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8:30～8:33 開会の辞 会長 丹羽 潤 

8:33～9:08 １．脳動脈瘤  

 座長 原口 浩一（函館新都市病院脳神経外科） 

1 前頭側頭開頭術後小脳および前頭葉に出血を認めた未破裂内頚動脈瘤の１例 

上森 元気, 勝野 亮, 宮崎 貴則, 川崎 和凡, 泉 直人, 橋本 政明 

網走脳神経外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

 

2 顔面痙攣に対する微小血管減圧術後11年経過して診断された椎骨動脈瘤の1例 

東海林 菊太郎1, 中村 俊孝1, 牛越 聡2, 笹森 徹1, 村田 純一1, 齊藤 久寿1, 宝金 清博3 

1札幌麻生脳神経外科病院, 2北海道医療センター脳神経外科, 3北海道大学医学部脳神経外科 

 

3 トルコ鞍内に伸展する内頚動脈瘤を合併した下垂体腺腫の１症例 

加藤 功1, 山内 朋裕1, 竹田 誠1, 吉田 道春2, 池田 仁3, 松崎 隆幸4, 原口 浩一5 

1函館中央病院脳神経外科, 2北海道大学医学研究科脳神経外科, 3函館中央病院病理検査科, 

4脳神経セントラルクリニック, 5函館新都市病院脳神経外科 

 

4 ニカルジピンの血管内持続投与によるクモ膜下出血後の症候性脳血管攣縮の予防 

西田 翔, 谷川 緑野, 上山 博康, 太田 仲郎, 宮田 至朗, 野田 公寿茂, 黒川 暢,上野 英明, 

藪内 伴成, 小坂 章, 坪井 俊之, 武田 利兵衛, 徳田 禎久 

社会医療法人禎心会病院脳神経外科 

5 穿通枝温存のテクニック 

坪井 俊之, 谷川 緑野, 太田 仲郎, 藪内 伴成, 宮田 至朗, 野田 公寿茂, 小坂 章,上山 博康,  

徳田 禎久 

社会医療法人禎心会病院脳神経外科 

9:13～9:48 ２．ＣＥＡ・ＡＶＭ 
 

 座長 上山 憲司（中村記念病院脳神経外科） 

6 緊急CEAの現状と周術期の問題点について 

黒川 暢, 上山 博康, 谷川 緑野, 徳田 禎久, 武田 利兵衛, 坪井 俊之,野田 公寿茂, 小坂 章,  

宮田 至朗, 藪内 伴成, 太田 仲郎, 上野 英明, 西田 翔 

社会医療法人禎心会病院脳神経外科 

7 ダブルシャントを用いてCEAを行った一例 

藪内 伴成, 谷川 緑野, 上山 博康, 西田 翔, 黒川 暢, 上野 英明, 太田 仲郎,小坂 章,  

宮田 至朗, 野田 公寿茂, 坪井 俊之, 武田 利兵衛, 徳田 禎久 

社会医療法人禎心会病院脳神経外科 
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8 Onyxを用いた AVM塞栓術 

淺野 剛1, 櫻井 寿郎1, 瀧澤 克己1, 伊藤 康裕1, 小林 理奈1, 小林 徹1, 齋藤 寛浩1, 

竹林 誠治1, 上山 博康2 

1旭川赤十字病院脳神経外科, 2社会医療法人禎心会病院脳神経外科 

9 肝硬変を合併した AVMの 1例 

対馬 州一, 大川 聡史, 古明地 孝宏, 丹羽 潤 

市立函館病院脳神経外科 

10 髄内AVMとPerimedullary AVFの合併した症例に対し、定位的放射線照射５年後に 

ハイブリット手術室にて動静脈短絡遮断術を施行した1例 

月花 正幸, 飛騨 一利, 関 俊隆, 長内 俊也, 内野 晴登, 山崎 和義, 吉田 道春,宝金 清博 

北海道大学脳神経外科 

9:48～10:23 ３．脳梗塞など 
 

 座長 今泉 俊雄（市立釧路総合病院脳神経外科） 

11 脳血管内治療における簡易血小板凝集能測定装置を用いた検討 

飯星 智史, 宮田 圭, 杉野 寿哉, 鰐渕 昌彦, 三國 信啓 

札幌医科大学医学部脳神経外科 

12 Rathkeのう胞に合併したPRESの1例 

下田 祐介, 石井 伸明, 野村 三起夫 

医療法人渓和会江別病院脳神経外科 

13 脳卒中で発症しreversible cerebral vasoconstriction syndromeが 

疑われた３例 

伊師 雪友, 杉山 拓, 越前谷 すみれ, 横山 由佳, 浅岡 克行, 板本 孝治 

手稲渓仁会病院脳神経外科 

14 早期卵巣明細胞腺癌の発見の契機となった Trousseau症候群の一例 

進藤 孝一郎1, 中垣 裕介1, 山口 陽平2, 麓 健太朗1, 中垣 陽一1, 飯沼 洋一郎3 

1滝川脳神経外科病院, 2中村記念病院脳神経外科, 3旭川厚生病院産婦人科 

15 Trousseau症候群と思われる多発性脳梗塞を発症した 5症例 

折本 亮介, 白井 和歌子, 徳光 直樹, 佐古 和廣 

名寄市立総合病院脳神経外科 

10:23～10:38 休憩（機器展示あり） 
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10:38～11:13 ４．脳動脈瘤・脳虚血 
 

 座長 中山 若樹（北海道大学病院脳神経外科） 

16 覚醒下手術による脳虚血の運動機能評価 

三上 毅, 鈴木 健吾, 杉野 寿哉, 秋山 幸功, 三國 信啓 

札幌医科大学医学部脳神経外科 

17 当院における前交通動脈瘤に対するInterhemispheric approachの留意点 

勝野 亮1, 宮崎 貴則1, 上森 元気1, 川崎 和凡1, 泉 直人1, 谷川 緑野2, 橋本 政明1 

1網走脳神経外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院, 2社会医療法人禎心会病院脳神経外科 

18 傍前床突起動脈瘤手術における前床突起微小解剖の差異による 

手術アプローチの留意点 

太田 仲郎, 谷川 緑野, 西田 翔, 黒川 暢, 上野 英明, 藪内 伴成, 小坂 章,宮田 至朗, 

野田 公寿茂, 坪井 俊之, 武田 利兵衛, 上山 博康, 徳田 禎久 

社会医療法人禎心会病院脳神経外科 

19 血栓化大型動脈瘤と仮性動脈瘤の鑑別が困難であった中大脳動脈瘤の1例 

櫻井 卓, 渡部 寿一, 大里 俊明, 上山 憲司, 村橋 威夫, 荻野 達也, 本庄 華織,片岡 丈人,  

堀田 隆史, 中村 博彦 

中村記念病院脳神経外科 

20 STA-MCAバイパスの high flow利用～体外循環の応用 

新谷 好正1, 伊東 雅基1, 井戸坂 弘之2, 馬渕 正二1, 宝金 清博3 

1小樽市立脳・循環器・こころの医療ｾﾝﾀｰ, 2岩見沢市立総合病院脳神経外科,3北海道大学脳神経外科 

11:00～11:45 支部理事会（２階大会議室） 

11:13～11:48 ５．脊椎・脊髄 
 

 座長 妹尾 誠（函館脳神経外科病院脳神経外科） 

21 頚髄硬膜外右腹側に発生したsolitary fibrous tumorの一例 

山崎 和義, 飛騨 一利, 関 俊隆, 内野 晴登, 宝金 清博 

北海道大学脳神経外科 

22 再発を繰り返した頚椎脊索腫の手術例 

内野 晴登, 飛騨 一利, 青山 剛, 関 俊隆, 宝金 清博 

北海道大学脳神経外科 

23 胸骨骨折を合併した胸椎多発骨折の治療 

青山 剛, 小原 由史 

手稲渓仁会病院整形外科脊椎脊髄センター 
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24 骨粗鬆症性圧迫骨折に対するBalloon Kyphoplasty（BKP）を施行した2例 

菅野 彩, 中川 洋, 石井 洋介, 李 泰辰, 斉藤 修, 八木 謙次, 稲垣 徹, 入江 伸介,光木 徹,  

齊藤 孝次 

釧路孝仁会記念病院脳神経外科 

25 腸骨稜上外方に圧痛を有した腰椎椎間板ヘルニア症例の 

新たな治療戦略の試み 

千葉 泰弘1, 井須 豊彦1, 金 景成2, 森本 大二郎3, 今井 哲秋1, 穂刈 正昭1, 磯部 正則1 

1釧路労災病院脳神経外科, 2日本医科大学千葉北総病院脳神経ｾﾝﾀｰ,3横浜新緑総合病院脳神経外科 

12:00～12:50 ランチョンセミナー 

 座長 丹羽 潤（市立函館病院脳神経外科） 

脳梗塞急性期の再灌流療法 

川崎医科大学 脳卒中医学教室 教授  木村 和美 先生 

12:50～13:10 議事総会 

  

13:30～14:05 ６．血行再建術など 
 

 座長 三上 毅（札幌医科大学附属病院脳神経外科） 

26 内頚動脈解離に対する急性期治療戦略 

（ハイフローバイパスを施行した3例の報告を含めて） 

宮田 至朗1, 谷川 緑野1, 上山 博康1, 坪井 俊之1, 野田 公寿茂1, 小坂 章1, 藪内 伴成1, 

太田 仲郎1, 上野 英明1, 西田 翔1, 黒川 暢1, 徳田 禎久1, 勝野 亮2, 泉 直人2,橋本 政明2 

1社会医療法人禎心会病院脳神経外科, 2網走脳神経外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

27 両側M1閉塞に対してPenumbra systemを用いて再開通させた1例 

櫻井 寿郎, 淺野 剛, 瀧澤 克己, 竹林 誠治, 齋藤 寛浩, 小林 徹, 小林 理奈,伊藤 康裕 

旭川赤十字病院脳神経外科 

28 総頚動脈起始部病変に対するステント留置術;pull-through techniqueの有用性 

能代 将平, 原口 浩一, 永井 真理子, 松浦 伸樹, 尾金 一民, 坂本 靖男,蓮沼 正博, 伊藤 丈雄 

函館新都市病院脳神経外科 
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29 頭蓋外頚動脈瘤に対し血行再建を併用し外科治療を施行した 2例 

伊藤 康裕, 瀧澤 克己, 竹林 誠治, 櫻井 寿郎, 淺野 剛, 斎藤 寛浩, 小林 徹,小林 理奈 

旭川赤十字病院脳神経外科 

30 もやもや病血行再建術における術中血行動態評価 

-ICG蛍光撮影と transit time flowmeterを用いた解析 

内野 晴登, 数又 研, 中山 若樹, 宝金 清博 

北海道大学脳神経外科 

14:05～14:47 ７．脳腫瘍 
 

 座長 秋山 幸功（札幌医科大学附属病院脳神経外科） 

31 高齢者glioblastomaに対するhypofractionated radiotherapyの有用性 

浅野目 卓, 伊東 民雄, 佐藤 憲市, 及川 光照, 杉尾 啓徳, 尾崎 義丸, 福井 祟人, 

御神本 雅亮, 堀田 隆史, 中村 博彦 

中村記念病院脳神経外科 

32 術後原発巣の再発が無いにも関わらず全身転移が認められた膠芽腫の一例 

吉田 道春1, 小林 浩之1, 東海林 菊太郎2, 内野 晴登1, 栗栖 宏多1, 茂木 洋晃1, 

寺坂 俊介1, 宝金 清博1 

1北海道大学脳神経外科, 2札幌麻生脳神経外科病院 

33 PCNSLおける MTX濃度と治療効果 

金子 貞洋1, 小林 浩之1, 遠藤 将吾1, 茂木 洋晃1, 山口 秀1, 鴨嶋 雄大2, 寺坂 俊介1,宝金 清博1 

1北海道大学脳神経外科, 2札幌麻生脳神経外科病院 

34 延髄背側より外方性に発生した Glioblastomaの一例 

堀田 祥史, 鰐渕 昌彦, 秋山 幸功, 杉野 寿哉, 本間 敏美, 三上 毅, 三國 信啓 

札幌医科大学医学部脳神経外科 

35 中心前回に浸潤した低悪性度グリオーマの摘出術について 

杉野 寿哉1, 鈴木 健吾1, 秋山 幸功1, 石合 純夫2, 篠崎 淳3, 矢澤 省吾3, 長峯 隆3,鰐渕 昌彦1,  

三國 信啓1 

1札幌医科大学医学部脳神経外科, 2札幌医科大学医学部リハビリテーション科,3札幌医科大学医学部神経科学 

36 12年の経過を経て悪性化し､頭蓋内伸展を呈したエナメル上皮癌の一例 

天白 晶1, 高橋 義信1, 坪田 誠之1, 前田 大介1, 古川 博規1, 中里 松義1, 山内 滋1,金藤 公人2,  

新田 一美1, 西尾 明正1, 橋本 郁郎1, 井出 渉1, 鎌田 一1 

1社会医療法人北斗 北斗病院脳神経外科, 2社会医療法人北斗 北斗病院脳神経内科 

14:47～15:02 休憩（機器展示あり） 
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15:02～15:44 ８．小児・奇形・感染など 

 

 座長 安栄 良悟（旭川医科大学病院脳神経外科） 

37 「特発性」が示唆されたfourth ventricle outlet obstructionの治療例 

伊師 雪友1, 小林 浩之2, 茂木 洋晃2, 浅岡 克行1, 越前谷 すみれ1, 杉山 拓1,横山 由佳1,  

板本 孝冶1 

1手稲渓仁会病院脳神経外科, 2北海道大学病院脳神経外科 

38 パーキンソン病の脳深部刺激療法 -視床下核と淡蒼球内節との比較- 

村元 恵美子, 高梨 正美, 高橋 州平, 野呂 秀策, 及川 光照, 大宮 謙一,佐藤 憲市, 尾崎 義丸,  

伊東 民雄, 中村 博彦 

中村記念病院脳神経外科 

39 小児鎮静における前投薬の効果 

大瀧 隼也1, 吉藤 和久1, 三國 信啓2 

1北海道立子ども総合医療・療育ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2札幌医科大学医学部脳神経外科 

40 3D Fusion imagingによる微小血管減圧術の術前術後の画像評価 

野呂 秀策, 瀬尾 善宣, 尾崎 充宣, 前田 理名, 福島 大地, 大熊 理弘, 渡部 寿一,高梨 正美,  

高橋 州平, 中村 博彦 

中村記念病院脳神経外科 

41 動眼神経麻痺で発症した、蝶形骨洞内アスペルギルス粘膜嚢胞の一例 

津田 宏重1, 秋山 幸功2, 大瀧 雅文1, 金 相年1, 木村 友亮1 

1帯広厚生病院脳神経外科, 2札幌医科大学脳神経外科 

42 突然の難聴で発症した異所性脈絡叢を含む小脳橋角部くも膜嚢胞の一例 

嵯峨 健広, 小川 博司, 齊藤 仁十, 広島 覚, 三井 宣幸, 安栄 良悟, 和田 始,佐藤 正夫,  

鎌田 恭輔 

旭川医科大学脳神経外科 

15:44～16:19 ９．外傷・画像・教育・連携など 

 座長 加藤 功（函館中央病院脳神経外科） 

43 外傷後脳脊髄液減 少症のMRミエログラフィー 

高橋 明弘 

東札幌脳神経ｸﾘﾆｯｸ 
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44 脳血管造影検査後に造影剤アレルギーと思われる不穏症状を来した一例 

丸賀 庸平, 木下 裕介, 片岡 丈人, 荻野 達也, 遠藤 英樹, 山口 陽平, 上山 憲司,大里 俊明,  

瀬尾 善宣, 中村 博彦 

中村記念病院脳神経外科 

45 両側慢性硬膜下血腫で発症した特発性脳脊髄液漏出症２例の報告 

大川 聡史, 対馬 州一, 古明地 孝宏, 丹羽 潤 

市立函館病院脳神経外科 

46 当院における脳外科医育成の取り組み 

-より効率的なラーニングカーブを得るために- 

野田 公寿茂, 谷川 緑野, 上山 博康, 西田 翔, 黒川 暢, 上野 英明, 太田 仲郎,藪内 伴成,  

宮田 至朗, 小坂 章, 坪井 俊之, 武田 利兵衛, 徳田 禎久 

社会医療法人禎心会病院脳神経外科 

47 当院での「脳卒中あんしん連携ノート」の運用状況 

森脇 寛, 嶋崎 光哲, 久保田 司, 妹尾 誠, 香城 孝麿, 中西 尚史, 佐藤 司,山崎 貴明,  

大竹 安史, 佐々木 雄彦, 西谷 幹雄 

医療法人社団函館脳神経外科 函館脳神経外科病院 

16:19～16:24 閉会の辞 会長 丹羽 潤 

16:30～17:30 ＦＤ講習  

17:30～17:50 ＦＤ受講終了手続き 
 

 


