮頸癌の腫瘍内転移を生じた1例
山口　巌史　昭和大学藤が丘病院脳神経外科
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ポスター 4
P-04 SRS
P-04-1 Leksell Gamma Knife Iconマスクシステムによる脳

腫瘍1000例初期治療経験
川邊　拓也　洛西シミズ病院脳神経外科

P-04-2 大型囊胞性転移性脳腫瘍に対するオンマヤリザーバー留
置術と寡分割ガンマナイフ治療の有用性
赤羽　敦也　NTT東日本関東病院ガンマナイフセンター

P-04-3 高齢初発膠芽腫に対するテモゾロミド併用寡分割照射の
治療経験
松浦　　任　熊本大学脳神経外科

P-04-4 δ-アミノレブリン酸はホウ素中性子捕捉療法に対する
グリオーマ幹細胞の感受性を改善させる
野々口直助　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

P-04-5 術後残存/再発頭蓋咽頭腫に対する寡分割定位放射線治
療の長期成績
小田　正哉　秋田大学脳神経外科

P-04-6 再発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するガンマナイフ
の治療成績
石田　裕樹　中村記念病院脳神経外科

P-04-7 頭蓋内血管周皮腫に対するガンマナイフ治療経験
堀場　綾子　東京女子医科大学脳神経外科

P-04-8 小児上衣腫に対するガンマナイフ治療
山中　一浩　大阪市立総合医療センター脳神経外科

P-04-9 腫瘍コントロールに放射線照射が有効であったatypical 
teratoid/rhabdoid tumorの１例
雄山　博文　豊橋市民病院脳神経外科

P-04-10 放射線誘発髄膜種の１例
髙屋　善徳　帝京大学脳神経外科

P-04-11 症候性三叉神経痛へのガンマナイフ
祁内　博行　大分三愛メディカルセンター脳神経外科／永冨脳神経外

科病院脳神経外科

P-04-12 消化器系癌からの脳浮腫を伴った転移性脳腫瘍に対する
ガンマナイフ治療
中谷幸太郎　医療法人社団伊豆七海会熱海所記念病院

P-04-13 遺伝子検査時代における転移性脳腫瘍に対する治療方法
岡本　一也　金沢医科大学脳神経外科
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P-04-14 悪性神経膠腫に対するsalvageガンマナイフ照射の経験
近藤　　威　新須磨病院脳神経外科

P-04-15 サイバーナイフ治療後の転移性脳腫瘍に対する血管新生
阻害剤の功罪：症例報告
田部井勇助　国際医療福祉大学成田病院脳神経外科

P-04-16 転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射後に外科的切除を
要した症例の検討
森本　尭之　奈良県立医科大学脳神経外科

P-04-17 転移性脳腫瘍に対しガンマナイフを使用した1日2分割
照射に対しての検討
松下　康弘　大隈病院脳神経外科

P-04-18 ALK融合遺伝子陽性肺腺癌原発転移性脳腫瘍
水松真一郎　総合青山病院脳・脊髄センター／総合青山病院サイバー

ナイフセンター

P-04-19 10個以上の多発脳転移に対するsingle isocenter 
VMATの初期経験
小佐野靖己　湘南藤沢徳洲会病院脳神経外科

ポスター 5
P-05 良性脳腫瘍
P-05-1 臨床フレイルスケール（CFS）による高齢者髄膜腫の予後予測

尾辻　亮介　九州医療センター脳神経外科

P-05-2 塞栓術後MRIを用いた頭蓋内髄膜腫に対する術前塞栓の検討
小林　尚平　広島大学脳神経外科

P-05-3 側脳室腫瘍に対するTranssulcal approach
中本　英俊　TMGあさか医療センター脳神経外科

P-05-4 内視鏡支援下にretrosigmoid approachにて摘出した
錐体斜台部髄膜腫の一例
吉村　淳一　長野赤十字病院脳神経外科

P-05-5 がん遺伝子パネル検査による網羅的遺伝子解析を行なっ
た悪性髄膜腫の1症例
小原　健太　東京大学脳神経外科

P-05-6 動眼神経腫瘍の3例：その臨床病理像と文献的考察
齋藤　佑樹　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

P-05-7 脳幹部実質内に発生した神経鞘腫の1例
石神大一郎　東京大学医学部附属病院脳神経外科
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P-05-8 中枢性神経細胞腫に対する摘出術
古村　翔一　札幌医科大学脳神経外科

P-05-9 前頭葉深部内側海綿状血管腫に対し対側前方到達法によ
り腫瘍摘出を行った一例
佐々木　強　大阪府済生会中津病院脳神経外科

P-05-10 超選択的腫瘍内塞栓術を行い全摘出した大型充実性小脳
Hemangioblastomaの1例
藤本　剛士　宇都宮記念病院脳神経外科

P-05-11 硬膜外進展し骨破壊を伴ったDysembryoplastic 
neuroepithelial tumorの一例
宮沢　良太　国立成育医療研究センター

P-05-12 比較的稀な進展をした頭蓋咽頭腫の一例
小谷　明平　岡波総合病院脳神経外科

P-05-13 急速に進行する視力低下をきたした前床突起部粘液嚢胞の一例
長束　一紘　和泉市立総合医療センター脳神経外科

P-05-14 視神経炎との鑑別に苦慮した視神経鞘髄膜腫の一例
大前　　凌　姫路赤十字病院脳神経外科

P-05-15 Contralateral transfalcine approachを用いたfalx 
meningiomaの１例
玉瀬　　玲　金沢医科大学脳神経外科

P-05-16 Central neurocytomaの手術治療
池永　　透　畷生会脳神経外科病院脳神経外科

P-05-17 小児に発生した髄膜腫の一例
上原　卓実　琉球大学脳神経外科

ポスター 6
P-06 頭蓋底腫瘍
P-06-1 内視鏡下片鼻経中隔経鼻的経蝶形骨手術後の嗅覚機能の温存

川端　哲平　大垣市民病院脳神経外科／名古屋大学脳神経外科

P-06-2 当科における下垂体subclinical Cushing病に対する術
前スクリーニング検査の現状
丹下　祐一　順天堂大学脳神経外科

P-06-3 高齢者非機能性下垂体腺腫における手術成績の検討
向田　直人　群馬大学医学部附属病院

P-06-4 経鼻内視鏡手術の硬膜欠損に対するDuraGenの有用性
神崎　由起　福岡大学脳神経外科
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P-06-5 内視鏡下経鼻手術時の鞍底再建におけるDuragen®の
当科での初期使用経験
丹原　正夫　福島県立医科大学脳神経外科

P-06-6 脳動脈瘤を合併した下垂体腫瘍に対する治療経験　 
当院での４症例について
畑崎　聖二　三重大学脳神経外科

P-06-7 非機能性下垂体腺腫におけるMRIの「せき止め現象」の臨
床的意義について
佐々木博勇　虎の門病院間脳下垂体外科

P-06-8 Pituitary incidentalomaの長期経過観察と治療適応
松山　純子　社会医療法人将道会総合南東北病院脳神経外科

P-06-9 経鼻内視鏡手術における前頭蓋底再建 
～有茎再建資材のバリエーションと適応～
植田　　良　川崎市立川崎病院脳神経外科

P-06-10 内視鏡下経鼻的下垂体手術における適切な予防抗菌薬選
択とは？術中抗菌薬投与の前後に採取した蝶形骨洞内粘
膜菌叢の検討
馬場　栄一　横浜新緑総合病院脳神経センター脳神経外科／日本医科

大学脳神経外科

P-06-11 高齢者頭蓋咽頭腫に対する内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術
林　　康彦　金沢医科大学脳神経外科／金沢大学脳神経外科

P-06-12 内視鏡下シリンダー手術による脳腫瘍摘出術の有用性について
山田　紘史　名古屋市立大学脳神経外科

P-06-13 内視鏡下経鼻的頭蓋底腫瘍摘出術における視覚誘発電位
モニタリングの有用性
中野　良昭　産業医科大学脳神経外科

P-06-14 計画的多段階手術による摘出困難な頭蓋底腫瘍の治療
今村　繭子　塩田記念病院脳神経外科

P-06-15 下垂体腺腫に合併した転移性下垂体腫瘍の一例
鈴木　幸二　日本医科大学脳神経外科

P-06-16 鞍上部くも膜嚢胞に対する内視鏡下経鼻術
永田　雄一　名古屋大学脳神経外科

P-06-17 中頭蓋窩アプローチにおけるL-shaped zygotomyの有
用性について
大垣福太朗　横浜市立大学附属病院脳神経外科

P-06-18 側頭下窩腫瘍に対するzygomatic epidural approach
の有用性と限界
下吹越　航　横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科
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P-06-19 中頭蓋アプローチにて摘出した真珠腫性中耳炎の一例
宮里　清隆　琉球大学脳神経外科

P-06-20 若年性三叉神経鞘腫の4手術例
相見　有理　市立四日市病院脳神経外科

P-06-21 錐体骨内形質細胞腫で診断に至った多発性骨髄腫の１例
菊山　　薫　浜松医科大学脳神経外科

P-06-22 内視鏡下経鼻的摘出術を行った頭蓋咽頭腫の再発予測因
子についての検討
岡田　満夫　虎の門病院内分泌センター間脳下垂体外科

P-06-23 内視鏡下経鼻的下垂体手術における術前後の嗅覚評価と
術後早期嗅覚障害の現状
石坂栄太郎　日本医科大学脳神経外科

P-06-24 経鼻内視鏡下頭蓋底手術における術野の拡大について
増岡　　淳　佐賀大学脳神経外科

P-06-25 造影MRIにて視神経造影効果を伴った症候性ラトケ嚢胞の一例
酒井　宏介　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

P-06-26 脊髄播種で診断された再発性中間型松果体実質腫瘍の一例
平賀　孝太　安城更生病院脳神経外科

P-06-27 当院における傍鞍部病変に対する開頭・経鼻同時手術の工夫
八木澤伯耶　自治医科大学脳神経外科

P-06-28 内頸動脈瘤を合併した下垂体腺腫に対する2症例の治療経験
倉本　晃一　地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科

P-06-29 当院におけるProlactin（PRL）産生性下垂体腺腫の手術成績
兒玉　裕司　大西脳神経外科病院脳神経外科

P-06-30 術前に急速退縮をきたしたトルコ鞍部黄色肉芽腫の1例
横沢　路子　岩手県立中央病院脳神経外科

P-06-31 Low GH acromegalyの一例
中里　一郎　帝京大学脳神経外科

P-06-32 カベルゴリン治療中に下垂体卒中を起こしたマクロプロ
ラクチノーマの1例
瓜生　康浩　横浜医療センター脳神経外科

P-06-33 側頭葉てんかんを併発した下垂体卒中の一例
山室　　俊　日本大学脳神経外科

274



ポ
ス
タ
ー

ポスター 7
P-07 脳腫瘍一般・その他
P-07-1 熊本県における小児脳腫瘍の疫学調査

伊東山　剛　熊本大学脳神経外科

P-07-2 IDH-wild Diffuse Astorcytoma, Grade IIの臨床病理
学的検討
上松　右二　和歌山県立医科大学脳神経外科

P-07-3 T2-FLAIRミスマッチサインは病理学的に何をみている
のだろうか？
出口　彰一　静岡県立静岡がんセンター脳神経外科

P-07-4 頭蓋底、非頭蓋底髄膜腫における病理組織学的所見の検討
木下　裕貴　東京医科歯科大学脳神経外科

P-07-5 硬膜浸潤に基づく髄膜腫の新たな病理学的分類
村瀬　　真　埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター／

慶應義塾大学脳神経外科

P-07-6 テント上髄膜腫の周囲脳への癒着予測因子解析
田中　慎吾　金沢大学脳神経外科

P-07-7 中枢神経系血管芽腫のVHL病症例と非VHL病症例の手
術成績の違い 
-当院83症例のデータを用いた解析より-
南部　翔平　東京大学脳神経外科

P-07-8 中枢神経系悪性リンパ腫における髄液中特異的遺伝子変
異検出による液性診断の有用性
山岸　夢希　杏林大学脳神経外科学／国立がん研究センター研究所脳

腫瘍連携研究分野／杏林大学外科専攻課程脳神経外科学

P-07-9 寒天・ゼラチン混合ゲルを用いたintra-axial脳腫瘍手術
トレーニングモデル-専攻医によるトレーニング経験-
小河原　昇　自治医科大学脳神経外科

P-07-10 Nivolumab治療中における腎細胞がん脳転移３症例の
病理学的検討
石内　崇勝　大阪国際がんセンター脳神経外科／兵庫県立西宮病院脳

神経外科

P-07-11 左側脳室内中枢性神経細胞腫に対する
interhemispheric transcallosal approachの経験
殖木　洋平　NTT東日本関東病院脳神経外科

P-07-12 診断が困難であったglioneuronal tumorの一例
枝木　久典　岡山大学脳神経外科

P-07-13 第四脳室内に発生した神経鞘腫の１例
横矢　美穂　和歌山県立医科大学脳神経外科
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P-07-14 SLEを背景に無菌性髄膜炎に伴う急激な増大と縮小を繰
り返した髄膜腫の一例
小泉慎一郎　浜松医科大学脳神経外科

P-07-15 当院におけるグリオーマ患者の非けいれん性てんかん重
積の検討
金岡　杏純　東京医科歯科大学脳神経外科

P-07-16 初発神経膠芽腫に対する光線力学療法 （PDT）の効果と問題点
田中　一寛　神戸大学脳神経外科

P-07-17 生検的手術により非腫瘍性病変と診断された症例のその
後についての検討
羽柴　哲夫　関西医科大学脳神経外科

P-07-18 グリオーマに合併するてんかんの発症関連因子の検討
中江　俊介　藤田医科大学脳神経外科

P-07-19 病理診断に苦慮した退形成性多型黄色星細胞腫の一例
丸山　学二　浜松医科大学脳神経外科

P-07-20 非典型的なグリア成分を示したGliosarcomaの２例
大津　裕介　聖マリア病院脳神経外科

P-07-21 GradeⅡ,ⅢグリオーマにおけるMRI T2/FLAIR 
mismatchとmethionine PET集積の相関
蛯子　裕輔　東京医科歯科大学脳神経外科

P-07-22 神経膠腫におけるAPT imagingに基づき採取された組
織の病理学的特徴
山内　貴寛　福井大学脳脊髄神経外科

P-07-23 出血性多発脳転移をきたした胆嚢原発神経内分泌癌の1例
佐々木華子　大阪労災病院脳神経外科

P-07-24 定量的に測定されたmeningiomaの硬度とADC value
との比較
桝田　博之　東邦大学脳神経外科（大森）

P-07-25 延髄腫瘍の外科的治療　-自験例5例の検討-
三宅　　茂　北播磨総合医療センター脳神経外科

P-07-26 頭蓋底部髄膜腫に対する栄養血管の検討
有馬　大紀　大阪市立大学脳神経外科

P-07-27 診断に時間を要した脳腫瘍の一例
礒野　直史　東住吉森本病院脳神経外科

P-07-28 錐体斜台部髄膜腫に対する術前腫瘍塞栓術
渡部　祐輔　大阪市立大学脳神経外科
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P-07-29 脳腫瘍の血清診断を NMR モード解析技術で行う試み
について
足立　好司　日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科

P-07-30 頸静脈孔部腫瘍への腫瘍塞栓術、体積減少効果に関する検討
新井　佑輔　東京医科大学脳神経外科

P-07-31 脳室内出血で発症し脳室壁に多発する播種を疑う病変を
認めた成人毛様細胞性星細胞腫の一例
川口　雄生　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

P-07-32 未熟奇形腫とPNETが併存した精巣腫瘍原発頭蓋骨転移
の稀な1例
桑原　晴樹　信州大学附属病院脳神経外科

P-07-33 内頚動脈錐体部・海綿静脈洞部からのfeeder塞栓術にお
けるdecision-making
虎澤　誠英　東京都立多摩総合医療センター脳神経外科

P-07-34 三叉神経痛を呈したwhite epidermoidの一例
松本　英樹　東京大学医学部附属病院脳神経外科

P-07-35 側脳室三角部腫瘍摘出術における術前塞栓術の有効性と
安全性について
浅井　克則　大阪脳神経外科病院／大阪国際がんセンター脳神経外科

P-07-36 松果体実質腫瘍における免疫組織染色及び遺伝子検査の
有効性の検討
内田　栄太　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科／国立がん研

究センター研究所脳腫瘍連携研究分野

P-07-37 当院における術前腫瘍塞栓術の治療成績・合併症の検討
高野　浩司　大阪医療センター脳神経外科

P-07-38 10年以上再発なく経過した"glioblastoma"と診断され
た若年2症例に対する病理再評価
喜多　大輔　公立能登総合病院脳神経外科

P-07-39 頭頸部腫瘍に対する術前腫瘍塞栓術における当院の治療
戦略と成績
鈴木　良介　横浜市立大学脳神経外科

P-07-40 M R Iでopen ring signを呈した中枢神経系原発リンパ
腫の一例
阿部　光義　東邦大学脳神経外科（大森）

P-07-41 脳腫瘍を認めた際の腫瘍マーカー測定の診断的意義
竹ノ谷直樹　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科
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P-07-42 縦隔リンパ節発生と考えられる、SMARCA4変異型腫瘍
の脳転移の一例
坂本　規彰　筑波大学脳神経外科／筑波大学診断病理

P-07-43 当院におけるナビゲーションガイド下生検術の手術成績
と蛍光診断併用の有用性
藤原　敏孝　徳島大学脳神経外科

P-07-44 急速な嚢胞の増大を認めた嚢胞性髄膜腫の一例
中島　　司　大阪警察病院脳神経外科

P-07-45 拠点病院における脳腫瘍検体のがん遺伝子パネル使用経験
米澤　　潮　広島大学病院脳神経外科

P-07-46 髄芽腫における新たなリスク層別化に基づく標準治療確
立への課題：26例に対する単一施設後方視的検討
吉村　相大　埼玉県立小児医療センター脳神経外科

P-07-47 てんかん重積状態として加療を要した脳腫瘍関連てんか
ん症例の検討
迎　　伸孝　九州大学脳神経外科

P-07-48 抗けいれん剤の抗腫瘍効果に関する検討
杉浦　嘉樹　獨協医科大学埼玉医療センター

P-07-49 神経膠腫関連てんかんに対する抗てんかん薬の後方視的解析
山本　悦子　京都大学脳神経外科／京都大学附属病院脳神経外科

P-07-50 脳腫瘍患者における健康関連QoL評価 
～EQ-5DとMDASI-BTを用いて
久ヶ澤一葉　東京大学脳神経外科

P-07-51 脳腫瘍手術における当院での3Dプリントモデルの活用法
渡邉　信之　東京慈恵会医科大学附属第三病院脳神経外科

P-07-52 NF1に合併したpineocytomaの一例
橋本　宗明　焼津市立総合病院脳神経外科

P-07-53 当院で経験した妊娠中に発生した海綿静脈洞部髄膜腫の2例
平山　航輔　長崎大学脳神経外科

P-07-54 巨大下垂体腺腫術後に発症し、 診断・治療に苦慮した中
枢神経原発悪性リンパ腫（PCNSL）の一例
小林　正芳　千葉大学脳神経外科

P-07-55 孤発性嚢胞性脳転移をきたした前立腺癌の1例
木下　良正　宗像水光会総合病院脳神経外科

P-07-56 転移性硬膜腫瘍との鑑別が困難であった頭蓋内結核腫の一例
寳子丸拓示　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科
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P-07-57 APTイメージングを用いた膠芽腫の特徴の解析
若林　　光　東京ベイ・浦安市川医療センター脳神経外科

P-07-58 ナビゲーションガイド下フレームレス簡易脳腫瘍生検法
の後方視的検証
宮嵜　健史　島根大学脳神経外科

P-07-59 不活化センダイウイルス粒子と腫瘍PD-L1発現阻害は
局所での免疫抑制を二重に解除し神経膠腫に対する抗腫
瘍免疫を惹起する
杉井　成志　筑波大学脳神経外科／筑波大学人間総合科学研究科

P-07-60 超低濃度n-butyl 2-cyanoacrylateを用いた髄膜腫に対
する塞栓術
島田　志行　関西医科大学脳神経外科

P-07-61 経錐体骨到達法における三叉神経心臓反射の検討
栄山　雄紀　東邦大学脳神経外科（佐倉）

P-07-62 当院における膠芽腫に対するNovo TTFの使用経験
林　　元久　大阪国際がんセンター脳神経外科

P-07-63 血管豊富な深部脳腫瘍に対する術中CT併用フレームレ
ス定位生検の有用性
森本　隆之　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

P-07-64 PCNSLにおける定位的脳生検術の出血性合併症につい
ての検討
山下　真治　宮崎大学臨床神経科学講座脳神経外科

P-07-65 全摘出後も再発が予測される髄膜腫の2例
藤本　京利　市立東大阪医療センター脳神経外科

P-07-66 腫瘍遊走能に関与する可能性がある遺伝子Actin Alpha 
Cardiac Muscle 1 （ACTC1）の髄膜腫に
小坂　拓也　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

P-07-67 早期再発を繰り返す異型髄膜腫手術における工夫
白坂　暢朗　獨協医科大学埼玉医療センター

P-07-68 SRS後、播種病変を認めた成人第3脳室後半部上衣腫の1例
徳山　　勤　静岡赤十字病院脳神経外科

P-07-69 突然の出血発症を来たした肝細胞癌由来の脳転移の一症例
岩本　文徳　JCHO大阪病院脳神経外科

P-07-70 神経線維腫症2型に合併する脳実質内病変
伊師　雪友　北海道大学脳神経外科
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P-07-71 脳腫瘍における細胞内塩素イオンチャネルタンパク質
CLIC2の影響
尾崎　沙耶　愛媛大学脳神経外科

P-07-72 遺伝性腫瘍に合併した脳腫瘍
樋口　直司　博慈会記念総合病院脳神経外科／日本医科大学脳神経外科

P-07-73 悪性髄膜腫の治療について
赤澤　愛弓　JCHO福井勝山総合病院脳神経外科

P-07-74 髄膜腫術前精査に於けるBrain surface motion 
imagingの有用性
長嶺　英樹　琉球大学脳神経外科

P-07-75 原発不明神経内分泌腫瘍の悪性転化を伴う脳転移巣に対
し二度摘出術を施行した一例
北村　和士　（公財）田附興風会北野病院脳神経外科

P-07-76 免疫抑制剤の減量にて寛解した腎移植後リンパ増殖性疾
患について
香城　章麿　市立札幌病院脳神経外科

P-07-77 頭部外傷後に発症した頭蓋骨原発悪性リンパ腫の一例
澤村　　壯　三田市民病院

P-07-78 膠芽腫摘出3年後に摘出腔近傍に生じた仮性動脈瘤の一手術例
寺西　邦匡　公立学校共済組合近畿中央病院

P-07-79 中枢神経症状で発症した移植後リンパ増殖性疾患の一例
柴垣　慶一　市立宇和島病院脳神経外科

P-07-80 病初期に皮質脊髄路に限局した病変を呈した
Lymphomatosis cerebriの1例
新垣　勇大　横浜南共済病院脳神経外科／藤沢市民病院脳神経外科

P-07-81 聴力低下で発症した松果体嚢胞の1例
鹿草　　宏　徳島大学脳神経外科

ポスター 8
P-08 SAH の病態
P-08-1 くも膜下出血による急性期脳損傷と凝固・線溶系の異常

との関連について
穂刈　正昭　手稲渓仁会病院脳神経外科

P-08-2 くも膜下出血周術期における髄液管理の注意点
上田　啓太　東邦大学脳神経外科（佐倉）
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P-08-3 当院における高齢者重症くも膜下出血の治療・管理と治
療成績の検討
服部　大輔　島根大学医学部附属病院卒後臨床研修センター

P-08-4 動脈瘤頸部近傍にrupture pointが存在する破裂動脈瘤の検討
中川　　忠　社会医療法人嵐陽会三之町病院脳神経外科

P-08-5 くも膜下出血発症早期のCT angiographyの安全性について
吉田　賢作　東京都立広尾病院脳神経外科

P-08-6 高齢くも膜下出血患者の25年の変遷
末松　慎也　杏林大学脳神経外科

P-08-7 くも膜下出血発症時のCT画像所見は予後を反映するか？
佐藤　　篤　伊那中央病院脳神経外科

P-08-8 若年発症の動脈瘤性くも膜下出血の特徴と転帰に関連する因子
木村　辰規　国立循環器病研究センター脳神経外科

P-08-9 くも膜下出血WFNS grade Ⅴ後の遅発性脳梗塞に対す
る介入可能因子の探索
山本　篤志　三重大学脳神経外科学

P-08-10 若年発症のくも膜下出血患者の臨床的特徴
栗原　聖治　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

P-08-11 くも膜下出血予後予測因子としてのGlucose / K ratio
の有用性
藤木　　悠　川口市立医療センター救命救急センター／日本医科大学

救急医学教室

P-08-12 高齢者脳動脈瘤性くも膜下出血の予後不良因子に関する検討
藤原　　望　弘前大学脳神経外科

P-08-13 出血源不明のくも膜下出血： 
脳底動脈本幹部微小動脈瘤の関与
檜垣　鮎帆　自治医科大学血管内治療センター脳血管内治療部

P-08-14 CTperfusionによる新たなスコアでは動脈瘤性くも膜
下出血患者の予後不良を予測できる
田邉　　淳　藤田医科大学脳卒中科

P-08-15 診断が困難であったくも膜下出血後急性水頭症
畑中奈保子　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

P-08-16 脳血管内治療における後期高齢者の破裂動脈瘤の予後について
伊丹　尚多　岩国医療センター脳神経外科

P-08-17 心停止蘇生後 重症くも膜下出血の生存転帰
宮田　　圭　札幌医科大学脳神経外科／札幌医科大学救急医学
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P-08-18 シルビウス裂内血腫を持つくも膜下出血患者における減
圧開頭の遅発性脳虚血に対する予防効果について
保谷　克巳　帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科

P-08-19 重症くも膜下出血の転帰に関する検討
野下　展生　さいたま赤十字病院脳神経外科

P-08-20 重症くも膜下出血における術後脳浮腫予測モデルの開
発：予防的外減圧の適応に関する検討
福永　　幹　奈良県立医科大学脳神経外科

P-08-21 二次性水頭症の発症率を下げるための髄液ドレナージ法の検討
岩田　卓士　名古屋市立大学脳神経外科

P-08-22 破裂中大脳動脈瘤患者における脳内血腫形成に関する考察 
～Ｍ１長と動脈瘤の向きによる簡易な分類で分かったこと
～
上田　祐司　徳山中央病院脳神経外科

P-08-23 クモ膜下出血が与える血管弾性への影響；Cardio Ankle 
Vascular Indexを用いて
宮崎　親男　JCHO東京蒲田医療センター脳神経外科

P-08-24 当院におけるくも膜下出血後のてんかん発作の調査報告
川内　雄太　東京都保健医療公社荏原病院脳神経外科

P-08-25 初回画像検査で出血源が診断できなかったくも膜下出血の検討
佐藤　亮太　帯広厚生病院脳神経外科

ポスター 9
P-09 脳動脈瘤クリッピング術
P-09-1 Anterior Paraclinoid Small Aneurysmsの外科的治療

荒木　朋浩　鈴鹿回生病院脳神経外科

P-09-2 末梢性中大脳動脈瘤に対する直達手術の検討
勝野　　亮　湘南東部総合病院脳神経外科

P-09-3 破裂short M1 bifurcation Aneurysmに対するdistal 
sylvian approach
坂田　義則　亀田総合病院脳神経外科

P-09-4 前大脳動脈近位部（A1）動脈瘤の臨床的特徴と治療戦略
小林　広昌　福岡大学脳神経外科

P-09-5 スパズム期に施行した破裂脳動脈瘤クリッピング術の治療成績
竹林　誠治　旭川赤十字病院脳神経外科
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P-09-6 腎機能障害を伴う未破裂脳動脈瘤患者に対する開頭ク
リッピング術が腎機能に与える影響
橋尾　　篤　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

P-09-7 SPST techniqueシルビウス静脈を温存しながら
Retrocarotid spaceへアプローチする方法
新甫　武也　宇都宮記念病院脳神経外科

P-09-8 演題取り下げ

P-09-9 Paraclinoid aneurysmの外科治療 開頭クリッピング
術後の一過性失語の検討
松岡　　剛　牛久愛和総合病院脳神経外科

P-09-10 当院におけるparaclinoid aneurysmに対する開頭ク
リッピング術の治療成績
松本　政輝　昭和大学脳神経外科

P-09-11 Gravityを利用した前交通動脈瘤に対する
Interhemispheric approach 
ー苦手意識を克服するために
和田　　晃　昭和大学江東豊洲病院脳神経外科

P-09-12 血管内治療後の再発瘤に対しての直達術
佐々木建人　藤田医科大学ばんたね病院脳神経外科

P-09-13 破裂脳動脈瘤　術中破裂時の対処法に関する検討
澤田　重信　松波総合病院脳神経外科

P-09-14 治療方法の使い分けによる破裂前交通動脈瘤の治療成績
小幡　佳輝　東京北医療センター

P-09-15 破裂で発症した後下小脳動脈末梢部動脈瘤の治療方法と
治療成績
毛利　正直　富山市民病院脳神経外科

P-09-16 前方循環系の重症くも膜下出血に対する治療選択と治療成績
呂　　聞東　海老名総合病院脳神経外科

P-09-17 非出血発症解離性椎骨動脈瘤および後下小脳動脈瘤に対
する直達手術例の検討
齋藤　孝光　福島赤十字病院脳神経外科

ポスター 10
P-10 脳動脈瘤コイル塞栓術
P-10-1 破裂椎骨動脈解離性動脈瘤に対する後下小脳動脈の温存

に努めたinternal trappingの治療成績
南出　尚人　金沢市立病院脳神経外科
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P-10-2 PICA involved typeの破裂椎骨動脈解離におけるpost 
PICA VAのtarget PAOの治療成績
進藤孝一郎　中村記念病院脳神経外科

P-10-3 破裂脳動脈瘤に対する意図した二期的治療の有用性
山﨑　弘輝　大阪医療センター脳神経外科

P-10-4 True Pcom Aeurysmに対する脳血管内治療
渋谷　　肇　武蔵野徳洲会病院脳神経外科

P-10-5 中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
鈴木亮太郎　獨協医科大学埼玉医療センター脳神経外科

P-10-6 テント上遠位部破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手術の有用性
鈴木　雅規　平成立石病院脳神経外科

P-10-7 母血管閉塞におけるPOD® System使用による有用性の検討
矢澤　　理　筑波大学脳神経外科

P-10-8 破裂脳動脈瘤コイル塞栓術におけるTarget XLの有用性
山崎　友郷　水戸医療センター脳神経外科

P-10-9 巨大脳動脈瘤に対する母血管閉塞後の脳神経圧迫症状悪
化に対するステロイドの有効性
大塚　崇史　名古屋大学脳神経外科

P-10-10 親動脈閉塞による治療を行なった部分血栓化脳動脈瘤の検討
吉村　晋一　関西医科大学脳神経外科

P-10-11 5mmから10mmの傍前床突起部内頚動脈瘤に対するコ
イル塞栓術の治療成績
福光　　龍　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

P-10-12 脳動脈瘤塞栓術におけるdouble catheter technique
の適応と有用性
川端　康弘　一宮西病院脳神経外科

P-10-13 破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後Subpial 
hematoma増大因子
武田　純一　関西医科大学脳神経外科

P-10-14 クリッピング後、再増大、くも膜下出血をきたした脳動脈
瘤のコイル塞栓術
藤本　憲太　奈良県総合医療センター脳神経外科

P-10-15 10mm以上の脳動脈瘤におけるHydrogel coilの使い方 
～shell and scaffold theory～
宮本　倫行　帝京大学脳神経外科

P-10-16 当院における脳動脈瘤コイル塞栓術中の血栓塞栓性合併症
村上　　守　京都第二赤十字病院脳神経外科
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P-10-17 脳動脈瘤塞栓術中における合併症の検討
須磨　　健　日本大学脳神経外科

P-10-18 破裂動脈瘤における術後早期の再出血とVolume 
Embolization Ratio（VER）の関連性
池田　　剛　筑波メディカルセンター病院脳神経外科

P-10-19 当院における後方循環系解離性動脈瘤に対する治療
前岡　良輔　大西脳神経外科病院脳神経外科

P-10-20 演題取り下げ

P-10-21 脳底動脈先端部動脈瘤に対するコイル塞栓術の長期成績
浦丸　浩一　横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科

P-10-22 ワイドネック破裂脳動脈瘤に対するマルチカテーテルに
よる3D coil flamingの有用性
田上　雄大　社会医療法人三栄会ツカザキ病院脳神経外科

P-10-23 未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術： 
治療コンセプトの時代的変遷について
寺田　栄作　大阪大学脳神経外科

P-10-24 脳動脈瘤neck近傍からの分枝血管の温存を目的とした
内向きframing coilの使用およびin vitro試験
篠田　成英　医療法人社団六心会恒生病院脳神経外科

P-10-25 脳梁周囲動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
中川　修宏　近畿大学奈良病院脳神経外科・脊髄外科

P-10-26 75歳以上の破裂脳動脈瘤患者に対し血管内治療を行っ
た治療成績についての検討
須山　嘉雄　藤田医科大学脳卒中科

P-10-27 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
後の再発因子に関する後方視的検討
福田　慎也　横浜新都市脳神経外科病院

P-10-28 未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療後の外来受診とMRI
フォロー
松原　功明　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科

P-10-29 前大脳動脈末梢部動脈瘤に対するコイル塞栓術
玉井　雄大　国立国際医療研究センター病院脳神経外科

P-10-30 Sylvian hematomaを伴う破裂中大脳動脈瘤に対する
コイル塞栓術
山家　弘雄　昭和大学横浜市北部病院脳神経外科
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P-10-31 内頸動脈-後交通動脈分岐部破裂動脈瘤に対する血管内
治療の治療計画
佐藤　洋平　武蔵野赤十字病院脳神経外科

P-10-32 破裂性椎骨動脈解離における穿通枝評価と延髄梗塞の検討
笹森　寛生　杏林大学脳神経外科

P-10-33 破裂脳動脈瘤コイル塞栓術における多発瘤同時治療の検討
武井　孝麿　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

P-10-34 中大脳動脈M1部の未破裂脳動脈瘤に対する動脈瘤塞栓
術の治療成績
桑本　雄平　鳥取大学脳神経外科

P-10-35 破裂脳動脈瘤においてコイル塞栓術に脳室ドレナージを
併用した症例に関する検討 
-どちらを先に施行すべきか-
松浦威一郎　千葉県救急医療センター脳神経外科

P-10-36 破裂遠位後下小脳動脈瘤に対する血管内治療成績
中村　普彦　済生会福岡総合病院脳神経外科

P-10-37 当院に於ける遠位部前大脳動脈瘤の治療成績
野々山　裕　京都岡本記念病院脳神経外科

P-10-38 症候性内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤に対する
staged coil embolizationの有効性
阿河　祐二　小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科

ポスター 11
P-11 脳動脈瘤ステント併用・フローダイバーター
P-11-1 破裂内頚動脈前壁動脈瘤に対する母血管を温存した血管

内治療成績
八子　理恵　和歌山県立医科大学脳神経外科

P-11-2 破裂脳動脈瘤急性期にstentを併用し治療した血管内治療成績
藍原　正憲　群馬大学脳神経外科

P-11-3 破裂内頚動脈Blood blister-like aneurysmに対するス
テント併用コイル塞栓術の長期成績
森嶋　啓之　川崎市立多摩病院脳神経外科

P-11-4 未破裂脳動脈瘤に対する Overlapping stents の治療
戦略, 有用性・安全性についての検討
島　　彰吾　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
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P-11-5 紡錘状椎骨動脈瘤に対してLVISを用いた血管内治療の
初期中期成績
鐵尾　佳章　昭和大学藤が丘病院脳神経外科

P-11-6 解離性脳動脈瘤に対する母血管温存を目的としたステン
ト併用コイル塞栓術 
～治療成績と現時点での問題点～
増尾　　修　横浜市立市民病院脳神経外科

P-11-7 当院における内頚動脈血豆状破裂脳動脈瘤に対する急性
期血管内治療
荻島　隆浩　武蔵野赤十字病院脳神経外科

P-11-8 ステント支援脳動脈瘤コイル塞栓術後の抗血小板薬内服
終了についての長期成績
後藤　峻作　名古屋大学脳神経外科

P-11-9 ステント留置による母血管の角度変化がコイル塞栓後の
再開通に与える影響
成合　康彦　獨協医科大学埼玉医療センター

P-11-10 Stent-assisted coil embolization後の in-stent 
stenosisに関する検討
陶山謙一郎　藤田医科大学脳卒中科

P-11-11 当院でのLVISステント使用時の抗血小板剤療法
細貝　昌弘　広島大学脳神経外科

P-11-12 頭蓋内stentを使用した脳動脈瘤24例のまとめ
百次　　仁　大浜第一病院脳神経外科

P-11-13 ステントを用いた内頸動脈眼動脈分岐部瘤に対する血管内治療
寺西　功輔　順天堂大学脳神経外科

P-11-14 脳動脈瘤に対するNeuroform atlasを用いたコイル塞
栓術の長期成績
田中　優子　昭和大学藤が丘病院脳神経外科／石岡循環器科脳神経外

科病院脳神経外科

P-11-15 Stent-assisted coiling後のZero-TE MRAによる塞
栓状態の評価
上村　紘也　国立循環器病研究センター脳神経外科

P-11-16 頭蓋内ステント留置部評価におけるT1強調3次元高速
スピンエコー法の有用性
水野　寛之　群馬大学脳神経外科

P-11-17 非出血性椎骨動脈解離に対するcone beam CTを駆使
した血管内治療
福田　健治　福岡大学脳神経外科
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P-11-18 急性期破裂脳動脈瘤に対する頭蓋内ステントを用いた血
管内治療の検討
松田　　謙　福井大学脳脊髄神経外科

P-11-19 症候性部分血栓化大型脳動脈瘤に対するステント支援コ
イル塞栓術
比嘉　　隆　東京労災病院脳神経外科／河北総合病院脳神経外科

P-11-20 破裂脳動脈瘤コイル塞栓術に対するステントの使用経験
福島　　浩　福岡市民病院脳神経外科

P-11-21 破裂超急性期にtrans-cellでステントアシストコイリン
グを行った症例の検討
石田　敦士　森山記念病院脳神経外科

P-11-22 ステントアシストコイル塞栓術を行った未破裂脳動脈瘤
の遅発性脳内出血の検討
朝倉　健登　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

P-11-23 傍鞍部大型内頸動脈瘤に対するコイル併用Flow 
Diverter留置術の有用性とピットフォール
松尾　直樹　愛知医科大学脳神経外科

P-11-24 Flow diverter留置後に新たに出現した脳神経麻痺の検討
有村　公一　九州大学脳神経外科

P-11-25 高解像度cone beam CTと3D-DSAのfusion画像を用
いたフローダイバーターの３次元的可視化
加藤　直樹　東京慈恵会医科大学脳神経外科

P-11-26 大型脳動脈瘤に対するPipeline embolization後の抗血
小板剤投与継続期間の検討
河村　洋介　獨協医科大学埼玉医療センター

ポスター 12
P-12 脳動脈瘤バイパス併用
P-12-1 血行再建併用の直達術で根治した複雑中大脳動脈瘤

中島　英樹　関西電力病院脳神経外科

P-12-2 二刀流術者施設における破裂内頚動脈前壁瘤に対する治療選択
松村　剛樹　大阪脳神経外科病院

P-12-3 大型脳動脈瘤に対する治療戦略
齋藤　寛浩　宇都宮記念病院

P-12-4 胎児型後大脳動脈瘤治療における血行再建術
菊田　敬央　医療法人社団親和会西島病院脳神経外科／東京女子医科

大学脳神経外科
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P-12-5 治療困難な巨大脳動脈瘤に対するflow alteration 
treatment
辻　　篤司　滋賀医科大学脳神経外科

P-12-6 当院における巨大血栓化脳動脈瘤に対する治療
兼松　康久　徳島大学脳神経外科

P-12-7 Flow Diverter適応外の症候性内頚動脈 
―海綿静脈洞部動脈瘤に対するハイフローバイパス術併
用ICA遮断術の有効性
河野　智樹　宮崎大学臨床神経科学講座脳神経外科

P-12-8 前大脳動脈病変に対する血行再建術のバリエーション
田中優貴子　東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経外科

ポスター 13
P-13 未破裂脳動脈瘤の自然歴と治療選択
P-13-1 未破裂脳動脈瘤患者の中期予後

石橋　敏寛　東京慈恵会医科大学脳神経外科

P-13-2 神経症候を呈する切迫破裂脳動脈瘤の治療成績と治療戦略
河野　能久　JAとりで総合医療センター脳神経外科

P-13-3 1.5T MRI を用いた当院の脳ドック（3年間）における未
破裂脳動脈瘤についての検討
今泉　陽一　AOI 国際病院脳神経外科

P-13-4 当院における直達手術、血管内治療を含めた未破裂脳動
脈瘤の治療成績
松田　　康　社会医療法人寿会富永病院脳神経外科

P-13-5 眼症状を有する脳動脈瘤の治療法選択に伴う視機能予後の検討
岡田　　啓　杏林大学脳神経外科

P-13-6 未破裂脳動脈瘤と診断後に破裂を来した症例の検討
藤森　健司　香川大学脳神経外科

P-13-7 DataRobotを用いた未破裂脳動脈瘤長期経過観察に関
する考察
児玉　智信　東京慈恵会医科大学脳神経外科

P-13-8 当院における未破裂動脈瘤治療10年後の治療成績
鈴木　孝典　総合病院国保旭中央病院脳神経外科
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ポスター 14
P-14 手術におけるモニタリング（血管・他）
P-14-1 大脳半球間裂直接刺激による下肢MEPの有用性

高村　慶旭　奈良県立医科大学脳神経外科

P-14-2 内頸動脈瘤直達手術における親動脈一時遮断による
MEP変化
村上　謙介　青森県立中央病院脳神経外科

P-14-3 内頸動脈狭窄症に対する頸動脈血栓内膜剥離術中におけ
るモニタリングの有用性
森崎　雄大　奈良県西和医療センター脳神経外科

P-14-4 CEA術中モニタリングとしてのNIRSの適正使用に関する検討
佐藤　慎治　山形大学脳神経外科

P-14-5 経頭蓋電気刺激MEPにおける偽陰性を避けるための刺
激強度と記録法の検討
佐々木裕哉　福島赤十字病院脳神経外科

ポスター 15
P-15 脳卒中一般
P-15-1 ドクターヘリで脳卒中急性期治療の地域格差を無くせるか

西牟田洋介　鹿児島市立病院脳神経外科

P-15-2 DOACの適正使用と心原性脳塞栓症の再発に関して
金　　瑛仙　草加市立病院脳神経外科

P-15-3 脳主幹動脈閉塞症におけるpartial Diffusion-FLAIR 
mismatchの意義の検討
阿久津善光　水戸医療センター脳神経外科

P-15-4 当院における虚血性Wake-Up Strokeの検討
岩間　淳哉　行徳総合病院脳神経外科

P-15-5 江戸川区における超急性期脳梗塞の現状
朝来野佳三　森山記念病院脳神経外科

P-15-6 中大脳動脈解離の文献レビューによる臨床的特徴と治療
方針の検討
能中　陽平　日本医科大学千葉北総病院脳神経センター

P-15-7 頸動脈狭窄を合併した開心術症例の周術期虚血合併症の検討
高野　一成　獨協医科大学埼玉医療センター脳神経外科

P-15-8 頸部頸動脈とstylohyoid-thyroid chainとの関係
川原　一郎　長崎医療センター脳神経外科
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P-15-9 脳静脈洞血栓症、14例の後方視的検討
手島奈津美　徳島赤十字病院脳神経外科

P-15-10 脳アミロイド血管症に対するmodified Boston 
criteriaの有用性：当院での検証
有島　英孝　福井大学脳脊髄神経外科

P-15-11 抗血栓療法中に脳梗塞再発をきたした症例の検討
甲斐　　豊　阿蘇医療センター

P-15-12 当院におけるSurgical Swedish ICH scoreの妥当性
洪　　碩佑　杏林大学脳神経外科

P-15-13 名戸ヶ谷病院　脳卒中スクランブル
松澤　和人　名戸ヶ谷病院脳神経外科

P-15-14 当院におけるTrousseau症候群の検討
田村　和義　日本生命病院脳神経外科

P-15-15 脳梗塞の発症は気象変動と関連しているか？ 
―富山県脳卒中悉皆データベース（TOY STORE）
高　　正圭　富山大学脳神経外科／富山県済生会富山病院脳神経外科

P-15-16 当院における感染性脳動脈瘤の治療経験
有澤　　慶　虎の門病院脳神経外科

P-15-17 DOAC定着期における抗血栓薬内服中の高齢（75歳以
上）脳出血患者の特徴
久保　道也　富山県済生会富山病院脳神経外科

P-15-18 脳神経外科医中心の脳卒中センターに脳神経内科医が新
規参入した前後での変化
細山　浩史　鹿児島市立病院脳神経外科

P-15-19 心原性脳梗塞に対する機械的血栓回収術後の抗凝固薬開
始時期ならびに亜急性期再発に関する検討
宮下　勝吉　福井県立病院脳神経外科

P-15-20 DWI-FLAIR mismatchに基づいた急性期脳梗塞に対す
るt-PA静注療法
佐野　貴志　東京北医療センター脳神経外科

P-15-21 演題取り下げ

P-15-22 島嶼医療における脳梗塞急性期患者に対するDrip and 
Ship法の有用性と課題
菅　　康郎　東京都立広尾病院脳神経外科

P-15-23 抗血栓療法中の脳出血の検討
渡邉　瑞也　順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科
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P-15-24 当院における院内発症脳梗塞の治療成績と問題点
浅野真莉子　聖路加国際病院脳神経外科

P-15-25 脳卒中専門医不足地域における遠隔画像診断システム導
入の有用性と課題
永野　祐志　今村総合病院脳神経外科

P-15-26 心原性脳塞栓急性期における低侵襲左心耳切除術の安全
性および有効性の検討
小沼　邦之　筑波記念病院脳神経外科

P-15-27 当院における脳血管障害後胃瘻造設患者の予後に関する検討
佐久間敬宏　医療法人林病院脳神経外科

P-15-28 脳卒中後の急性胆嚢炎: 頭部外傷患者との比較
横田　　浩　大阪急性期・総合医療センター脳神経外科／名張市立病

院脳神経外科

P-15-29 脳卒中担当医が常駐していない施設での超急性期脳梗塞治療： 
脳卒中プロトコール導入後の変化と課題
前川　秀継　奈良県総合医療センター脳神経外科

ポスター 16
P-16 脳血管攣縮
P-16-1 当院における動脈瘤性くも膜下出血後の症候性脳血管攣

縮予防と現状
山田　修平　大阪大学脳神経外科

P-16-2 症候性脳血管攣縮に先行する血清Na値低下はくも膜下
出血発症時のACTHサージが一因と推測される
魚住　洋一　神戸大学脳神経外科

P-16-3 破裂内頚動脈瘤におけるspsam加療について
上里　弥波　倉敷中央病院脳神経外科

P-16-4 脳血管攣縮に対する脳血管内手術の治療効果の検討
入江　是明　日本赤十字社医療センター脳神経外科

P-16-5 未破裂脳動脈瘤クリッピング術後の症候性脳血管攣縮の検討
寺西　亮雄　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

P-16-6 脳血管攣縮中の脳動脈瘤クリッピング術における 
ニカルジピン直接塗布の有効性
横矢　重臣　済生会滋賀県病院脳神経外科
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ポスター 17
P-17 頭蓋内動脈狭窄
P-17-1 急性期に血管内治療を施行した症候性中大脳動脈狭窄に

対する治療成績
高橋　祐一　東京女子医科大学東医療センター脳神経外科／流山中央

病院脳神経外科

P-17-2 アテローム硬化症に伴う脳底動脈急性閉塞に対する血管内治療
若井　卓馬　山梨大学脳神経外科

P-17-3 動脈硬化性急性閉塞病変に対する急性期血行再建術のデ
バイス別治療成績
川口　　匠　和歌山県立医科大学脳神経外科

P-17-4 Wingspan stentの脳梗塞再発予防効果
池田　典生　宇部興産中央病院脳神経外科

P-17-5 症候性中大脳動脈狭窄症に対する経皮的血管形成術 
-自験例6例の検討-
島田　　篤　水戸ブレインハートセンター脳神経外科

ポスター 18
P-18 内頚動脈閉塞症
P-18-1 非急性期内頚動脈慢性閉塞症に対する血管内再開通治療

の適応について
松本　浩明　東京都保健医療公社荏原病院脳神経外科

P-18-2 軽症の急性期内頚動脈閉塞に対する治療方針について  
～当院での経験からの考察～
新井　大輔　静岡県立総合病院脳神経外科

P-18-3 Low NIHSSスコアで発症した内頸動脈閉塞症例の検討
阿南　英典　TMGあさか医療センター

P-18-4 外頚動脈撮影を用いた急性内頚動脈閉塞の再開通療法
辻　　　潔　近畿大学病院脳神経外科

P-18-5 内頚動脈閉塞に対する急性期脳血栓回収療法での対側造
影の有用性
鵜山　　淳　医療法人財団報徳会西湘病院脳神経外科／慈恵会新須磨

病院脳神経外科

P-18-6 内頸動脈起始部閉塞による脳梗塞に対してCAS単独で
治療可能な症例
岩崎　朗奈　埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター
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ポスター 19
P-19 頚動脈プラーク
P-19-1 血清尿酸値と頚動脈プラーク性状の関連性の検討

大塚　陽平　防衛医科大学校脳神経外科

P-19-2 MRI 3D-T1 FSE法を用いた頚部内頚動脈プラークの造
影動態と不安定の関連についての検討
斎藤　敦志　広南病院脳神経外科

P-19-3 頚動脈プラーク摘出標本を用いた近赤外線分光法による
プラーク分布と病理学的評価の整合性
木次　将史　奈良県立医科大学脳神経外科

P-19-4 頚動脈高度石灰化プラークのゲノム網羅的DNAメチル
化プロファイル
片野　広之　名古屋市立大学脳神経外科・医学医療情報管理学

ポスター 20
P-20 もやもや・頭蓋内動脈狭窄・バイパス
P-20-1 もやもや病に対するSTA-MCA bypass術後安定期に

graft狭窄を認めた3例
村上　理人　東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経外科

P-20-2 成人もやもや病患者における血行再建術後の脳微細構造
と認知機能の変化
原　　祥子　東京医科歯科大学脳神経外科／順天堂大学放射線医学教

室放射線診断学講座

P-20-3 ASL （arterial spin labeling）-MRIによるもやもや病
側副血行評価の有用性
中江　卓郎　滋賀県立総合病院脳神経外科

P-20-4 急性期浅側頭動脈中大脳動脈バイパス術の低侵襲手技と工夫
福田　　直　佐々総合病院脳神経外科

P-20-5 もやもや病に対するバイパス前後の皮質脳波と過灌流症
候群の関係
池谷　直樹　横浜市立大学脳神経外科

P-20-6 もやもや病血行再建術における、ICG蛍光発色のタイミ
ングを用いたレシピエント動脈の選択
金森　史哲　名古屋大学脳神経外科

P-20-7 もやもや病バイパス術後早期の小脳AI indexの検討
高橋　里史　慶應義塾大学脳神経外科

P-20-8 もやもや病に対する複合血行再建術後の脳血流変化の検討
清水　立矢　群馬大学脳神経外科
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P-20-9 もやもや病においてRNF213 p.R4810K以外の他の
レアバリアントもphenotypeに影響する
野村　俊介　東京女子医科大学八千代医療センター脳神経外科

P-20-10 頭蓋内外バイパス術（STA-MCA吻合術）を安全に施行す
るにあたって 
-術前からSTAの自然バイパスが存在する症例の検討-
西岡　利和　大西脳神経外科病院脳神経外科

P-20-11 当院における急性期STA-MCA bypassの治療成績
伊藤　康裕　柏葉脳神経外科病院

P-20-12 頭蓋内主幹動脈病変による血行力学的脳虚血に対する急
性期バイパス術の治療成績
堀川　弘吏　虎の門病院脳神経外科

P-20-13 もやもや病に対する血行再建術周術期に出現した神経所
見とその予後について
疋田ちよ恵　横浜新都市脳神経外科病院

P-20-14 開胸術前の脳主幹動脈閉塞に対する予防的浅側頭動脈中
大脳動脈吻合術の有効性の検討
小島アリソン健次　石心会川崎幸病院脳血管センター

P-20-15 もやもや病における頭痛と血行再建術後のMRA経時的
変化の関連性について
齊藤　　徹　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

P-20-16 出血発症のもやもや病の当施設での現状と課題
宮田真友子　関西医科大学脳神経外科

P-20-17 Combined surgeryを行った成人もやもや病における
MRAでのdirect bypassの評価についての検討
田中　俊一　鹿児島大学脳神経外科

P-20-18 安全確実なSTA-MCAバイパス術の方法
杉山　達也　昭和大学脳神経外科

P-20-19 血栓回収後の外科的血行再建術の検討
吉田　卓史　医療法人社団東京巨樹の会東京品川病院脳神経外科

P-20-20 浅側頭動脈-中大脳動脈バイパス術後の脳血管予備能の
改善に関与する因子の検討
大塚　宗廣　医療法人ラポール会田辺脳神経外科病院

P-20-21 Linear skin incisionでのSTA-MCA double bypass
李　　泰辰　特定医療法人順心会順心病院脳神経外科

P-20-22 もやもや病におけるSTA-MCA double bypass術後の
脳室周囲吻合の変化
程塚　研一　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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P-20-23 小児もやもや病に対する間接血行再建術の適応と限界
小熊　啓文　自治医科大学脳神経外科

P-20-24 当院における主幹動脈閉塞に対する急性期STA-MCA吻
合術の治療成績
村上　皓紀　大阪医療センター脳神経外科

P-20-25 甲状腺機能亢進症による小児両側性内頚動脈狭窄症（類
もやもや病）に対して外科的血行再建術を施行した一例
宇藤　　優　立正佼成会附属佼成病院脳神経外科／順天堂大学医学部

附属静岡病院脳神経外科

P-20-26 STA-MCA bypass術における創部治癒遅延の傾向 
（もやもや病と動脈硬化性疾患での比較）
東野　芳史　医療法人林病院脳神経外科

ポスター 21
P-21 血栓回収療法  血栓回収
P-21-1 血栓回収療法を施行した癌患者の血栓解析

山口　　泉　徳島大学脳神経外科

P-21-2 機械的血栓回収術におけるEmbotrapの初期治療成績
榎本　真也　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

P-21-3 2次医療圏の高齢化と血栓回収件数の関係性
大川原　舞　大川原脳神経外科病院

P-21-4 前大脳動脈閉塞に対するTron FXを用いた血栓回収療法
の治療成績
岩崎　充宏　横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科

P-21-5 機械的血栓回収療法における側副血行路の重要性
山﨑　茉美　山梨大学脳神経外科

P-21-6 急性期脳血栓回収療法における転帰良好因子 
～発症６時間以内と６時間以降での相違～
野村　達史　社会医療法人医翔会札幌白石記念病院

P-21-7 血栓回収時にガイディングカテーテルの遠位への誘導が
難しい症例に対するREXAS法の有効性
北村　高之　順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科／順天堂大学

脳神経血管内治療学

P-21-8 血栓回収療法におけるDOAC内服の影響
花井　　翔　筑波大学脳神経外科

P-21-9 90歳以上の超高齢者に対してStent Retrieverを用い
た機械的血栓回収術の治療成績
呉　　浩一　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科
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P-21-10 新型コロナウィルス感染症流行下における急性期血行再
建術時短戦略
富永　禎弼　板橋中央総合病院脳神経外科

P-21-11 急性期血栓回収療法におけるCOVID-19疑い患者の搬
送方法の工夫
壺井　祥史　石心会川崎幸病院脳血管センター

P-21-12 Stent retrieverにより回収された血栓中の血管内皮成
分と臨床的転帰の検討
桑島　淳氏　昭和大学脳神経外科

P-21-13 ステント型血栓回収機器を用いた血栓回収術におけるス
テント展開時血管撮影所見とデバイス血栓相互関係につ
いての実験的検証
今堀太一郎　兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科

P-21-14 担癌患者の主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法の長期治療成績
大木　聡悟　北海道大学脳神経外科

P-21-15 当院における後方循環急性主幹動脈閉塞に対する血栓回
収療法の治療成績
森山久瑠美　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

P-21-16 rt-PA静注療法が急性期脳主幹動脈閉塞症に対する血栓
回収療法に与える影響
山野　晃生　国立病院機構水戸医療センター脳神経外科／筑波大学脳

神経外科

P-21-17 当院におけるtandem lesion症例の治療方針
石井　政道　和歌山県立医科大学脳神経外科

P-21-18 当院の急性期脳底動脈閉塞症に対する機械的血栓回収の
治療成績　血栓回収の適応の検討
井谷　理彦　天理よろづ相談所病院脳神経外科

P-21-19 レジデント執刀血栓回収療法
石川　隆昭　筑波大学附属病院脳神経外科

P-21-20 展開手技の違いによるTrevoProVue stent retriever
の挙動の差異と再開通率の比較
熊谷　哲也　社会医療法人若弘会若草第一病院脳卒中センター

P-21-21 t-PA投与が慎重投与に該当する81歳以上の高齢者にお
ける急性期血行再建の治療成績
奥山　　翼　東千葉メディカルセンター脳神経外科

P-21-22 脳血栓回収療法ドクターヘリ搬送症例の検討
鈴木　一郎　八戸市立市民病院脳神経外科／八戸市立市民病院救命救

急センター
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P-21-23 後方循環閉塞に対する血栓回収デバイスの選択
松本　淳志　社会医療法人榮昌会吉田病院脳神経外科

P-21-24 超高齢者急性期脳梗塞に対する機械的血栓回収療法の有
効性の検討
柴田　碧人　埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター

P-21-25 急性期血行再建術における非造影MRAによるアクセス
ルートの有用性
小林　　聡　北海道大学病院脳神経外科／札幌麻生脳神経外科病院

P-21-26 機械的血栓回収療法で回収された血栓の病理学的検討： 
再開通治療成績との関連
桒原　聖典　藤田医科大学脳神経外科

P-21-27 実験的検証による白色・赤色血栓に対する様々な血栓回
収術中の遠位塞栓リスク
横田　麻央　愛知医科大学脳神経外科

P-21-28 石灰化を伴う急性椎骨脳底動脈閉塞に対する血栓回収術の検討
柿沼　千夏　前橋赤十字病院脳神経外科

P-21-29 急性脳底動脈閉塞症に対するLate Thrombectomy
金子　亮介　倉敷中央病院脳神経外科

P-21-30 当院での脳底動脈閉塞に対する急性期血行再建術の成績
鎌田　一晃　京都第二赤十字病院脳神経外科

P-21-31 重症脳底動脈閉塞に対する機械的血栓回収療術の検討
鹿児島海衛　前橋赤十字病院脳神経外科

P-21-32 脳主幹動脈閉塞における閉塞遠位血管の描出 
-希釈造影剤によるflat panel detector CT撮影を用いて-
野崎　俊樹　聖隷浜松病院てんかんセンター／日本医科大学脳神経外科

P-21-33 当院における後方循環の脳主幹動脈閉塞に対する血栓回
収療法の治療成績
西廣　真吾　香川県立中央病院脳神経外科

P-21-34 当院における急性期主幹動脈閉塞に対するLVO callの有用性
田島　　祐　三重県立総合医療センター脳神経外科

P-21-35 沖縄県における超急性期脳梗塞に対する血栓回収療法の
現状及び課題
後藤　克宏　沖縄県立南部医療センター・こども医療センター脳神経外科

P-21-36 MCA閉塞に対するMechanical thrombectomy 
LSA scoreの手技による変化
新井　直幸　東京女子医科大学東医療センター脳神経外科
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P-21-37 頭蓋内主幹動脈閉塞に対する急性期血行再建術後の再閉
塞についての検討
鈴木　健也　東京都立多摩総合医療センター脳神経外科

P-21-38 脳静脈洞血栓症に対する機械的血栓回収術の有用性
谷口　俊介　池友会福岡和白病院脳神経外科

P-21-39 当院における急性期血栓回収療法の治療成績 
～脳血管内治療専門医と脳血管内治療非専門医との比較～
久代裕一郎　石岡循環器科脳神経外科病院／聖マリアンナ医科大学病

院脳神経外科

P-21-40 首都圏3次救急病院における新規ワークフロー導入前後
における血栓回収療法の時間短縮と治療成績
久司　一貴　聖路加国際病院脳神経外科

P-21-41 当院における急性期主幹動脈閉塞症に対する時短の結果と課題
黒山　貴弘　神鋼記念病院脳神経外科

P-21-42 脳塞栓回収療法後のDual Energy CTによる術後出血と
造影剤漏出との鑑別
松田　章秀　朝日大学病院脳神経外科

P-21-43 術中上腕穿刺変更による血栓回収術の成績と今後の改善点
高瀬　香奈　横浜市立市民病院脳血管内治療科／横須賀共済病院脳神

経外科

P-21-44 当院での機械的血栓回収術における診療体制改善の効果
根岸　　弘　日本大学脳神経外科

P-21-45 罹患血管領域にanomalyを伴った急性主幹動脈閉塞の検討
堀井　　亮　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

P-21-46 急性期脳梗塞に対する血栓回収術後に過灌流をきたした
症例の画像的特徴
伊藤　陽平　岐阜市民病院脳神経外科

P-21-47 急性期血行再建術後の出血と造影剤漏出の鑑別に対する
Dual energy CTの有用性について
中川　史生　島根大学脳神経外科

ポスター 22
P-22 CAS
P-22-1 頚動脈ステントと血管壁とのgapが及ぼす影響

盛岡　　潤　藤田医科大学脳卒中科

P-22-2 CASにおけるフィルター型EPDとバルーン型EPDの比較 
―デバイス供給環境の変化を見据えて―
今岡　　充　医療法人社団誠高会おおたかの森病院脳神経外科
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P-22-3 頚動脈ステント留置術中の徐脈低血圧に関する予測因
子：頚動脈反射に左右差はあるか
秋岡　直樹　富山大学脳神経外科

P-22-4 当院における頚動脈狭窄症に対するCASのstrategyと
治療成績
田中　　遼　東京大学脳神経外科

P-22-5 頚動脈ステント留置術後の頚動脈超音波検査の有効性に
ついての検討
伊藤　清佳　京都岡本記念病院脳神経外科

P-22-6 CASにおける過灌流症候群発症予測と予防のため
Controlled reperfusion methodの有用性
村岡賢一郎　広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科

P-22-7 70歳以上の無症候性頚動脈狭窄症に対するCASの安全性
藤本　　蒼　東京都立多摩総合医療センター脳神経外科

P-22-8 頸動脈ステント留置術周術期管理におけるクロピドグレ
ル低反応症例に対するチクロピジンの有用性
佐藤　常志　昭和大学脳神経外科

P-22-9 Proximal & distal protection下に行うCAS
明田　秀太　大阪警察病院脳神経外科

P-22-10 CAS導入前後の頚部頚動脈狭窄症に対する治療成績
後藤　芙希　三重県立総合医療センター脳神経外科

P-22-11 当院における遠位バルーンプロテクション下にクローズ
ドセルステントを用いて後拡張を行わない頚動脈ステン
ト留置術の治療成績
松崎　粛統　医療法人財団健貢会総合東京病院脳神経外科

P-22-12 高リスク症例（不安定プラークを有する症候性頚部内頚
動脈狭窄）に対するCASの安全性についての検討
垣下　浩二　橋本市民病院脳神経外科

P-22-13 当院における選択的全身麻酔下頸動脈ステント留置術の検討
大仲　佳祐　翠清会梶川病院脳神経外科

P-22-14 当院における急性期CASの検討
青木　　建　東京慈恵会医科大学葛飾医療センター脳神経外科
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ポスター 23
P-23 CEA
P-23-1 頚動脈内膜剥離術後の歩行機能の改善は、運動関連大脳

皮質における灌流および神経伝達物質受容体機能の術後
回復と関連している
佐藤　慎平　岩手医科大学脳神経外科学

P-23-2 85歳以上の超高齢者症候性頚動脈狭窄症に対する急性
期CEA治療成績
羽賀　大輔　三郷中央総合病院脳神経外科

P-23-3 CEA再開通時における上甲状腺動脈へのフラッシュについて 
-上甲状腺動脈はごみ捨て場として機能するのか？-
奥山　澄人　社会医療法人将道会総合南東北病院脳神経外科

P-23-4 高齢者CEA症例における冠状動脈同時造影の検討
三宅　一央　徳島大学病院脳神経外科

P-23-5 解剖学的特徴に注目したCEA手技 
-安全で確実な頸動脈露出に関して-
鷲見　賢司　昭和大学脳神経外科

P-23-6 当院でCEA加療したTwisted ICA症例の検討
本田　　優　周南記念病院脳神経外科

P-23-7 CEA術後創部出血予防の工夫
玉置　智規　日本医科大学多摩永山病院脳神経外科

P-23-8 心疾患を有する頚動脈狭窄症に対するCEAの安全性に
ついての検討
関原　嘉信　医療法人社団誠馨会新東京病院脳神経外科

P-23-9 標準内頸動脈血栓内膜剥離術基本手技のマスターから少
し難しい症例までの応用
飯田　淳一　大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

P-23-10 当院における内頸動脈狭窄症に対する内頸動脈内膜剥離
術の手術戦略
李　　　一　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

P-23-11 CEA術中の術野での超音波検査でなにが判るか？   
-プラーク評価とtechnical defectの検出-
松本　圭吾　JCHO神戸中央病院脳神経外科

P-23-12 CEA（血栓内膜摘除術）後の予後増悪要因に関する共分
散構造分析
米谷　博志　佐々総合病院脳神経外科

P-23-13 頸動脈内膜剥離術後の頭蓋内血流と認知能の変化について
安藤　俊平　東邦大学脳神経外科（大森）
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P-23-14 当施設における頸動脈内膜剥離術時、虚血耐性の検討
曽我部　周　徳島大学脳神経外科

P-23-15 頸動脈内膜剥離術症例の心電図ST水平化所見と冠動脈
狭窄の関係
遠藤　雄司　医療法人辰星会枡記念病院脳神経外科

P-23-16 当院における頚動脈内膜剥離術症例の長期予後の検討
保田　宗紀　福岡東医療センター脳神経外科

P-23-17 頚部内頚動脈軽度狭窄症に対する外科的治療
山本　大輔　北播磨総合医療センター脳神経外科

P-23-18 CAS first施設におけるCEA症例の検討
都築　伸介　社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院脳神経外科

P-23-19 高齢者の頚動脈狭窄に対する治療方法
野村　素弘　横浜栄共済病院脳卒中診療科・脳神経外科

P-23-20 頚動脈狭窄症に対する外科的治療選択と治療成績
山本　直樹　大阪府済生会中津病院脳神経外科

ポスター 24
P-24 AVM
P-24-1 未破裂pediatric high grade AVMに対する治療方針 

子供たちの人生を手術するガンマナイフの現状と実際
森谷　圭佑　東京女子医科大学病院／西島病院

P-24-2 Onyx塞栓術後の脳動静脈奇形に対するガンマナイフ治療
久保　謙二　向陽病院脳神経外科

P-24-3 3D fusion画像を用いたAVM術前シミュレーションの有用性
西　　和彦　岡山大学脳神経外科

P-24-4 脳動静脈奇形に対する血管内治療の治療成績 
-完全閉塞率と合併症について-
秋本　大輔　筑波大学脳神経外科

P-24-5 AVM治療後のflow-related aneurysm形状変化に関わ
る因子の検討
池堂　太一　国立循環器病研究センター脳神経外科

P-24-6 深部脳動静脈奇形に対する外科治療戦略
弘中　康雄　奈良県西和医療センター脳神経外科

P-24-7 3次元回転動脈撮影を活用したAVM摘出術
伊藤　嘉朗　筑波大学脳神経外科
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P-24-8 AVM摘出術前塞栓術～効果的で安全な塞栓を目指して～
木本　敦史　社会医療法人寿会富永病院脳神経外科

P-24-9 γ-ナイフ治療を前提とした脳動静脈奇形に対する出血
源 target embolization
飯島　　明　JCHO東京新宿メディカルセンター脳神経血管内治療科

P-24-10 比較的大きな脳動静脈奇形に対するvolume-staged 
radiosurgery
周藤　　高　横浜労災病院脳神経外科

P-24-11 脳動静脈奇形（AVM）の局在と出血発症との関係
高垣　匡寿　大阪大学脳神経外科

P-24-12 磁場式ナビゲーションガイド下内視鏡下部分血腫摘出術
を組み込んだ 血腫を伴う破裂脳動静脈奇形に対する急
性期治療戦略
小泉　寛之　北里大学脳神経外科／北里大学救命救急医学

ポスター 25
P-25 頭蓋内硬膜動静脈奇形
P-25-1 血管型Ehlers-Danlos症候群に関連した内頚動脈海綿

静脈洞瘻に対する脳血管内治療の注意点
中村　　元　大阪大学脳神経外科学

P-25-2 Tentorial dural AVFに対するOnyxを用いた塞栓術
西山　　徹　昭和大学藤が丘病院脳神経外科

P-25-3 Non-sinus type、Isolated sinus typeの硬膜動静脈瘻
に対するTAEの治療成績
神徳　亮介　筑波大学脳神経外科

P-25-4 Target embolizationで脳表静脈逆流を正常に戻すこ
とができた硬膜動静脈瘻のケースシリーズ
西田　武生　大阪大学脳神経外科学

P-25-5 Onyxを用いた前頭蓋底部硬膜動静脈瘻に対する経動脈
的塞栓術：当院での治療経験
藤井　教雄　医療法人社団親和会西島病院脳神経外科

P-25-6 硬膜動静脈瘻に対する両側内頚静脈直接穿刺による経静
脈的塞栓術の有用性と安全性
内田　　充　国立循環器病研究センター脳神経外科

P-25-7 当院におけるOnyxを用いて経動脈的塞栓術を行った硬
膜動静脈瘻の治療成績
鈴木　一幹　順天堂大学脳神経外科
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P-25-8 単一のドレーナーを共有するpial AVMを合併した
dAVFの症例報告
宇田　憲司　名古屋大学脳神経外科

P-25-9 硬膜動静脈瘻におけるT2*強調像の点状低信号の検討
金丸　和也　山梨大学脳神経外科

P-25-10 当院における海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻、内頚動脈海綿
静脈洞瘻に対する治療成績の検討
中林　規容　市立四日市病院脳神経外科

P-25-11 硬膜動静脈瘻患者における局所採血による性ホルモン濃度測定
クロップ明日香　名古屋大学脳神経外科

P-25-12 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻におけるshunted pouchと
頭蓋底骨の関係
島田　健司　徳島大学病院

P-25-13 横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の治療成績の検討
白神　俊祐　金沢医科大学脳神経外科

P-25-14 硬膜動静脈瘻直達手術に対するハイブリッド手術室にお
ける術中DSAの有用性
鄭　　倫成　大阪警察病院脳神経外科

P-25-15 硬膜動静脈瘻における非造影4D-MRAの有用性
千原　英夫　小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科

P-25-16 静脈洞閉塞を伴う横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する
治療戦略
藤田　敦史　神戸大学脳神経外科

ポスター 26
P-26 内視鏡（血管障害）
P-26-1 内視鏡下血腫除去術における術中CTの有用性

根本　　慎　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

P-26-2 視床出血に対する保存的治療と内視鏡的血腫除去術の比較試験 
-中間解析-
片山　耕輔　弘前大学脳神経外科

P-26-3 脳室内血腫を伴う破裂動脈瘤による重症くも膜下出血の
治療成績
岩朝　光利　福岡大学病院救命救急センター

P-26-4 抗血小板剤内服中の内視鏡下血腫除去術における血小板
輸血の有効性
杉本　至健　山口大学医学部附属病院脳神経外科
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P-26-5 脳出血に合併した鋳型状脳室内血腫に対する第三脳室底開窓
迫口　哲彦　県立広島病院脳神経外科脳血管治療科

P-26-6 橋下部海綿状血管腫からの出血による脳幹背側部血腫に
対する経中小脳脚アプローチによる内視鏡下血腫除去術
石下　洋平　自治医科大学脳神経外科

P-26-7 脳室内出血に対する低侵襲顕微鏡下血腫除去術
吉村　政樹　八尾徳洲会総合病院脳神経外科

P-26-8 藤田医科大学病院における脳出血に対する手術方法（開
頭or内視鏡）とそれぞれの治療成績
大見　達夫　藤田医科大学岡崎医療センター

P-26-9 脳出血に対する神経内視鏡下血腫除去術の安全性と問題点
丸山　大輔　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

P-26-10 脳内血腫除去術における内視鏡手術と開頭手術の選択と
その治療結果
宮田　　悠　京都岡本記念病院脳神経外科

P-26-11 内視鏡下血腫除去術における磁場式ナビゲーションの併用
肥後　拓磨　東京都立広尾病院脳神経外科

P-26-12 当院における脳室内出血に対する内視鏡下血腫除去術の検討
畑中　　良　杏林大学脳神経外科

P-26-13 慢性皮膜化脳内血腫に対して内視鏡下血腫除去術が奏功
した1例
坂倉　悠哉　東京都立墨東病院脳神経外科

P-26-14 脳室内出血を伴った重症くも膜下出血に対する血管内治
療と神経内視鏡手術の併用
内野　　圭　東邦大学脳神経外科（大森）

ポスター 27
P-27 血管障害その他
P-27-1 神経血管内治療におけるSAINT techniqueの有用性

劉　　美憬　聖路加国際病院神経血管内治療科／聖路加国際病院脳神
経外科／東京女子医科大学脳神経外科

P-27-2 脳血管内治療周術期の血小板凝集能検査におけるヘマト
レーサーZENの有用性について
小川正太郎　東京都立多摩総合医療センター脳神経外科

P-27-3 下垂体腫瘍を併発した脳動脈瘤に対する血管内治療のタ
イミング
町田　　亘　東京女子医科大学脳神経外科
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P-27-4 7T MRIにおけるチタン製脳動脈瘤クリップによる発熱の検討
筒井　章太　岩手医科大学脳神経外科

P-27-5 未破裂中大脳動脈瘤の術中所見を基にした7T MRAに
よるレンズ核線条体動脈の描出能
柳原　　普　岩手県立久慈病院脳神経外科

P-27-6 未破裂脳動脈瘤治療後の脳血流に関する後方視的研究
金澤隆三郎　流山中央病院脳神経外科

P-27-7 片側頚部頚動脈狭窄症評価における2D-perfusionの有用性
吉川　陽文　金沢大学脳神経外科

P-27-8 頚動脈狭窄症術後過灌流評価におけるshort PLD ASL 
の有用性
板垣　　寛　山形大学脳神経外科

P-27-9 頚部内頚動脈狭窄症例における3テスラMRIを用いた
ASL法の応用
伊賀瀬圭二　愛媛大学脳神経先端医学／和昌会貞本病院脳神経外科

P-27-10 血管内治療時代における椎骨動脈起始部病変に対する直
達手術の意義
近藤　　礼　山形市立病院済生館脳卒中センター

P-27-11 炎症依存的な動脈瘤増大を制御する因子としての血行力
学的負荷：ラット動脈瘤モデルにおける検証
清水　寛平　国立循環器病センター研究所分子薬理部／京都大学脳神

経外科

P-27-12 傍前床突起部動脈瘤における3D-MR CISS、3D TOFに
よるfusion画像の有用性
胡谷　侑貴　岡山大学脳神経外科

P-27-13 大きな橋海綿状血管腫に対するSubtemporal 
transtentorial approach
松尾　成吾　森山記念病院脳神経外科

P-27-14 開頭血腫除去術を施行した被殻出血における機能的予後
因子の検討
佐々木佑太　杏林大学脳神経外科

P-27-15 椎骨動脈閉塞に対する治療方針の検討
重安　将志　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

P-27-16 未破裂脳動脈瘤開頭術後慢性硬膜下血腫発生と脳萎縮の
関連性の検証
山岡　陽子　岡山大学脳神経外科
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P-27-17 開頭血腫除去術後のてんかん発症におけるCAVEスコア
の有用性の検討
林　　貴啓　横浜市立大学附属病院

P-27-18 内頚動脈閉塞試験における眼動脈血流と遮断耐性の関係
井筒　伸之　大阪大学脳神経外科

P-27-19 人工硬膜を用いない減圧開頭術の成績
山田　恵祐　帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科

P-27-20 頸髄延髄移行部脊髄動静脈瘻：出血症例の検討
山根　文孝　帝京大学脳神経外科

P-27-21 頚椎外傷に伴った椎骨動脈損傷に対する血管内治療適応の検討
松永　恭輔　東京医科大学八王子医療センター脳神経外科

P-27-22 破裂脳動脈瘤の急性期再破裂に関連する血行力学的パラ
メーターの検索-CFD study-
内川　裕貴　東京大学脳神経外科／熊本大学脳神経外科

P-27-23 外傷性頭蓋内出血に続発した急性期脳梗塞に関する検討
田中　宏知　製鉄記念広畑病院脳神経外科

P-27-24 未破裂脳動脈瘤の増大における血行力学的リスク因子の
検討：CFD ABO Study
福田　俊一　京都医療センター脳神経外科

P-27-25 頚動脈狭窄進行に関与する因子  
-CFDを用いた流体力学的検討-
加納　清充　朝日大学病院脳神経外科

ポスター 28
P-28 症例報告（血管障害）
P-28-1 CATに対する機械的血栓回収療法において、回収された組

織の病理組織診断が脳梗塞の病態把握に有用であった一例
坂東　鋭明　神鋼記念病院脳神経外科

P-28-2 3D fusion画像が治療に有用であったdirect CCFの１例
丸山　史晃　東京慈恵会医科大学脳神経外科

P-28-3 金属アレルギー精査が脳動脈瘤に対する血管内治療戦略
において有用であった一例
藤田淳太郎　広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科

P-28-4 前脊髄動脈を巻き込んだ破裂解離性椎骨動脈瘤の一例
小野田祐司　錦秀会阪和記念病院脳神経外科

P-28-5 頚動脈ステント留置術後の可逆性脳血管攣縮の2症例
三浦　伸一　兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科
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P-28-6 解離部から後下小脳動脈と前脊髄動脈が起始する破裂椎
骨解離性動脈瘤に対する近位側母血管閉塞術後に再出血
を生じた1例
秋本　　健　筑波メディカルセンター病院脳神経外科／日立総合病院

脳神経外科

P-28-7 ステント留置のみで完全閉塞可能であった破裂微小脳底
動脈本幹部動脈瘤の２例
堀内　　薫　大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

P-28-8 急性内頚動脈起始部閉塞症に対し，緊急頚動脈ステント
留置を施行した2例
長濱　篤文　社会医療法人三栄会ツカザキ病院脳神経外科

P-28-9 総頚動脈の外科的露出下の直接穿刺によりステント留置
術を行った腕頭動脈狭窄症の2例
高橋　賢吉　大西脳神経外科病院脳神経外科

P-28-10 後大脳動脈末梢部破裂脳動脈瘤に対して瘤内コイル塞栓
術を施行した1例
岸　　文久　医療法人弘善会矢木脳神経外科病院

P-28-11 TAE with sinus protectionにて一期的に治療し得た
multiple feeder dAVFの一例
中山　禎理　昭和大学横浜市北部病院脳神経外科

P-28-12 経橈骨動脈でフローダイバーター留置を行った症候性内
頚動脈瘤の3例
小山　淳一　信州大学医学部附属病院脳血管内治療センター

P-28-13 Tandem lesionの急性期脳底動脈閉塞を椎骨動脈に対
する血行再建で改善した2例
佐藤　浩明　横浜新都市脳神経外科病院

P-28-14 Artery of Davidoff and Schechterに対する塞栓術
―2例報告―
佐藤　　悠　岡山大学脳神経外科

P-28-15 硬膜動静脈瘻3例の治療経験について
水戸　勇貴　社会医療法人三栄会ツカザキ病院脳神経外科

P-28-16 Staged CASを行った4例の検討
岩田　亮一　萱島生野病院脳神経外科

P-28-17 心内膜炎に対する血栓回収の2症例
下里　　倫　JCHO東京新宿メディカルセンター脳神経血管内治療科

P-28-18 Onyxによる経動脈的塞栓術が有用であった左横静脈洞
-Ｓ状静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例
岡本　　愛　医真会八尾総合病院脳神経外科
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P-28-19 両側中大脳動脈瘤に対する二期的コイル塞栓術後それぞ
れ治療同側 に遅発性白質病変を発症した1例
海津　　伶　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

P-28-20 脳底動脈-上小脳動脈分岐部動脈瘤に対して後交通動脈
経由でステントアシストコイル塞栓術を行った２症例
櫻田　冴響　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

P-28-21 当院における上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻3例に対する
血管内治療戦略
山畑　勇人　聖路加国際病院脳神経外科

P-28-22 蜂刺傷によるアナフィラキシーに続発した急性期脳梗塞の１例
劉　　　兵　社会医療法人三栄会ツカザキ病院脳神経外科

P-28-23 PICAが関与する破裂椎骨動脈解離性動脈瘤に対しステ
ント併用コイル塞栓術での治療経験
辻本　吉孝　小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科

P-28-24 多発性脳硬膜動静脈瘻に対する脳血管内手術に於ける高
次脳機能改善の一例
大脇　久敬　誠光会草津総合病院脳神経外科StrokeCareUnit

P-28-25 10mm 未満の脳動脈瘤塞栓術における鋭角に分岐した
遠位動脈に対するStent Anchor Technique
川野　弘人　医療法人光川会福岡脳神経外科病院

P-28-26 内頚動脈傍鞍部動脈瘤ステント併用コイル塞栓術後に拡
張した内頚動脈により動眼神経麻痺を来した一例
内藤雄一郎　医療法人社団親和会西島病院脳神経外科

P-28-27 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する経静脈的塞栓術後に
脳幹出血を来した一例
望月　賢紀　埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科

P-28-28 Percusurge Guardwireをanchoring deviceとして
用いた血管内治療の2例
長谷部朗子　藤田医科大学脳卒中科

P-28-29 前方・後方循環の同時多発的解離に対してステント留置
術が奏功した1例
下田　祐介　北海道医療センター脳神経外科

P-28-30 逸脱coilが遠位移動した脳動脈瘤塞栓術の3例
赤路　和則　美原記念病院脳神経外科

P-28-31 重症頭部外傷後に内頚動脈海綿静脈洞瘻を来し複数回の
コイル塞栓術を要した一例
黒川　　暢　宇都宮記念病院総合検診センター
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P-28-32 剖検症例から推察し得たフローダイバーター留置術後の
治癒過程
三島有美子　順天堂大学脳神経外科

P-28-33 脳動脈瘤コイル塞栓術後に後腹膜血腫をきたし下腹壁動
脈塞栓を要した一例
園田　章太　東京慈恵会医科大学脳神経外科

P-28-34 真の後交通動脈瘤に対するステント支援下コイル塞栓術
後に再破裂を認めた一例
手賀　丈太　佐世保中央病院脳神経外科

P-28-35 頭部外傷後に発症した脳血管攣縮に対してバルーンカ
テーテルによる経皮的血管形成術が著効した1例
松田　勇輝　広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科

P-28-36 可逆性脳血管攣縮症候群2例の検討
二本松綾乃　岡波総合病院脳神経外科

P-28-37 Defrictorを用いた選択的塩酸fasudil動注により症候性
spasmの改善を得た一例
吉田　浩二　広南病院

P-28-38 被殻出血で発症したレンズ核線条体動脈末梢部動脈瘤破
裂の１例
小田　彩加　東京慈恵会医科大学葛飾医療センター脳神経外科

P-28-39 MRIによる長期的観察が可能であったdolichoectatic 
basilar aneurysmの2例
小林　寛樹　岐阜大学脳神経外科

P-28-40 脳動脈瘤が近接した下垂体腺腫の治療経験
久保田麻紗美　日本医科大学脳神経外科

P-28-41 MRIのwall enhancementが破裂点を避けた動脈瘤剥
離に有用であった２例
吉川　剛平　秋田県立循環器・脳脊髄センター脳神経外科

P-28-42 血行力学的負荷に起因するPICA communicating 
artery ruptured aneurysmの治療症例
松川　　爽　小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科

P-28-43 再発後大脳動脈巨大血栓化動脈瘤に対しOA-PCA 
bypassが奏功した一例
長山　剛太　東京慈恵会医科大学脳神経外科

P-28-44 浅側頭動脈ー中大脳動脈吻合術後に動脈瘤を形成した2症例
立石　明広　大阪脳神経外科病院

P-28-45 頭蓋内外血行再建術後に症候性甲状腺機能低下を認めた2症例
岡田　泰明　札幌禎心会病院脳神経外科
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P-28-46 テント上下からのアプローチで完全摘出しえた
cerebellar AVMの1例
梶原　壮翔　久留米大学脳神経外科

P-28-47 慢性硬膜下血腫の穿頭ドレナージ術後に硬膜動静脈瘻を
生じた1例
石渡　規生　中村記念病院脳神経外科／滝川脳神経外科病院

P-28-48 多発脳動静脈奇形に対してOnyxによる塞栓術単独で一
期的に根治し得た一例
松永　　拓　岩手県立中央病院脳神経外科

P-28-49 DSA perfusion imageにより頚動脈ステント留置術中
の脳循環を観察した高度狭窄病変の３例
玉木　翔子　島根大学脳神経外科

P-28-50 急性期脳梗塞に対してt-PA、または血栓回収療法後に
CEAを施行した3例
田尾　良文　川崎医科大学脳神経外科

P-28-51 神経根症で発症した特発性椎骨動静脈瘻の一例
大島龍之介　大阪市立大学脳神経外科

P-28-52 頚部巨大血栓化動脈瘤の一例
富永　貴志　神戸掖済会病院脳神経外科

P-28-53 小脳梗塞で発症した脳底動脈上小脳動脈瘤切迫破裂の一例
沖野　礼一　JAとりで総合医療センター脳神経外科

P-28-54 反復性脳底動脈塞栓症をきたした動脈性胸郭出口症候群の１例
加藤　健佑　医療法人社団KNI 北原国際病院脳神経外科／Sunrise

JapanHospitalPhnomPenh

P-28-55 消化管出血と脳梗塞を繰り返し治療に難渋した１例
高野　千恵　旭川医科大学脳神経外科

P-28-56 自験4例に基づく感染性頭蓋内動脈瘤の治療戦略
青木　一晃　三重大学脳神経外科

P-28-57 High-resolution cone beam CTが診断治療に有用で
あった頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の一例
花岡　真実　徳島赤十字病院脳神経外科

P-28-58 頚部内頚動脈及び頭蓋内椎骨動脈の多発特発性解離を認
めた症例
宮原　　怜　順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

P-28-59 肝移植後に脳出血を発症し、術後26日目に再出血を来し
た可逆性後頭葉白質脳症の1例
横山　欣也　名古屋大学脳神経外科
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P-28-60 子宮腺筋症の進行により、中大脳動脈閉塞症を来した一例
相浦　　遼　AOI 国際病院脳神経外科

P-28-61 中枢性呼吸障害をきたした片側延髄梗塞の1例
前田　昌宏　横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科

P-28-62 ステントリトリーバーを用いた血栓回収術後の慢性期に
血管狭窄病変を生じた1 例
伊藤　真史　豊橋市民病院脳神経外科

P-28-63 頭蓋底骨内動静脈瘻の一例
天達　俊博　済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科

P-28-64 ３回のステント併用コイル塞栓術で治療しえたICAの
blister like aneurysmの1例
梅嵜　有砂　横浜市立市民病院脳神経外科

P-28-65 内頚動脈瘤破裂によるdirect CCFに対してバルーン支
援下コイル塞栓術にて治癒した2例
山田　翔大　川崎医科大学脳神経外科

P-28-66 肺癌に対する左肺上葉切除後、左上肺静脈断端部血栓に
よる脳塞栓症に対し経皮的血栓回収療法を施行した一例
松藤　　寛　国立国際医療研究センター病院脳神経外科

P-28-67 急性期脳主幹動脈閉塞症に対して術中C-armを用いた脳
血流評価を行い血栓回収治療前後で血流改善を認めた2例
岸﨑　穂高　関西電力病院脳神経外科

P-28-68 多発性骨髄腫による過粘稠症候群にて脳梗塞を発症し血
栓回収療法を施行した1例
木戸口正宗　市立敦賀病院脳神経外科

P-28-69 脳皮質下出血で発症した脳静脈洞血栓症に対して血栓回
収術を行った一例
山本　康平　日本赤十字社医療センター脳神経外科

P-28-70 異なる発症様式を呈したtwig-like MCAの3例
冨田　栄幸　足利赤十字病院脳神経外科

P-28-71 コイル塞栓術で治療を行った「真」の後交通動脈瘤の一例
村田　大樹　医療法人穂翔会村田病院脳神経外科

P-28-72 孤発性後脊髄動脈瘤破裂に対してinternal trappingを
施行した1例
徳永　　聡　九州医療センター脳血管内治療科

P-28-73 経静脈的/経動脈的塞栓術で根治しえた前内椎骨静脈叢
硬膜動静脈瘻の一例
日高　幸宏　JCHO東京新宿メディカルセンター脳神経血管内治療科
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P-28-74 経動脈的低濃度NBCAの持続的塞栓術にて根治が得られ
た上矢状洞部硬膜動静脈瘻の治療経験
川上　　理　京都医療センター脳神経外科

P-28-75 下垂体腺腫内出血にて発症した右傍前床突起部破裂瘤の一例
岡田　　航　小牧市民病院脳神経外科

P-28-76 演題取り下げ

P-28-77 前脊髄動脈瘤破裂によるくも膜下出血
川井　伸彦　労働者健康安全機構香川労災病院脳神経外科

P-28-78 椎骨動脈瘤による顔面痙攣に対し, 動脈瘤コイル塞栓術
で治癒が得られた1例
飯田　　悠　横浜栄共済病院脳卒中診療科・脳神経外科

P-28-79 環椎骨折に合併した椎骨動脈内血栓が原因で脳塞栓症を
繰り返した一例
齋藤しおり　社会医療法人財団池友会新小文字病院脳神経外科

P-28-80 三叉神経痛で発症した翼突窩動静脈シャントの１例
穴澤　　徹　獨協医科大学埼玉医療センター脳神経外科

P-28-81 心原性脳塞栓症に対する静注血栓溶解療法、経皮的脳血
栓回収術中に冠動脈塞栓症による心筋梗塞を合併した心
原性脳塞栓症の１例
神﨑　智行　八尾徳洲会総合病院脳神経外科

P-28-82 脳梗塞後に発生した後大脳動脈のflow-related 
aneurysmにより生じたくも膜下出血の一例
宮本　智志　筑波メディカルセンター脳神経外科

P-28-83 眼窩前頭動脈瘤の破裂によるSAHの１例
南本　新也　西南医療センター病院脳神経外科

P-28-84 ステント支援下脳動脈瘤塞栓術中にステント近位端が瘤
内に迷入した未破裂脳動脈瘤の2症例
山下　　伸　地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科／久留米大

学脳神経外科

P-28-85 内頸動脈閉塞症に対して血栓回収術施行直後に同血管起
始部に血栓形成を認めた1症例
取越　貞治　福井赤十字病院脳神経外科

P-28-86 血栓回収療法直後のPTA治療が有効であった急性中大
脳動脈閉塞の1例
田中　優也　神鋼記念病院脳神経外科

P-28-87 破裂多発性前交通動脈瘤に対する一期的コイル塞栓術に
難渋した症例
下　　大輔　神鋼記念病院脳神経外科
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P-28-88 脳動脈瘤血管内治療後に遅発性脳内多発性病変をきたし
た3症例
角藤　　律　東京慈恵会医科大学葛飾医療センター脳神経外科

P-28-89 LVISステントを用いて治療した部分血栓化後下小脳動
脈瘤の2例
大瀧　隼也　砂川市立病院脳神経外科

P-28-90 静脈流出路再形成が奏功した両側TSDAVFの一例
黒岩　正文　信州大学脳神経外科

P-28-91 Pcom経由でstent assistを行なった再発broad neck 
ICPC動脈瘤の一例
土屋　尚人　長野赤十字病院脳神経外科

P-28-92 右上腕動脈アプローチによる右CASに対しピッグテー
ルカテーテルが有用であった1例
福井　一生　横浜栄共済病院脳卒中診療科・脳神経外科

P-28-93 延髄外側梗塞発症後に対側の破裂によるくも膜下出血を
きたした両側椎骨動脈解離の1例
西嶌　泰生　石巻赤十字病院脳神経外科

P-28-94 POEMS症候群患者の内頚動脈閉塞症に対して経皮的脳
血管形成術が有効であった一例
小菊　　実　横浜新緑総合病院脳神経センター（脳神経外科）

P-28-95 両側椎骨動脈解離による進行性椎骨脳底動脈循環不全に
対して血管内治療を施行した１例
小山　佳輝　和歌山労災病院脳神経外科

P-28-96 選択的経静脈的塞栓が奏功した海綿静脈洞部硬膜動静脈
瘻の1例
香山　　諒　医療法人弘善会矢木脳神経外科病院

P-28-97 脳内出血を合併した可逆性脳血管攣縮症候群の一例
荒川　　渓　新久喜総合病院脳神経外科

P-28-98 可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）2例の検討
青柳　　滋　東京医科大学茨城医療センター脳神経外科

P-28-99 味覚障害を呈した可逆性脳血管攣縮症候群の一例
百崎　央司　板橋中央総合病院脳神経外科

P-28-100 PCA巨大血栓化動脈瘤の１例
佐藤　来紗　横浜医療センター脳神経外科

P-28-101 未破裂内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤が動眼神経を貫
通していた1例
井上　博貴　独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院脳神経外科
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P-28-102 PICA communicating arteryが関与した破裂動脈瘤
の１症例
久貝　宮仁　富永病院脳神経外科

P-28-103 破裂IC-Pcom脳動脈瘤に対して直達術＋IVRによる2 
stage surgeryが有用であった3例
斉藤　克也　栃木県済生会宇都宮病院脳神経外科／栃木県足利赤十字

病院脳神経外科

P-28-104 コイル塞栓術1か月後にre-growthを認めたtrue Pcom 
aneurysmの症例
井手口　稔　日本医科大学千葉北総病院脳神経外科

P-28-105 中大脳動脈近位部に発生した紡錘状未破裂脳動脈瘤に対
して直逹手術を施行した一例
高田　能行　医療法人社団誠馨会新東京病院脳神経外科

P-28-106 脳内出血で発症した中大脳動脈遠位部（M4）の解離性動
脈瘤の1例
新井　　晶　順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

P-28-107 破裂内頚動脈前壁瘤の自験2例
佐瀬　泰玄　聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科

P-28-108 De novo aneurysm破裂によるくも膜下出血
猪野屋　博　イムス三芳総合病院脳神経外科

P-28-109 術前CTAにて前交通動脈穿通枝subcallosal branchを
描出し得た未破裂前交通動脈瘤の2手術症例
南村　鎌三　総合新川橋病院脳神経外科

P-28-110 小児もやもや病にsilent de novo microbleedsを生じた一例
桃崎　明彦　佐賀大学脳神経外科

P-28-111 松果体部動静脈奇形に対し開頭摘出術と血管塞栓術を併
用し全摘出した一例
石川　　駿　横浜医療センター脳神経外科

P-28-112 深部海綿状血管腫に対してapproach 、safe entry 
zoneを考慮して外科的治療を行った4例
田中　里樹　藤田医科大学ばんたね病院脳神経外科

P-28-113 頭痛で発症した特発性中硬膜動静脈瘻の1例
府賀　道康　東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科

P-28-114 血管内治療後に再発した頭皮動静脈瘻に対して外科的治
療が有効であった症例
黒田　清隆　順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科
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P-28-115 Basal vein of Rosenthalを開頭下に直接カニュレー
ションしコイル塞栓し得た眼窩内動静脈瘻の一例
赤松　洋祐　岩手医科大学脳神経外科

P-28-116 出血性脳卒中で発症したperimedullary AVFの3例
植木　泰仁　順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

P-28-117 頸部内頚動脈ステント留置直後に脳血管攣縮による症状
を呈し、髄液検査にて症候性造影剤脳症が証明された一例
阿美古　将　厚生連尾道総合病院脳神経外科

P-28-118 総頚動脈起始部に対するステント留置術4例の検討
川井　正統　社会医療法人若弘会若草第一病院脳卒中センター

P-28-119 頚動脈内膜剥離術を施行した症候性Carotid webの6例
山田　清文　京都大学脳神経外科／兵庫医科大学脳神経外科

P-28-120 頸動脈ステント留置術後に急性膵炎を併発しステント閉
塞を来した１例
畑岡　峻介　横浜医療センター脳神経外科

P-28-121 頚動脈内膜剥離術における低位病変の治療経験
原田　雅史　三郷中央総合病院脳神経外科

P-28-122 遺残原始舌下神経動脈の同側頚動脈病変に対し頚動脈内
膜剥離術を行った一例
有田　英之　愛仁会高槻病院脳神経外科

P-28-123 3回脳塞栓症を発症し，軽度狭窄を伴った
Retropharyngeal  carotid arteryにCEAを行った1例
斎藤　　靖　静岡赤十字病院脳神経外科

P-28-124 特発性頚動脈解離による内頚動脈急性閉塞に対して、超
急性期ステント留置術が奏功した2例
神原　瑞樹　島根大学脳神経外科

P-28-125 Re-do CAS後の再狭窄に対してCEAを施行した2例
佐藤　大介　東京都立多摩総合医療センター脳神経外科

P-28-126 当院における頸動脈内膜剥離術を安全に行うための工夫
蜂谷　　慶　豊田厚生病院脳神経外科

P-28-127 下位脳神経麻痺を伴った頭蓋外内頸動脈解離の1例
荒井　信彦　高島平中央総合病院脳神経外科

P-28-128 可動性プラークを有する頚部頚動脈狭窄症に対して内膜
剥離術を施行した3症例の検討
都築　　貴　八尾市立病院脳神経外科

P-28-129 脳塞栓を4回繰り返した特発性頚部内頚動脈解離の1例
中川　将徳　横浜総合病院脳神経外科

316



ポ
ス
タ
ー

P-28-130 特発性頭蓋外内頚動脈解離が原因でTandem lesionsを
呈した急性期脳梗塞に対して血管内治療を施行した2例
山本　真紀　岡山市立市民病院脳神経外科

P-28-131 左総頸動脈閉塞症にて多発性脳梗塞をきたした1例
石田　城丸　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

P-28-132 頸動脈ステント留置後、遅発性に視野障害をきたした1例
光武　尚史　亀田総合病院脳血管内治療科

P-28-133 大動脈弁狭窄症を有する頚動脈狭窄症例に対してCAS
術前にTAVIを施行した一例
長崎　弘和　石心会川崎幸病院脳血管センター

P-28-134 頚動脈内膜剥離術時の内シャントにより遠位部内頚動脈
解離をきたし頚動脈ステント留置術を施行した1例
佐々木雄一　厚木市立病院脳神経外科

P-28-135 虚血発症の内頚動脈解離に対して頚動脈ステント留置術
を施行した若年男性の1例
水田　　亮　津山中央病院脳神経外科

P-28-136 血栓回収療法後亜急性期から慢性期に白質高信号が進行
した4例
平　　直記　秀和総合病院脳神経外科

P-28-137 慢性透析患者での腕頭静脈狭窄症により引き起こされた
硬膜動静脈瘻が疑われた2例
皮居　巧嗣　岡山大学脳神経外科

P-28-138 側脳室内出血で発症した脳室内海綿状血管腫の一例
朴　　陽太　医療法人ラポール会田辺脳神経外科病院

P-28-139 直接経口抗凝固薬（DOAC）内服中に2回の血栓回収を要した
心原性脳塞栓症に対して左心耳切除術が有効であった1例
秋本　　雄　筑波記念病院脳神経外科

P-28-140 特異な神経所見をきたした両側基底核梗塞の1例
今井　直哉　浜松労災病院脳神経外科

P-28-141 中大脳動脈瘤に対する手術において電気生理学的モニタ
リングが有用であった3例に関する臨床的検討
小嶋　篤浩　さいたま市立病院脳神経外科

P-28-142 髄膜腫に対する定位放射線治療後に新生し破裂した左後
大脳動脈瘤の一例
吉﨑　　航　（公財）田附興風会北野病院脳神経外科

P-28-143 特発性両側内頚動脈解離の1例
岡　　哲生　尾道市立市民病院脳神経外科
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P-28-144 アンチトロンビンIII・プロテインS合併低下による上矢
状・横静脈洞血栓症の1例
山口　真司　徳島赤十字病院脳神経外科

P-28-145 入院時検査で出血源を同定できなかったクモ膜下出血
（SAH）6症例の検討
山本　真嗣　浜松医科大学脳神経外科

P-28-146 開頭クリッピング術後にPseudohypoxic brain 
swellingを来した1症例
井中　康史　横浜新都市脳神経外科病院

P-28-147 一過性の右半側相貌変形視を繰り返した脳梁膨大部左側
梗塞の1例
田井　克英　杉田玄白記念公立小浜病院脳神経外科

P-28-148 急性期橋梗塞の内科的治療施行中に脳幹出血とくも膜下
出血を発症した症例についての検討
中野渡　智　茅ヶ崎市立病院脳神経外科

P-28-149 De novo瘤からのくも膜下出血 -後方視的検討-
陶山　一彦　長崎みなとメディカルセンター脳神経外科

P-28-150 脳幹部海綿状血管腫摘出術を施行した3症例の検討
四條　克倫　日本大学脳神経外科

P-28-151 脊椎手術後に小脳出血をきたした1例
志賀太玖良　石巻赤十字病院脳神経外科

P-28-152 妊娠31週時の警告頭痛を見過ごされ妊娠35週時に重篤
なくも膜下出血を発症した妊婦の1例
廣中　浩平　日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科

P-28-153 巨大な下垂体腫瘍にencaseされた左前大脳動脈および
前交通動脈が卒中により解離性動脈瘤破裂をきたしたと
考えられる1例
橋川　拓郎　聖マリア病院脳神経外科

P-28-154 バセドウ氏病の甲状腺クリーゼに伴い生じた脳梗塞に対
する抗血栓治療について
池田　律子　JR東京総合病院脳神経外科

P-28-155 同側麻痺と深部感覚低下および末梢性顔面神経麻痺を呈
した延髄外側梗塞の１例
横田　陽史　独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター脳神経外科

P-28-156 肺動静脈瘻により多発性脳膿瘍・脳塞栓を合併した1例
知禿　史郎　南町田病院脳神経外科

P-28-157 第三脳室内出血で発症した前頭蓋窩硬膜動静脈瘻の1例
田中　祥貴　名張市立病院脳神経外科
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P-28-158 2ヶ月の間にくも膜下出血と脳出血を2回発症した遺伝
性結合組織疾患が疑われる一例
岩上　貴幸　友愛会豊見城中央病院

P-28-159 前大脳動脈解離に伴う円蓋部くも膜下出血
舩戸　光平　慈泉会相澤病院脳神経外科

P-28-160 首鳴らしを契機に発症した椎骨動脈解離の1例
高橋　和也　姫路赤十字病院脳神経外科

P-28-161 Covid-19流行の影響をうけたと思われる脳出血の１例
花川　一郎　東京都立墨東病院脳神経外科

ポスター 29
P-29 不随意運動症
P-29-1 MRIガイド下集束超音波療法Pallidothalamic 

tractotomyのターゲットとしての淡蒼球視床路の解剖学
川崎　　隆　横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科／東

京都立神経病院脳神経外科

P-29-2 当院でのジストニアに対するGPi-DBSの予後予測因子の検討
岡本　　楓　横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科

P-29-3 スポーツに関連して発症した局所性ジストニアに対する
定位脳凝固術
小原亘太郎　東京女子医科大学脳神経外科

P-29-4 パーキンソン病に対する脳深部刺激療法の合併症
長尾　建樹　東邦大学脳神経外科（佐倉）

P-29-5 脳深部刺激術デバイス関連感染症とその治療
花田　朋子　鹿児島大学脳神経外科

P-29-6 難治性Tourette症候群に対する脳深部刺激療法の一例
佐々木亮太　奈良県立医科大学脳神経外科

P-29-7 脳深部刺激装置埋込術におけるDirectional Leadの向
きについての検討
長綱　敏和　山口県立総合医療センター脳神経外科

P-29-8 不随意運動症に対する指向性脳深部刺激療法を選択する
適切なタイミング
上利　　崇　倉敷平成病院脳神経外科

P-29-9 MRガイド下収束超音波治療と従来の凝固術の凝固巣形
成の異同
杉山　憲嗣　豊田えいせい病院脳神経外科
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P-29-10 刺激装置周囲に非感染性肉芽腫を生じた2例
旭　　雄士　医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院

P-29-11 DBS術後にMRIを施行した症例の検討
岡　　雄一　名古屋市立大学脳神経外科

P-29-12 パーキンソン病に対するSTN-DBS刺激調整中に起こる
歩行障害の特徴
池田　俊勝　日本大学脳神経外科

ポスター 30
P-30 てんかん I
P-30-1 難治てんかんに対する頭部回旋固定による脳梁離断術の有効性

中野　直樹　近畿大学脳神経外科

P-30-2 頭蓋内電極留置術における合併症回避のための工夫
永田　圭亮　東京大学脳神経外科

P-30-3 内側側頭葉てんかんに対する低侵襲手術
金　　吉秀　TMGあさか医療センター

P-30-4 当院における小児のてんかん外科手術51症例の治療成
績と精神発達の変化の検討
岡崎　洋介　岡山大学脳神経外科

P-30-5 片側側頭葉病変を伴う高齢薬剤抵抗性側頭葉てんかん患
者に対する手術治療
上野　滋登　鹿児島大学脳神経外科

P-30-6 Supracerebellar transtentorial approach の適応と
手術手技
服部　真人　大阪市立大学脳神経外科

P-30-7 半球離断術をより安全に行うための変則法
小野　智憲　長崎医療センター脳神経外科

P-30-8 側頭葉てんかん手術における整容的配慮
濵田　寛章　鹿児島大学脳神経外科

P-30-9 当院での神経内視鏡を用いた脳梁離断術について
松森　隆史　聖マリアンナ医科大学脳神経外科／聖マリアンナ医科大

学神奈川てんかんセンター

P-30-10 徐波睡眠期持続性棘徐波をもつてんかん（CSWS）に対
する脳梁離断術の有用性
外間まどか　岡山大学脳神経外科

P-30-11 不眠を呈するてんかん患者におけるペランパネルの効果
五十嵐崇浩　日本大学脳神経外科
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P-30-12 脳神経外科におけるラコサミドの治療効果と副作用の検討
黒見　洋介　福島県立医科大学脳神経外科

P-30-13 てんかんミエリン仮説に基づいた発作発生機序の解明と
薬物治療への応用
杉山　一郎　稲城市立病院脳神経外科／グロービアミエリン研究所

P-30-14 バルプロ酸（VPA）を服用中の成人てんかん患者でのカ
ルニチン欠乏
二宮　宏智　市立伊丹病院脳神経外科

P-30-15 MRI（Arterial Spin Labeling法）を用いたてんかん発作
の鑑別の試み
住吉　京子　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

P-30-16 安静時fMRIによるα中心性を用いた難治性てんかんの
機能的ネットワーク解析
中井　康雄　和歌山県立医科大学脳神経外科

P-30-17 症候性てんかんを発症したgliomaの脳磁図を用いた電
流源推定
池亀　由香　木沢記念病院・中部療護センター脳神経外科

P-30-18 けいれん重積状態により多臓器障害を合併した２例
合田　雄二　香川県立中央病院脳神経外科

P-30-19 薬剤抵抗性てんかんの発作に関連する頭痛に同側島回の
関与が示唆された1例
前島　一偉　和歌山県立医科大学脳神経外科

ポスター 31
P-31 てんかん II
P-31-1 焦点切除のための頭蓋内電極留置術における発作焦点診

断への影響について  
-頭蓋内電極留置術後の至適脳波記録時期の検討-
長尾　考晃　東邦大学脳神経外科（佐倉）／Departmentof

Neurosurgery,UniversityofIowaHospitalsand
Clinics,IowaCity,IA,UnitedStates

P-31-2 傍発作時におけるarterial spin labelingでの正常所見
に関する因子
多田　恵曜　徳島大学脳神経外科／徳島大学病院てんかんセンター

P-31-3 傍てんかん発作時血流上昇の検出：Arterial spin 
labeling MR灌流画像とMR血管造影の比較
白水　寛理　九州大学脳神経外科

P-31-4 深部電極留置部位を決めるための機能画像の可能性
西林　宏起　和歌山県立医科大学脳神経外科
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P-31-5 てんかん発作におけるCT perfusionの有用性
山村　俊弘　草加市立病院脳神経外科

P-31-6 小児における迷走神経刺激術の発作転帰良好因子
片桐　匡弥　広島大学病院脳神経外科／広島大学病院てんかんセンター

P-31-7 病変を有するてんかんにおいて傾斜磁振動トポグラ
フィーは発作起始をfast ripplesとして描出するか？
岡村　朗健　たかの橋中央病院脳神経外科ガンマナイフセンター／広

島大学脳神経外科／広島大学病院てんかんセンター

P-31-8 てんかん手術後の記銘力低下が普通学級通学中・就労中
患者の復学・復職に与える影響
東　拓一郎　鹿児島大学脳神経外科

P-31-9 Wideband EEG解析による発作予後の検討
宮尾　　暁　埼玉県済生会栗橋病院脳神経外科／東京女子医科大学脳

神経外科／TMGあさか医療センターてんかんセンター

P-31-10 焦点性てんかんにおけるSEEGを使ったコヒーランス解析
高井　想生　名古屋大学脳神経外科

P-31-11 脳梁離断術後の二期的焦点切除計画におけるFDG-PET
の有用性
横佐古　卓　国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科

P-31-12 Aphasic status epilepticusと診断した2症例の検討
石井　健次　和歌山県立医科大学脳神経外科

P-31-13 高齢発症てんかんに対する調査表を用いたスクリーニン
グ効果の検証
吉岡　宏真　近畿大学病院脳神経外科

P-31-14 術後の非けいれん性てんかん重積後に言語障害が後遺した一例
鴨川　美咲　横浜市立大学脳神経外科学

P-31-15 重度知的障害を有する薬剤抵抗性てんかんに対する
VNSの適応
佐藤　雅紀　鹿児島市立病院脳神経外科

P-31-16 深部電極刺激による脳機能マッピング
今髙誠一郎　札幌医科大学脳神経外科

P-31-17 術後残存発作に対するペランパネルの効果
井本　浩哉　山口大学脳神経外科

P-31-18 MRI異常を認めない左前頭、頭頂葉てんかんに対して一次運
動野、補足運動野を含めた広範囲切除を行った小児の一例
川嶋　俊幸　大阪市立大学脳神経外科
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ポスター 32
P-32 MVD・機能的脳神経外科手術
P-32-1 片側顔面けいれんに対する内視鏡支援下顕微鏡手術の有用性

阿部　大数　東京医科歯科大学脳神経外科

P-32-2 血管圧迫を伴わない小脳橋角部くも膜のう胞による片側
顔面けいれん：機序に関する考察
尾崎　　航　千葉大学脳神経外科

P-32-3 再発性の三叉神経痛に対し3度の脳神経血管減圧術を
行った症例と手術手技についての検討
阿部大志郎　伊那中央病院脳神経外科

P-32-4 Meckel腔内くも膜嚢胞による三叉神経痛に対して 開窓
術を施行した一例
轟　　和典　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

P-32-5 神経変性疾患に対するバクロフェン髄注療法
竹林　成典　名古屋セントラル病院脳神経外科

P-32-6 COVID-19重点対策病院におけるITB導入・維持のための課題
濱田　幸一　神奈川県立足柄上病院脳神経外科

P-32-7 左下肢のcrpsにscsが奏功した一例
矢作　宜之　埼玉医科大学病院脳神経外科

P-32-8 三叉神経痛と顔面痙攣を同側、同時期に認め、一期的に微
小血管減圧術を施行した１例
一之瀬大輔　国立国際医療研究センター国府台病院脳神経外科

P-32-9 頚髄症が両側椎骨動脈の異常により生じ、MVDを行った一例
大村　直己　医療法人清仁会シミズ病院／医療法人ラポール会田辺脳

神経外科

P-32-10 椎骨動脈解離により片側顔面痙攣が改善した1例
喜多村孝雄　日本医科大学千葉北総病院脳神経センター

P-32-11 強皮症を原因とする重症下肢虚血に対して脊髄刺激療法
が有効であった1例
塚本　英祐　小牧市民病院脳神経外科

P-32-12 脊髄硬膜外刺激療法が頭痛に奏功したCRPSの2例
竹下真一郎　県立広島病院脳神経外科脳血管治療科
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ポスター 33
P-33 水頭症
P-33-1 シャントバルブ取り扱い指導上での注意点、術後、MRI後

などについて
青山　雄一　社会医療法人平成記念病院脳神経外科

P-33-2 LPシャント術後のOver drainageに対する追加的
Tandem valve 法
菅田　　淳　医療法人慈風会厚地脳神経外科病院

P-33-3 85歳以上の超高齢者に対する特発性正常圧水頭症の治
療効果についての検討
深澤　恵児　済生会松阪総合病院脳神経外科

P-33-4 LPシャントにおける、脊椎カテーテルをバルブに接続す
る手技と、カテーテル破損についての検証
川原　　隆　医療法人慈風会厚地脳神経外科病院

P-33-5 頭位回旋は脳室穿刺の正確性を下げる
加藤　佑規　岐阜大学脳神経外科

P-33-6 DNAH14改変マウスにおける脳室上衣繊毛機能障害と
遅発性慢性水頭症の発現
川村　海渡　順天堂大学脳神経外科

P-33-7 脳拍動の圧緩衝が非常に重要であった水頭症の1例
井上　　賢　東京歯科大学市川総合病院脳神経外科

P-33-8 当院におけるシャント感染髄膜炎の検討
三竿　慧祐　島根県立中央病院脳神経外科

P-33-9 Communicating syringomyeliaの１例
下間　惇子　大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

P-33-10 シャント術腹部操作における吊り上げ法の有効性
三木　健嗣　九州労災病院脳神経外科

P-33-11 遺残三叉動脈症例での第三脳室底開窓術の1例
諌山晃士郎　日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科

P-33-12 特発性正常圧水頭症に対する脳室心房シャント術の有効
性および合併症の検討
宮城　尚久　済生会八幡総合病院脳神経外科／久留米大学脳神経外科

P-33-13 正常圧水頭症（NPH）に対するシャント手術と問題点について
永田　　清　独立行政法人国立病院機構奈良医療センター脳神経外科

P-33-14 特発性正常圧水頭症に対するシャント術の認知機能長期予後
蒲原　明宏　大阪医科大学脳神経外科・脳血管内治療科
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ポスター 34
P-34 頚椎
P-34-1 頚椎人工椎間板置換術後の脱転の１例

北原　功雄　北総白井病院脳神経外科

P-34-2 Paravertebral foramen screwを用いた頚椎後方固定
術の利点
本田英一郎　静便堂白石共立病院脳神経外科

P-34-3 高齢者、准高齢者における頸椎症性脊髄症に対する手術
治療成績: 
神経症状の観察結果、合併症、手術意義について
高　　沙野　守口生野記念病院脳神経外科

P-34-4 頸椎症性脊髄症に特徴的に見られる足底異常感覚の臨床的意義
横井　育宝　横浜市立大学脳神経外科

P-34-5 3Dプリンター製ポーラスチタンケージを使用した頸椎
前方固定術の治療成績
深尾　繁治　京都岡本記念病院脳神経外科

P-34-6 項靱帯の付着するC7棘突起と頭部重心に近い外耳孔を結
ぶ新たなパラメーターによる脊椎矢状面アライメント評価
山畑　仁志　鹿児島大学脳神経外科

P-34-7 亜急性に脊髄症を発症した下位頸椎頚椎椎間関節嚢胞の3例
清水　　篤　品川志匠会病院脳神経外科

P-34-8 C2レベル頚椎後縦靱帯骨化症の放射線学的特徴および
外科治療
栃木　　悟　東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科

P-34-9 頚椎すべり症に対して円筒型ケージを用いた単椎間前方
固定術の治療成績
中村　歩希　聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科／石岡

循環器科脳神経外科病院脳神経外科

P-34-10 Tritanium-Cを用いた頚椎前方除圧固定術の短期治療成績
西川　拓文　鈴鹿回生病院脳神経外科

P-34-11 頚椎椎間板ヘルニアに対する手術後に短期間で増大を認
めた頚椎後縦靭帯骨化の報告
角田　圭司　長崎大学脳神経外科

P-34-12 高齢者、准高齢者における頸椎症性脊髄症に対する手術
治療画像所見の検討
大重　英行　守口生野記念病院脳神経外科／萱島生野病院脳神経外科
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P-34-13 頚椎後方除圧術後5年で除圧対側に黄色靭帯石灰化が出
現した１例
三木潤一郎　済生会和歌山病院脳神経外科

P-34-14 歯突起後方偽腫瘍に対しAnterior Transarticular 
Screwによる固定を行った２例
青木　正典　社会医療法人行岡医学研究会行岡病院脳神経外科

P-34-15 頸椎後方固定術により嚢胞性成分を有する歯突起後方偽
腫瘍が消失した3例
豊嶋　敦彦　信愛会脊椎脊髄センター

P-34-16 嚥下障害を発症した頚椎前縦靭帯骨化症患者に対し早期
手術によって症状の進行を制御した1例
正島　弘隆　金沢医科大学脳神経外科

P-34-17 頚椎固定術における種々の軸椎スクリューに関する検討
高山　柄哲　地方独立行政法人市立大津市民病院脳神経外科

P-34-18 当院における頚椎椎弓形成術の手術成績
新村　　学　品川志匠会病院脳神経外科

P-34-19 神経根症で発症した頚椎硬膜内椎間板ヘルニアの1例
守本　　純　新小文字病院脊髄脊椎外科治療センター

P-34-20 頚椎椎弓形成術におけるC7部分椎弓切除術の工夫
荻原浩太郎　岩国医療センター脳神経外科

ポスター 35
P-35 腰椎
P-35-1 経皮的内視鏡下腰椎椎間孔形成術（PELF）の有用性

芝本　和則　医療法人社団清和会笹生病院脳神経外科

P-35-2 顕微鏡下腰椎除圧術の正常構造温存についての検討; 
片側侵入vs棘突起縦割
粟屋　尭之　名古屋大学脳神経外科

P-35-3 OLIFによる脊柱管間接除圧効果は背側の椎間板高変化
で決定される
岩崎　素之　小樽市立病院脳神経外科

P-35-4 高齢者の腰椎変性疾患に対する腰椎固定術の中長期治療成績
松岡　秀典　新百合ヶ丘総合病院脊椎脊髄末梢神経外科

P-35-5 当院における腰椎変性疾患に対する術式選択の最近の傾向
千葉　泰弘　北海道脳神経外科記念病院
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P-35-6 骨粗鬆症性後彎変形に対するナビゲーション下脊椎短縮
術の有用性
眞鍋　博明　信愛会脊椎脊髄センター

P-35-7 高齢者、准高齢者における腰部脊柱管狭窄症/変性すべり症に
対する手術治療成績：臨床経過、術前後管理における注意点
石野　　昇　守口生野記念病院脳神経外科

P-35-8 当院での胸腰椎脊髄固定インプラント破損例の検討
冨井　雅人　社会医療法人将道会総合南東北病院脳神経外科

P-35-9 コンドリアーゼ髄核融解治療を行った腰椎椎間板ヘルニ
ア5症例の検討
風間　　健　社会医療法人将道会総合南東北病院脳神経外科

P-35-10 上位腰椎 Large central disc herniaの2例： 
術前診断とアプローチ
三好　康之　川崎医科大学総合医療センター脳神経外科

P-35-11 神経根腋窩部から硬膜背側に逸脱した腰椎椎間板ヘルニ
アの２症例
二宮　貢士　医療法人社団清和会笹生病院脳神経外科

P-35-12 後壁損傷を伴う椎体骨折に対しBKPを施行した症例の報告
桃﨑　宣彦　東京女子医科大学脳神経外科

ポスター 36
P-36 脊椎血管障害・腫瘍
P-36-1 脊髄動静脈奇形をいかに治療するか 

～当院における治療戦略～
田宮　亜堂　千葉大学脳神経外科／東船橋病院脊椎脊髄外科

P-36-2 当施設における脊髄硬膜動静脈瘻の治療成績
唐鎌　　淳　東京医科歯科大学脳神経外科

P-36-3 術前診断に苦慮したradicular arteriovenous fistula
の2症例
二宮　敦彦　岩手県立中央病院脳神経外科／東北大学神経外科

P-36-4 頭部外傷を契機に発症した頚椎脊髄硬膜下血腫
山内　朋裕　苫小牧市立病院脳神経外科

P-36-5 両側頭蓋頚椎移行部硬膜動静脈瘻の一例
河村　　心　岩手県立中央病院脳神経外科

P-36-6 突然の片麻痺で発症し、脳卒中との鑑別を要した頚髄硬
膜外血腫
弘田　祐己　第一東和会病院脳神経外科
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P-36-7 左半身麻痺を呈した特発性頚椎硬膜外血腫の2例
山本　　諒　豊橋市民病院脳神経外科

P-36-8 当院での脊髄硬膜内髄外腫瘍の手術成績検討
北川　　亮　医療法人財団健貢会総合東京病院脳神経外科

P-36-9 頚髄外側部に偏在する脊髄上衣腫の2例
小原　次郎　天理よろづ相談所病院脳神経外科

P-36-10 脊髄転移を来した胚細胞腫の検討
須崎　法幸　国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科

P-36-11 馬尾発生の小児clear cell meningioma
土屋　貴裕　東京都立神経病院脳神経外科

P-36-12 胸髄血管芽腫に近接して発生した胸髄髄内転移性淡明細
胞型腎細胞癌のvHL病患者の1例
鶴淵　隆夫　筑波大学脳神経外科

P-36-13 脊髄円錐レベルの血管芽腫の１例 
- 馬尾から発生した極めて稀な血管芽腫の画像診断と治
療について -
神田　　大　東京臨海病院脳神経外科

P-36-14 診断困難な脊髄髄内腫瘍
中西　雄大　和歌山県立医科大学脳神経外科

P-36-15 下位胸髄・腰髄硬膜動静脈奇形，動静脈瘻に対する
retrograde spinal angiography
高平良太郎　長崎大学病院脳神経外科

P-36-16 脊髄梗塞のリハビリ治療
杉本　耕一　鎌ヶ谷総合病院脳神経外科

P-36-17 腰痛にて初発した脊髄円錐部海綿状血管腫２例
阿部　瑛二　越谷市立病院脳神経外科／順天堂大学脳神経外科

P-36-18 治療後症状改善が乏しい脊髄硬膜動静脈瘻2例の検討
白石　祐基　市立東大阪医療センター脳神経外科

P-36-19 前脊髄動脈症候群を呈した高位頸椎椎間板ヘルニアの１例
福田　修志　医療法人光川会福岡脳神経外科病院

P-36-20 大動脈外科手術における脊髄虚血の対策と治療 
―脳脊髄ドレナージの意義―
野口　明男　杏林大学脳神経外科

P-36-21 シャント離断後に新たなシャントが顕在化した
radicular AVF（arteriovenous fistula）の1例
松井　雄一　大阪大学脳神経外科
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P-36-22 複数箇所にシャント形成を認めた頭蓋頚椎移行部動静脈
瘻の2症例
松本　佳久　聖マリア病院脳神経外科

P-36-23 急速増大を呈した腰椎硬膜外capillary hemangiomaの一例
土井　一真　防衛医科大学校脳神経外科／順天堂大学脊椎脊髄センター

P-36-24 脊椎脊髄悪性リンパ腫の4例
駿河　和城　岡山大学脳神経外科

P-36-25 脊髄悪性神経膠腫の治療
藪野　　諭　岡山大学脳神経外科

P-36-26 経頭蓋運動誘発電位による術中脊髄モニタリング
宮城島孝昭　群馬大学脳神経外科

P-36-27 脊髄髄内腫瘍に対する術後の歩行改善： 
歩行分析計を用いた客観的評価
菅原　　淳　岩手医科大学脳神経外科

P-36-28 後咽頭部髄膜瘤を呈した神経線維腫の1例
大橋　　聡　石心会川崎幸病院脳血管センター

P-36-29 仙骨転移性多型腺腫の一例
濱内　祝嗣　川崎医科大学総合医療センター脳神経外科

P-36-30 脊髄血管芽腫へ腎癌の転移を来したvon Hippel-Lindau 
（VHL） 病患者の一例
永島　吉孝　名古屋大学脳神経外科

P-36-31 頸胸髄髄内神経鞘腫の一例
藤城　高広　田辺脳神経外科病院

P-36-32 頸髄症で発症した多発性孤立性繊維腫の一例
渡邉　　陽　東邦大学脳神経外科（大森）

P-36-33 成人発症の胸部硬膜内髄外脂肪腫の一例
辻野　晃平　医療法人ラポール会田辺脳神経外科病院

P-36-34 当院における脊髄腫瘍摘出術術中の硬膜外刺激電極を用
いたモニタリング
原田　直幸　東邦大学脳神経外科（大森）

P-36-35 頚髄及び胸髄に認めたmultiple meningiomaの一例
井本　良二　労働者健康安全機構香川労災病院脳神経外科

P-36-36 脊髄髄内病変に対する定位放射線治療の役割
森　　美雅　新百合ヶ丘総合病院高精度放射線治療センター
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P-36-37 悪性リンパ腫との鑑別を要した頚部神経鞘腫の一例
遠藤　拓朗　秋田県立循環器・脳脊髄センター脊髄脊椎外科

ポスター 37
P-37 脊椎脊髄外傷・その他
P-37-1 当院で加療した非骨傷性頸髄損傷患者の転帰についての検討

稲塚万佑子　東京女子医科大学東医療センター脳神経外科

P-37-2 中心性頚髄損傷の保存的治療の中期成績
田中　貴大　湘南鎌倉総合病院脳神経外科

P-37-3 胸腰椎破裂骨折に対するsagittal adjusting screwを
用いた経皮的脊椎矯正固定術の短期治療成績
池澤　宗成　鈴鹿回生病院脳神経外科

P-37-4 Dual Energy CT （DECT）を用いた椎体骨折の診断
村上　友宏　社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院脊椎脊髄外科

P-37-5 就寝中の急変の蘇生後に判明した脊髄損傷症例の検討脊
椎強直との関連について
景山　寛志　新久喜総合病院脊髄脊椎外科／新久喜総合病院脳神経外科

P-37-6 当施設における骨粗鬆症に伴う胸腰椎破裂骨折に対する
外科的治療成績
島内　寛也　医療法人社団平成会藤枝平成記念病院

P-37-7 骨粗鬆症性椎体骨折（OVF）に対するballoon 
kyphoplasty（BKP）治療介入時期の検討
木村　孝興　新百合ヶ丘総合病院

P-37-8 C1/2レベルでの硬膜欠損による脳脊髄液漏出症に対す
る外科治療の経験
北川　雄大　北九州市立八幡病院脳神経外科／産業医科大学脳神経外科

P-37-9 脊髄終糸脂肪腫に対する手術治療の検討
原　　　毅　順天堂大学脳神経外科

P-37-10 頸椎病変に対する3D T2-SPACE法の有用性 
～3D True FISP法との比較検討～
大竹　安史　中村記念病院脳神経外科

P-37-11 経皮的椎体形成術（PVP）における使用機器による術者被
曝線量の違いバイプレーン血管撮影装置とIVR-CTの比較
早川　基治　藤田医科大学脳神経外科

P-37-12 保存的加療を行った脊髄硬膜外血腫の治療成績
堀田　和子　湘南鎌倉総合病院脳神経外科
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P-37-13 症候性小脳扁桃3mm未満下垂症例における大後頭孔の
放射線学的研究
上甲　眞宏　藤田医科大学脳神経外科

P-37-14 後頭蓋窩手術による後頚筋群剥離が頚椎アライメントに
与える影響
増田　耕一　鹿児島大学脳神経外科

P-37-15 四肢筋力低下がみられる脊髄空洞症を伴わないキアリ奇
形1型に対する治療方針の検討
重川　誠二　愛媛大学脳神経外科

P-37-16 キアリ奇形と大孔部癒着性くも膜炎における脊髄空洞の
画像的特徴
波多野敬介　東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科

P-37-17 乳幼児頭蓋頚椎移行部病変に対する当科での手術経験
松本順太郎　福岡大学脳神経外科

P-37-18 緊急手術を行った脊髄くも膜下血腫の1例
久壽米木亮　新小文字病院脊髄脊椎外科治療センター

P-37-19 経皮神経内視鏡下歯突起切除術を行った頭蓋底陥入症の一例
菊地奈穂子　新百合ヶ丘総合病院脊椎脊髄末梢神経外科

P-37-20 当科で治療を行った脊髄癒着性くも膜炎の症例
北山　真理　和歌山県立医科大学脳神経外科

P-37-21 頭部の重心と外耳孔の位置関係に関する放射線学的検討
牧野隆太郎　鹿児島大学脳神経外科

P-37-22 黄色靭帯内血腫の臨床的特徴と発症機序
長嶋　　薫　横浜市立大学脳神経外科

P-37-23 FESSへのAutomatic registrationを用いた
NeuroNavigationの有用性
砂田　　拡　大阪警察病院脳神経外科

P-37-24 Full-Endoscopic Spinal SurgeryにおけるCT/MRI 
fusion 3D画像の有用性
渡辺　剛史　湘南鎌倉総合病院脳神経外科

P-37-25 腰椎疾患に伴う下肢症状へのmirogabalinの治療効果
尾関　友博　日本医科大学脳神経外科

P-37-26 胸膜外アプローチを使用して胸椎椎体前方置換を施行した二例
赤堀　　翔　名古屋大学脳神経外科

P-37-27 全内視鏡下脊椎手術（FESS）における硬膜損傷の2例
田中　　聡　稲波脊椎・関節病院脳神経外科
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P-37-28 脊椎脊髄腹臥位手術における整容面の工夫
菅原　千明　岡山大学脳神経外科

P-37-29 外傷および頸椎術後頸椎前方にpseudomeningocele
を生じた３例
吉田　光宏　市立四日市病院脳神経外科

P-37-30 3D-FIESTA-MRIで脊髄硬膜欠損を同定し得た脳表ヘモ
ジデリン沈着症の一例
佐野　徳隆　福井赤十字病院脳神経外科

P-37-31 脳卒中が強く疑われた脊椎脊髄疾患症例の考察
稲垣　　浩　神奈川県立足柄上病院脳神経外科

P-37-32 スクリューガイドテンプレテートシステムによる椎弓根
スクリューの挿入経験
藤田　智昭　京都岡本記念病院脳神経外科

P-37-33 超音波ガイド下頚部神経根ブロックの有用性
山田　真輔　福井大学脳脊髄神経外科

P-37-34 当院における頚椎化膿性脊椎炎の治療経験
梅垣　昌士　医誠会病院脳神経外科

P-37-35 ITB療法後に側弯症を生じた成人片麻痺患者の1例
藤岡　裕士　長崎百合野病院脳神経外科／国立病院機構関門医療セン

ター脳神経外科

P-37-36 腰椎椎間孔部でのQEVOを用いた神経根除圧の視認
宮原　孝寛　公立八女総合病院脳神経外科

P-37-37 当科における特発性脳脊髄液漏出症の診断と治療
竹綱　成典　市立吹田市民病院脳神経外科

P-37-38 重症虚血肢に対するBurst刺激
米持　拓也　東海大学脳神経外科

P-37-39 保存的加療を行った骨脆弱性仙骨骨折の３年経過
河岡　大悟　医療法人社団慶仁会川崎病院脳神経外科

ポスター 38
P-38 末梢神経障害
P-38-1 当科における足根管症候群に対する手術症例の検討 

-特にVascular wrapping法の有用性について-
柚木　正敏　労働者健康安全機構香川労災病院脳神経外科

P-38-2 高周波熱凝固療法による中殿皮神経障害への治療効果に
関する検討
佐々木和馬　日本医科大学脳神経外科
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P-38-3 内視鏡下手根管開放術におけるエコーガイドの有用性
芳村　憲泰　大阪脳神経外科病院

P-38-4 術前トラクトグラフィーを用いた末梢神経腫瘍に対する
手術戦略
岩本　直高　日本医科大学脳神経外科

ポスター 39
P-39 頭部外傷診断と治療
P-39-1 自転車乗用中の頭部外傷ー手術を要した症例の検討ー

山川　　皓　神戸大学脳神経外科

P-39-2 錐体骨骨折の解剖学的な分類による顔面神経麻痺の予測
安田　慎一　埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター

P-39-3 重症頭部外傷に伴う硬膜動静脈瘻の発生頻度と自然歴
木谷　知樹　大阪医療センター脳神経外科

P-39-4 頭蓋形成術が可能であった頭部外傷外減圧術症例の臨床像 
-31症例の検討から-
田中　雅彦　湘南鎌倉総合病院脳神経外科

P-39-5 高齢者（75歳以上）の外減圧術の転帰
野中　崇久　久留米大学脳神経外科／久留米大学高度救命救急セン

ター／福岡県済生会八幡総合病院

P-39-6 重症頭部外傷慢性期患者の続発性水頭症治療における
シャント圧調整と評価の重要性
原　　彩佳　千葉療護センター脳神経外科

P-39-7 外傷性脳損傷に対するdouble inversion recovery 
（DIR）法の有用性
能代　将平　帯広厚生病院脳神経外科

P-39-8 高齢者の急性硬膜下血腫の亜急性期手術例の解析
東口彩映子　藤田医科大学脳神経外科

P-39-9 重症頭部外傷に対する血管内冷却システム使用による積
極的平温療法の検討
堀野　雅祥　東京都立広尾病院脳神経外科

P-39-10 当救命センターにおける外傷性頚動脈海綿静脈洞瘻に対
する脳血管内治療の変遷
稲葉　眞貴　千葉県救急医療センター脳神経外科

P-39-11 スポーツ関連脳振盪におけるめまいに関する検討
平元　　侑　東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科
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P-39-12 頭部外傷後に発症した小児脳静脈洞血栓症の3例
岸田　健吾　京都第二赤十字病院脳神経外科

P-39-13 頭部外傷後の症候性遅発性脳血管攣縮の2例
角野　喜則　堺市立総合医療センター脳神経外科／大阪大学脳神経外科

P-39-14 Nail-gunによる穿通性頭部外傷で，頭蓋内に残存する3
本の釘を急性期に完全除去しえた1例
古田啓一郎　久留米大学病院脳神経外科

P-39-15 頭蓋内圧モニタリングが有用であった多発外傷を伴う小
児重症頭部外傷の一例
柴田　あみ　日本医科大学多摩永山病院救命救急センター／日本医科

大学救急医学教室

P-39-16 重症頭部外傷に伴うテント切痕ヘルニア１週間後に発生
した脳ヘルニア関連の仮性脳動脈瘤の１例
阿藤　文徳　愛知医科大学脳神経外科

P-39-17 脳血管攣縮が反復した頭部外傷の2症例
日高　　岳　聖マリアンナ医科大学脳神経外科

P-39-18 外傷性くも膜下出血と遅発性脳内血腫増大
向原　茂雄　藤沢市民病院脳神経外科

P-39-19 頭部を含む重症多発外傷症例の予後に関する検討
新野　清人　徳島県立中央病院脳神経外科

P-39-20 血小板減少を有する外傷患者の開頭手術
常岡　明加　群馬大学脳神経外科

P-39-21 演題取り下げ

P-39-22 急性閉塞性水頭症を来たし脳室ドレナージ術を要した斜
台後方硬膜外血腫の一例
中島　悠介　静岡県立こども病院脳神経外科

P-39-23 重症頭部外傷による頭蓋内圧亢進に対するナビゲーショ
ンガイド下の脳室ドレナージ術
森下　暁二　兵庫県立加古川医療センター脳神経外科

P-39-24 最重症頭部外傷に対する当院での治療方針
古家一洋平　奈良県立医科大学脳神経外科／奈良県立医科大学高度救

命救急センター

P-39-25 軽症外傷性頭蓋内出血後に中枢性塩類喪失症候群と脳血
管攣縮を合併した1例
小笠原禎文　湘南東部総合病院脳神経外科

P-39-26 硬式野球ボールによる骨折を伴わない脳挫傷の1例
田口幸太郎　大垣徳洲会病院
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P-39-27 急性硬膜下血腫に対して局所麻酔下で行う小開頭術の有用性
江田　大武　浜田医療センター脳神経外科

ポスター 40
P-40 慢性硬膜下血腫・外傷その他
P-40-1 両側慢性硬膜下血腫硬膜下ドレーン抜去時の疼痛軽減に

むけた創部閉鎖法の工夫 
 （ステープラーと術中縫合糸の比較）
佐藤　公俊　医療法人清仁会シミズ病院脳神経外科

P-40-2 慢性硬膜下血腫治療患者の入院期間短縮による影響
松水　和徳　九州医療センター脳神経外科

P-40-3 慢性硬膜下血腫手術における硬性内視鏡の有用性に関する検討
天野　敏之　九州医療センター脳神経外科

P-40-4 慢性硬膜下血腫穿頭術後の再発防止対策としてのトラネ
キサム酸内服の検討
山田　哲久　（株）麻生飯塚病院脳神経外科

P-40-5 慢性硬膜下血腫に対して小開頭術を選択した症例の比較検討
渡辺　俊樹　翠清会梶川病院脳神経外科

P-40-6 当院での再発性慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈塞栓
術の検討
梅田　剛志　岡山市立市民病院脳神経外科

P-40-7 慢性硬膜下血腫に対する手回しドリルと電動ドリルによ
る穿頭術の治療成績の比較検討
中村　　翔　埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科

P-40-8 慢性硬膜下血腫の再手術に関わる因子の検討
谷川　大介　埼玉県立循環器・呼吸器病センター脳神経センター

P-40-9 当院での高齢者の急性硬膜下血腫に対する低侵襲手術 
～小開頭神経内視鏡下血腫除去術～
吉浦　　徹　社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院脳神経外科

P-40-10 脚立からの転落による頭部外傷 ―自験　8例の検討―
榊原陽太郎　聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科

P-40-11 大規模災害における脳神経外科医の役割
越後　　整　済生会滋賀県病院救命救急センター・救急集中治療科

P-40-12 脳振盪後の段階的競技復帰に関する客観的評価法の検討
重森　　裕　福岡大学脳神経外科／福岡大学スポーツ健康科学科／福

岡大学スポーツ科学部スポーツ医学研究室
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P-40-13 シートベルト損傷に起因したと考えられるハングマン骨
折・椎骨動脈損傷を認めた1例
芝池　由規　福井大学脳脊髄神経外科

P-40-14 頭部外傷後に慢性硬膜下血腫を続発した症例のinitial 
CT所見の検討
板津　隆晃　朝日大学病院脳神経外科

P-40-15 難治性慢性硬膜下血腫（CSDH）に対する中硬膜動脈
（MMA）塞栓術の治療成績
梶原　真仁　池友会福岡和白病院脳神経外科

P-40-16 慢性硬膜下血腫手術後再発防止の試み
赤池　秀一　金沢市立病院脳神経外科

P-40-17 慢性硬膜下血腫の血腫単回洗浄法と複数回洗浄法の検討
高岸　　創　嬉野医療センター脳神経外科

P-40-18 一過性の神経症状悪化を呈する慢性硬膜下血腫の画像的特徴
山田　　創　友愛会豊見城中央病院脳神経外科

P-40-19 慢性硬膜下血腫における周術期抗血栓療法管理
藤原　稔朗　倉敷中央病院脳神経外科

P-40-20 開頭術が必要となった器質化慢性硬膜下血腫の一例
渡邉　碧音　順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

P-40-21 慢性硬膜下血腫におけるAngiopoietinとAngiogenic 
Signaling Pathwayの発現について
伊佐治泰己　愛知医科大学脳神経外科

P-40-22 慢性硬膜下血腫における高齢者認知機能予後に及ぼす危
険因子の解析
豊岡　輝繁　防衛医科大学校脳神経外科

P-40-23 VPシャント術後に来たした難治性慢性硬膜下血腫に対
し、中硬膜動脈塞栓術が奏功した一例
三神　和幸　神鋼記念病院脳神経外科

P-40-24 頭部外傷後にてんかん重積状態となった後期高齢患者の2例
辻　　将大　島根大学脳神経外科

P-40-25 無症候で経過した骨膜下血腫との交通性が疑われた硬膜
外血腫の一例
三海　正隆　JCHO東京蒲田医療センター脳神経外科

P-40-26 Contrecoup injuryにより生じた中硬膜動静脈瘻が経時
的に瘤を形成し治療を行った一例
清本　　政　関東中央病院脳神経外科
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P-40-27 レジンで硬化させた綿棒による経鼻腔穿通性頭部外傷の１例
三鬼　侑真　昭和大学藤が丘病院脳神経外科

P-40-28 外傷性椎骨動脈損傷に対する血管内治療の一例
堀越　　恒　順天堂大学医学部附属静岡病院脳神経外科

P-40-29 低髄液圧症の臨床的診断法
久保田修平　東邦大学脳神経外科（佐倉）

P-40-30 Nose-blowing　が契機となった眼窩部皮下気腫
三原　　陸　日本医科大学付属病院脳神経外科

P-40-31 慢性硬膜下血腫の再発因子と予後予測
阪本　　有　昭和大学江東豊洲病院脳神経外科

ポスター 41
P-41 小児脳神経外科
P-41-1 当院での小児慢性硬膜下血腫についての検討

遠藤　昌亨　国立成育医療研究センター脳神経外科

P-41-2 小児脳腫瘍に対する術中MEPモニタリングの有用性
角　光一郎　日本大学脳神経外科学系神経外科学分野

P-41-3 小児多発海綿状血管腫に対する治療方針の検討
篠原　直樹　神奈川県立こども医療センター脳神経外科

P-41-4 乳児水頭症に対する抗菌剤含浸脳室腹腔シャントカテー
テルの臨床評価
大吉　達樹　鹿児島大学脳神経外科

P-41-5 MCDO法における合併症：骨延長期間中の髄液漏について
木村　　颯　岡山大学脳神経外科

P-41-6 Giant cell reparative granulomaが疑われた小児斜
台下部脳腫瘍の一例
中村帆南美　大阪市立大学脳神経外科

P-41-7 小脳延髄角部腫瘍に対するガンマナイフ治療後に髄液蛋
白濃度が高値となって治療に難渋した水頭症の一例
堀　　貴洋　東京女子医科大学脳神経外科

P-41-8 複視発症した中脳水道狭窄症における解剖学的動眼神経評価
今里　大介　東京女子医科大学脳神経外科

P-41-9 終糸脂肪腫による脊髄係留を合併した分離脊髄奇形の3例
金　　泰均　奈良県立医科大学脳神経外科

P-41-10 Tarlov cystの小児例に対する外科治療
吉岡　史隆　佐賀大学脳神経外科
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P-41-11 脊髄髄膜瘤に合併したvanishing cerebellumの１例
阪本浩一朗　順天堂大学脳神経外科

P-41-12 仙骨部皮膚陥凹に対するMRI検査の必要性
廣津　竜也　東京慈恵会医科大学脳神経外科

P-41-13 乳児動脈瘤性くも膜下出血の1例
滝戸　悠平　あいち小児保健医療総合センター脳神経外科

P-41-14 小児脳外科における陰部神経テタヌス刺激によるMEP
増幅効果の検討
三井　貴晶　奈良県立医科大学脳神経外科

P-41-15 くも膜下出血後の消化器合併症に対して腹部手術を要し
た水頭症に対する治療戦略
大山　裕太　帝京大学医学部附属病院脳神経外科

P-41-16 外科的介入が必要となった結核性髄膜炎の5例
藤谷　牧子　国立国際医療研究センター病院脳神経外科

P-41-17 当施設におけるVA shuntの治療成績： 
LP shuntおよびVP shuntとの多重比較
金澤　徳典　栃木医療センター脳神経外科

ポスター 42
P-42 基礎研究
P-42-1 膠芽腫における細胞外小胞の機能解明

筒井　泰史　金沢大学脳神経外科

P-42-2 ライリンはSNAI1シグナルを介して悪性神経膠腫細胞
の浸潤能を高める
梶　　友紘　聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科

P-42-3 アクアポリン1が膠芽腫細胞の運動能の亢進と
THSD7Aの抑制を介した腫瘍血管床形成に関わる
大石　正博　金沢大学脳神経外科

P-42-4 ホスホグリセリン酸ムターゼ１はWIP１活性を介して
DNA損傷に対する修復を行う
大場　茂生　藤田医科大学脳神経外科

P-42-5 脳脊髄液内の可溶性PTPRZは神経膠腫の化学的診断
マーカーとして利用される可能性を秘めている
山ノ井　優　福島県立医科大学脳神経外科

P-42-6 エリブリンはマウス悪性髄膜腫モデルの生存期間を延長する
中野　智行　国立がん研究センター研究所脳腫瘍連携研究分野／東京

医科歯科大学脳神経外科
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P-42-7 脊索腫における骨破壊機序の解明
大石裕美子　慶應義塾大学脳神経外科

P-42-8 ラット脳梗塞モデルに対する間葉系幹細胞の二回動注療
法の安全性と効果
渡邊　充祥　東京慈恵会医科大学脳神経外科

P-42-9 大脳オルガノイド移植による皮質脊髄路の再建
北原　孝宏　福井赤十字病院脳神経外科／京都大学 iPS細胞研究所

P-42-10 脊髄再生治療のトランスレーショナルリサーチにおける評価法
篠崎　宗久　慶応義塾大学生理学教室

P-42-11 放射線誘発性頚動脈狭窄症のモデルマウス作成
山本　　優　京都大学脳神経外科／京都大学医学部附属病院先端医療

研究開発機構臨床研究支援部

P-42-12 メラトニンによる薬剤性虚血耐性現象 
-ミトコンドリア膜透過性遷移孔の部分開口を介した
postconditioningの検証
古田　隆徳　奈良県立医科大学脳神経外科

P-42-13 虚血性脳血管障害患者に対応する血清抗体マーカー開発
の現状と展望
吉田　陽一　千葉大学脳神経外科／千葉大学遺伝子生化学／千葉大学

医学部附属病院包括的脳卒中センター

P-42-14 超高磁場11.7TMRIにおけるIVIMパラメータを用いた
両側総頚動脈閉塞ラットにおける脳虚血変化の検出
藤原　俊朗　岩手医科大学脳神経外科／大阪大学生命機能研究科

P-42-15 造影剤が血液脳関門に与える影響
松永　裕希　長崎大学脳神経外科

P-42-16 急性期脳梗塞に対する細胞治療の費用対効果分析
高宮宗一朗　北海道大学脳神経外科

P-42-17 Cryo injuryによる脳挫傷モデルマウスにおける挫傷周
囲微小環境の経時的変化
佐藤　瑞仁　慶應義塾大学脳神経外科

P-42-18 脳梗塞ラットに対するヒト脂肪細胞由来幹細胞投与の有用性
定方　英作　長崎大学脳神経外科

P-42-19 脳梗塞モデルラットに対するカプセル化SB623脳内移
植による治療効果の検討
河内　　哲　岡山大学脳神経外科

P-42-20 ヒトES細胞から機能的下垂体内分泌細胞を分化誘導す
るシステムの構築
高　　　躍　千葉大学脳神経外科／千葉大学分子病態解析学
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P-42-21 転写因子ATF6bの全脳虚血への関わり
中尾　庸人　金沢大学脳神経外科／金沢大学神経解剖学

P-42-22 ラット中大脳動脈閉塞モデルにおけるcrossed 
cerebellar diaschisis小脳血流と遺伝子発現解析
木谷　尚哉　広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科

P-42-23 アルツハイマー病モデルマウスにおける線条体脳出血後
急性期および慢性期予後の検討
林　　建佑　熊本大学脳神経外科

P-42-24 WHO2016年脳腫瘍病理分類を用いた神経膠腫診断の検討
川内　　豪　京都大学／国立病院機構大阪医療センター先進医療研究

開発部

P-42-25 In vitro脳転移脳血液関門モデルにおけるペリサイトと
転移性脳腫瘍細胞との競合阻害の可能性
氏福　健太　長崎大学脳神経外科

P-42-26 膠芽腫幹細胞に対するKenpaulloneのTemozolomide
作用増強効果
北林　朋宏　金沢大学脳神経外科

P-42-27 膠芽腫におけるannexin A2-STAT3-oncostatin M 
receptor axisを介した表現型シフト
平野秀一郎　岡山大学脳神経外科

P-42-28 脳腫瘍溶解ヘルペスウイルスの併用はCCN1とAKT経
路を阻害することによりベバシズマブ誘発性のグリオー
マ浸潤を抑制する
牧野　圭悟　岡山大学脳神経外科

P-42-29 びまん性神経周囲浸潤を呈するマウスグリオーマモデル
の網羅的遺伝子解析と治療標的遺伝子の検証
宮居　雅文　大垣徳洲会病院／岐阜大学脳神経外科／岐阜大学腫瘍病理

P-42-30 （P）RRを抑制するmicroRNAのグリオーマに対する効
果について
小川　大輔　香川大学脳神経外科

P-42-31 術中における簡便な抗菌薬含浸人工骨の調製に向けて
加藤　晶人　昭和大学救急・災害医学

P-42-32 Dpcdノックアウトマウスにおける脳室内繊毛の解析
水野　晃宏　名古屋大学脳神経外科
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P-42-33 Q175ハンチントン病モデルマウス線条体において 
μ-オピオイド受容体の発現は進行性に強く増加する
森垣　龍馬　徳島大学先端脳機能研究開発分野､ 脳神経外科／

McGovernInstituteforBrainResearchand
DepartmentofBrainandCognitiveSciences,
MassachusettsInstituteofTechnology

ポスター 43
P-43 医療機器・IT・新技術
P-43-1 外側後頭下開頭でのFusion 3D imageの応用 

-適切なkeyholeの決定-
富田　隆浩　富山大学脳神経外科

P-43-2 破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術における3Dプリン
タ模型の有用性
浅井　琢美　国立病院機構名古屋医療センター脳神経外科

P-43-3 脳動静脈奇形における手術支援法として３Dプリンター
を用いた立体モデルの有用性の検証
吉永進太郎　福岡大学脳神経外科

P-43-4 脳幹部海綿状血管腫におけるfacial colliculusの同定 
-2次元画像と3次元画像の比較-
内田　達哉　東京大学脳神経外科

P-43-5 Development of a new 4D surgical information 
platform with integration of optical and 
radiological information
DilipBhandari　福島県立医科大学脳神経外科

P-43-6 非接触式３Dスキャナを用いた、開頭術中脳表スキャンの活用
大谷　啓介　自治医科大学脳神経外科

P-43-7 LVISステント併用脳動脈瘤コイル塞栓術後における
PETRA-MRA
佐藤　圭輔　富山県立中央病院脳神経外科

P-43-8 Dual energy CTは血栓回収療法後のCT高吸収域が出
血合併症か造影効果かの鑑別に有用である
常俊　顕三　福井大学脳脊髄神経外科

P-43-9 拡張現実を用いたニューロナビゲーターの開発真に実用
的なシステムを目指して
佐藤　　信　自治医科大学脳神経外科

P-43-10 Mixed Reality技術の医療応用について
中島　定男　鳥取大学脳神経外科
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P-43-11 レーザー光源とレーザー組織血流計を同時に搭載した顕
微鏡による脳組織血流測定の試み
菊田　春彦　福島県立医科大学脳神経外科

P-43-12 頭蓋底外科におけるSurgical approachに応じた顕微
鏡・外視鏡・内視鏡の利用と注意点
細川　　真　大阪警察病院脳神経外科

P-43-13 Exoscopeを用いた脳動脈瘤clipping 
ｰ訓練法についてｰ
天神　博志　佐野記念病院脳神経外科

P-43-14 外視鏡導入による新しい手術体位選択： 
重力による脳シフトを活用した仰臥位の有用性
末松　拓也　関西労災病院脳神経外科

P-43-15 当院における外視鏡手術の初期経験
田尻　征治　水俣市立総合医療センター脳神経外科

P-43-16 外視鏡下手術トレーニング環境の考案
萩岡　起也　関西ろうさい病院脳神経外科・脳血管治療科

P-43-17 外視鏡下手術における医療機器のレイアウトの考察
星隈　悠平　関西ろうさい病院脳神経外科・脳血管治療科

P-43-18 Trans-Visible Navigatorを用いた神経内視鏡手術
榎本　弘幸　日本医科大学脳神経外科

P-43-19 AIスピーカーの診療への応用と課題
宮本　伸哉　帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科

P-43-20 脳神経外科領域の診断治療への機械学習の応用
白石　哲也　埼玉石心会病院リハビリテーション科

P-43-21 4-ボロノ-2-[18F]-フルオロ-フェニルアラニンPETを
用いた再発性髄膜腫に対するホウ素中性子捕捉療法後の
効果評価
高井　　聡　大阪医科大学付属病院脳神経外科

P-43-22 血管内治療時における凝固能測定機器TEG6sの使用経
験について
池澤　瑞香　名古屋大学脳神経外科

P-43-23 ヘモクロン®シグニチャーエリートの異なるカートリッ
ジによって測定したACT値
鈴木　陽太　信州大学脳神経外科

P-43-24 脳神経外科手術における吸収性人工硬膜の比較検討
福島　崇夫　高島平中央総合病院脳神経外科
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P-43-25 硬膜形成に吸収性コラーゲン人工硬膜を用いた後頭蓋窩
減圧開頭術の3症例
三木　義仁　多根総合病院脳神経外科

P-43-26 経頭蓋刺激MEPのためのタッピングビス電極の有用性
冨尾　亮介　公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院脳神経外科

P-43-27 硬膜外自家血注入療法における血管内カテーテル使用の
有用性について
畠山　哲宗　香川大学脳神経外科

P-43-28 スマホ首時代に必須、誰でも出来る頸椎疾患予防  
―首に良い枕K-PillowIII―
木原　俊壱　医療法人社団親和会京都木原病院

P-43-29 1H-MR spectroscopyを用いた放射線治療患者の海馬
機能解析
小林　繁貴　琉球大学脳神経外科

P-43-30 Dual energy CTが診断に有用であった、脳動脈瘤コイ
ル塞栓術後の造影剤脳症の1例
木村　智輝　福井大学脳脊髄神経外科

P-43-31 当院での緊急開頭手術におけるコラーゲン使用吸収性人
工硬膜を用いた硬膜形成の評価
杉山　裕紀　東京都立広尾病院脳神経外科

P-43-32 硬膜吊り上げ用の骨穴への糸通し機器の新規開発と簡便
性の評価
勝原　隆道　日本大学病院脳神経外科／日本大学脳神経外科

P-43-33 人間工学に基づく手術顕微鏡操作ハンドルの設定： 
術中疲労低減の試み
清水　　暁　横浜市立脳卒中・神経脊椎センター脳神経外科

P-43-34 顕微鏡手術において、脳ベラの代わりとしてのView 
Site有用性
白　　隆英　名張市立病院脳神経外科

ポスター 44
P-44 教育・医療問題
P-44-1 当教室における若手脳神経外科医のための手術トレーニング

小寺　俊昭　福井大学脳脊髄神経外科

P-44-2 当院における拡大蝶形骨洞手術の現状と課題 
- 2019年日本神経内視鏡学会アンケート事業報告をうけて-
青木　拓磨　済生会滋賀県病院脳神経外科
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P-44-3 高齢化の進む地域への脳神経血管内治療学会専門医着任
による脳卒中治療戦略の変化
設楽　智史　医療法人社団昴会湖東記念病院脳神経外科

P-44-4 岡山県北における脳神経外科脊椎脊髄診療の立ち上げ
佐々田　晋　津山中央病院脳神経外科

P-44-5 ドクターヘリ搬送症例における脳卒中患者の割合に関する検討
近藤　優美　新潟県厚生連上越総合病院脳神経外科

P-44-6 LEGO® SERIOUS PLAY™を用いた「安全な手術」の
暗黙知の表出
中村　一仁　医療法人穂翔会村田病院脳神経外科

P-44-7 異常死への死後CTにおける脳卒中の統計
伊藤　　洋　医仁会さくら総合病院脳神経外科

P-44-8 脳神経外科領域におけるFNP（Fujita Nurse 
Practitioner）の活動
齋藤　史明　藤田医科大学病院中央診療部 FNP室

P-44-9 東広島医療センターにおける外国人患者に対する通訳活
動結果とそのポイントについて
貞友　　隆　東広島医療センター脳神経外科

P-44-10 当科におけるインシデント・合併症報告の解析 
-脳神経外科におけるリスクマネジメント-
大田　和貴　熊本大学脳神経外科

P-44-11 当院における新型コロナウイルス緊急事態宣言下の脳卒
中救急受け入れ態勢の構築
玉置　　亮　大阪急性期・総合医療センター脳神経外科

P-44-12 脳卒中を受け入れるべきか？新型コロナウイルス蔓延に
伴う地域医療を担う病院の苦悩
飯塚　　宏　済衆館病院脳神経外科

P-44-13 COVID-19 流行以降の脳血管内治療の変化と教育の問題点
原田　　啓　池友会福岡和白病院脳神経外科

P-44-14 新型コロナウイルス感染症流行が当科に与えた影響
石澤　錠二　朝日大学病院脳神経外科

P-44-15 臨床工学技士協力による血管撮影における医師業務軽減
の取り組み
河合　拓也　小山記念病院脳神経外科
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ポスター 45
P-45 臨床研究
P-45-1 シルビウス裂深部静脈構造の評価におけるmultimodal 

fusion imageの有用性
中瀬　健太　奈良県立医科大学脳神経外科

P-45-2 内頚動脈狭窄症におけるsingle slab ICA-selective 
MRAによる術前脳血流循環動態評価の有効性
山下　俊輔　神戸大学脳神経外科

P-45-3 傍正中髄膜腫における脳血管造影検査上の腫瘍栄養血管
の左右性に関する検討
中川　智義　大阪大学脳神経外科

P-45-4 くも膜下出血後のサイトカイン濃度の経時的変化と臨床病態
和田　裕美　平成立石病院脳神経外科／東京大学アイソトープ総合セ

ンター

P-45-5 心源性塞栓症に対しAMPA（α-アミノ-3-ヒドロキシ
-5-メソオキサゾール-4-プロピオン酸）受容体拮抗薬投
与による梗
内田　賢一　千葉徳洲会病院脳神経外科

P-45-6 Overflow leak testの安全性評価の臨床研究の結果報
告と高知大学における脳脊髄液減少症に対する取り組み
中居　永一　高知大学脳神経外科

P-45-7 頭蓋内ハイブリッド電極を用いた巨視的・微視的な神経
表象の解析
谷本　　彩　東京大学医学部附属病院脳神経外科／東京大学医学部附

属病院総合研修センター

P-45-8 経鼻的下垂体部腫瘍手術時の周術期ステロイド予防投与
と術後合併症の検討～DPCデータベース解析～
服部裕次郎　日本医科大学脳神経外科／日本医科大学解剖学・神経生物学

P-45-9 当科における臨床研究法施行後の取り組みについて 
-より質の高い臨床研究を目指して-
森本佑紀奈　慶應義塾大学脳神経外科／東京都済生会中央病院脳神経外科

P-45-10 JND（入院患者総登録）時代における地方小規模施設入
院患者の分析
西尾　晋作　新京都南病院脳神経外科

P-45-11 当院の75歳以上の脳卒中患者における脳卒中ドライ
バーのスクリーニング評価（SDSA）の検討
小此木信一　三郷中央総合病院脳神経外科
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P-45-12 脳梗塞に対する細胞治療（RAINBOW研究）の医療経済
学的検討
七戸　秀夫　北海道大学病院臨床研究監理部／北海道大学病院神経細

胞治療研究部門

P-45-13 The superior frontal longitudinal tract:  
a connection between dorsal premotor and 
dorsolateral prefrontal cortices
MudathirBakhit　福島県立医科大学脳神経外科

ポスター 46
P-46 感染症・その他
P-46-1 皮弁トラブルに対する整容脳神経外科の経験

池田　尚人　昭和大学江東豊洲病院脳神経外科

P-46-2 外側後頭下開頭時に発生する静脈洞損傷の再建方法
近藤　智正　札幌禎心会病院脳神経外科

P-46-3 両側前頭開頭における硬膜損傷リスクの検討
鈴木　陽祐　札幌禎心会病院脳神経外科

P-46-4 若年者の脳膿瘍からOsler-Ridau-Weber病の診断に
至った１症例
前田　　肇　周南記念病院脳神経外科

P-46-5 コラーゲンマトリックス（DuraGEN）を用いた脳外科手
術の硬膜閉鎖の有用性
広島　　覚　旭川医科大学脳神経外科

P-46-6 ハイドロキシアパタイト製人工頭蓋骨を中心とした当院
における頭蓋形成術の診療成績と実際について
中山　博文　川崎市立多摩病院脳神経外科

P-46-7 新型コロナ流行による緊急事態宣言で明らかになった緊
急時に維持すべき脳神経外科医療
竹上　徹郎　京都第一赤十字病院救急科

P-46-8 脳血管内治療群における、動脈硬化危険因子保有率の検討
和田　　始　旭川医科大学脳神経外科

P-46-9 脳神経外科領域におけるMRSA保菌者への十全大補湯
の有用性の検討
渕之上　裕　東邦大学脳神経外科（大森）

P-46-10 急性期脳卒中リハビリテーションにおける経頭蓋直流電
気刺激の安全性と有効性
柴田　　孝　富山大学脳神経外科
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P-46-11 脳神経疾患における日本版SDSAの検討
野手　康宏　東邦大学脳神経外科（佐倉）

P-46-12 回復期リハビリテーション病棟での高次脳機能障害者に
対する就労支援の取り組み
岡本　　奨　あいちリハビリテーション病院

P-46-13 睡眠時無呼吸症候群における脳白質変化 
-健常脳ドック受診者との比較-
古野　　肇　島根県立中央病院脳神経外科

P-46-14 陳旧性脳内出血から偶発的に見つかったAVMのMRI診
断の注意点: 2症例から
久保田　尚　和泉市立総合医療センター脳神経外科

P-46-15 青色染色糸をメルクマールとした術中ICG造影による血
行評価法の実際
梶本　隆太　日本大学病院脳神経外科

P-46-16 ICG造影による硬膜外からの脳表血管トレース法の有用性
小林　真人　日本大学病院脳神経外科／日本大学脳神経外科

P-46-17 頭頸部CST（Cadaver surgical training）に適した固定
法の開発
三宅　茂太　横浜市立大学脳神経外科

P-46-18 失語症の原因になる覚えておきたい疾患
國塚　久法　雄勝中央病院脳神経外科

P-46-19 内視鏡下脳内血腫除去術を施行した慢性被膜化脳内血腫の1例
齋藤　貴寛　桐生厚生総合病院脳神経外科

P-46-20 CTAを用いた茎状突起過長及び内頚静脈狭窄の関連性
についての検討
原　　　慶　筑波大学脳神経外科／筑波メディカルセンター病院

P-46-21 内頚動脈走行異常に関する考察
門岡　慶介　亀田総合病院脳血管内治療科／Departmentof

Neuroradiology,UniversityHospitalZurich

P-46-22 頭蓋内感染症に対する神経内視鏡手術
松崎　　遼　済生会横浜市南部病院脳神経外科

P-46-23 早期大腸癌に伴ったStreptococcus gallolyticusによ
る感染性心内膜炎に合併した感染性動脈瘤の一例
早瀬　　睦　福井赤十字病院脳神経外科

P-46-24 当院で外科的治療を行なった脳膿瘍９症例の検討
濱本　裕太　地方独立行政法人大牟田市立病院／久留米大学脳神経外科

P-46-25 二房性視床膿瘍の1例
木村　尚平　東戸塚記念病院脳神経外科
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P-46-26 コラーゲンマトリクスによる硬膜形成後の新生硬膜の進展度
小野健一郎　三宿病院脳神経外科

P-46-27 術野外の術後合併症におけるunknown unknowns 
―髄液減少/頭蓋内圧低下によるび漫性浮腫と静脈うっ血―
田中　純一　帝京大学脳神経外科／練馬光が丘病院脳神経外科

P-46-28 開院からの6年間における，当院におけるシャント術の
治療成績
光樂　泰信　昭和大学江東豊洲病院脳神経外科

P-46-29 緊張性頭痛の画像所見の特徴
中嶋　昌一　東京西徳洲会病院脳脊髄腫瘍センター脳神経外科

P-46-30 後頭蓋窩急性硬膜外血腫術後，皮下への髄液漏を併発し，
高度な硬膜下水腫を呈した一例
桑原　孝之　イムス横浜狩場脳神経外科病院

P-46-31 脳卒中後歩行障害に対する歩行補助ロボットによる機能
訓練の有効性
籬　　拓郎　県立広島病院脳神経外科脳血管治療科

P-46-32 脳血管障害症例の血清マグネシウム値測定の必要性
津金慎一郎　医療法人珪山会鵜飼リハビリテーション病院

P-46-33 脳ドックにおける脳微小出血例の検討
金子　文仁　阿南医療センター脳神経外科

P-46-34 開頭・脊椎・経鼻内視鏡手術における硬膜補強材
Adherusの効用
勅使川原明彦　東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科

P-46-35 小脳橋角部腫瘍手術におけるDiffusion tensor 
tractographyによる顔面神経描出
外間　洋平　琉球大学脳神経外科

P-46-36 副咽頭間隙腫瘍に対する耳介前方経茎状突起アプローチ
微小解剖と臨床症例への適応についての考察
佐藤　　光　森山記念病院脳神経外科

P-46-37 脳神経症状で発症したくも膜嚢胞の３症例
浦川　　学　山口県立総合医療センター脳神経外科

P-46-38 生検術にて診断に至ったリウマチ性髄膜炎の2例
李　　　強　関西医科大学脳神経外科

P-46-39 造影MRIでリング状増強効を示す脳多発脳病変を呈し
た、診断困難な慢性進行型神経ベーチェットの一例
真宮　　崇　名古屋大学脳神経外科
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P-46-40 悪性リンパ腫が疑われた神経ベーチェット病の１例
小野寺　翔　東京医科大学茨城医療センター脳神経外科

P-46-41 脳実質内病変に対するマルチモダリティを用いた内視鏡
生検術の有用性
藏本　智士　香川県立中央病院脳神経外科

P-46-42 COVID-19感染症流行下における救急搬送および脳神
経外科救急への影響
湧田　尚樹　福岡大学病院救命救急センター／福岡大学脳神経外科

P-46-43 当院におけるDuraGen®を用いた硬膜骨弁サンドイッチ法 
-髄液漏を防ぐための工夫-
鈴木　悠平　防衛医科大学校脳神経外科

P-46-44 減圧開頭術に至った劇症型急性散在性脳脊髄炎の一例
網﨑　秀史　鳥取大学脳神経外科

P-46-45 当院物忘れ外来におけるアルツハイマー型認知症に対す
るリバスチグミンパッチの有効性
大饗　義仁　橋本市民病院脳神経外科

P-46-46 拡散テンソル画像を用いた各種解析
山田　康博　藤田医科大学ばんたね病院脳神経外科

P-46-47 血栓回収療法術を施行した院内発症例と院外発症例の比
較検討および予後改善への提言
永田　宗大　国立国際医療研究センター病院脳神経外科

P-46-48 ポドプラニン発現と軸椎歯突起周囲石灰化及び偽痛風発
症についての検討 

（悪性神経膠腫摘出標本を用いて）
佐野　正和　新潟大学脳神経外科
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