
第 74 回 （社）日本脳神経外科学会 北海道支部 

 

会長： 北海道大学脳神経外科 寺坂 俊介 

日時： 平成 27 年 4 月 18 日（土） 8：50～17：05（開場 8：20） 

開場： 北海道大学医学部 臨床大講堂 

【交通アクセス】 

■地下鉄 南北線「北１２条駅」 徒歩約６分 

     南北線「北１８条駅」 徒歩約７分 

     東豊線「北１３条東駅」 徒歩約１５分 

■駐車場 駐車場のご用意はございませんので、近隣の有料駐車場をご利用下さい。 

 

【演者の方へ】 

・PC 受付・試写：発表セッションの開始 30 分前～1 時間前に、PC 受付で行ってください。 

 （朝一番目のセッション発表の方は 8：20～8：50 にお願いします） 

・一般演題：発表 5 分   

・発表形式は PC プロジェクター（1 面）で、ご自分の PC で行って下さい。音声は使用できません。 

・Mac および外部出力にアダプターが必要な PC をご使用の場合はご自身でアダプターをご持参下さい。 

・PC の電源は忘れずに持参して下さい。 

【参加費】 

 2,000 円（当日会場でお支払下さい。） 

 ※クレジット登録には、日本脳神経外科学会会員カードが必要です。 

【ランチョンセミナー】 

 12：00～12：50 北海道の医療提供体制の行方－検討中の地域医療構想を中心に－ 

   禎心会病院 徳田 禎久先生 

   共催：ジョンソンエンドジョンソン 

 

【プログラム・抄録】下記 HP よりプログラムと抄録がダウンロードできます。 

 ・（一社）日本脳神経外科学会 HP ： http://jns.umin.ac.jp/ 

 ・（一社）日本脳神経外科学会北海道支部 HP ： http://www.jns-hokkaido.jp/ 

 

 

http://jns.umin.ac.jp/
http://www.jns-hokkaido.jp/


開会の辞                             8：50～8：54   

会長 寺坂 俊介 

 

１．脊髄                             8：54～9：30   

座長 安斉 公雄（南札幌脳神経外科） 

 

１． 乳癌の馬尾軟膜転移による対麻痺に放射線治療が奏効した 1 例  A case of improved     

paraparesis by radi otherapy due to leptomeningeal and cauda equina metastasis of breast 

cancer 

藤本 秀太郎 1, 岩﨑 素之 2, 伊東 雅基 3, 新谷 好正 2, 井戸坂 弘之 2, 馬渕 正二 2,西岡 健 4, 越

前谷 勇人 5, 笠井 潔 6, 寳金 清博 3 

      1 札幌医科大学整形外科, 2 小樽市立病院 脳神経外科, 3 北海道大学 脳神経外科, 

 4 小樽市立病院 放射線科（R.I.P.）, 5 小樽市立病院 外科, 6 小樽市立病院 病理学科 

 

２． 胸髄レベルに発症した移動性神経鞘腫の一例 

  齋藤 拓実 1, 濱内 祝嗣 1, 月花 正幸 1, 関 俊隆 1, 藤田 裕美 2, 畑中 佳奈子 2, 寶金 清博 1 

  1北海道大学脳神経外科, 2北海道大学病院 病理診断科 病理部 

 

３． Primary spinal malignant melanomaの 1例 

  小林 聡 1, 関 俊隆 1, 笹森 徹 1, 濵内 祝嗣 1, 月花 正幸 1, 菅野 宏美 2, 寳金 清博 1 

  1北海道大学病院 脳神経外科, 2北海道大学病院 病理部 

 

４． Dumbbell型胸髄脂肪腫の一例 

  高宮 宗一朗 1, 飛騨 一利 1, 矢野 俊介 1, 笹森 徹 2, 関 俊隆 2, 斎藤 久寿 1 

  1札幌麻生脳神経外科病院, 2北海道大学脳神経外科 

 

５． 脊髄円錐部周辺の造影血管は頭蓋内くも膜下出血の原因になりうるか 

  村上 友宏, 井上 道夫, 井上 周子, 松村 茂樹 

  医療法人明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院 

 

６． 嚢胞-くも膜下腔短絡術により症状軽快した Ventriculus Terminalis の一例 

  池田 拓磨 1, 関 俊隆 2, 山崎 和義 1, 岩本 直高 1, 千葉 泰弘 1, 井須 豊彦 1, 磯部 正則 1 

  1 釧路労災病院脳神経外科, 2 北海道大学脳神経外科 

 

 

２．脳腫瘍                            9：30～10：14   

座長 伊東 民雄（中村記念病院脳神経外科） 

 

７． 成人上小脳虫部に発生した Lhermitte-Duclos 病の 1 例 

  浅野目 卓, 伊東 民雄, 佐藤 憲市, 尾崎 義丸, 丸賀 庸平, 高梨 正美, 村橋 威夫, 麓 健太朗, 荻

野 達也, 中村 博彦 

  中村記念病院脳神経外科 



 

８． 中枢神経病変で発症した Erdheim-Chester disease の一例 

  鈴木 比女 1, 鰐淵 昌彦 1, 小松 克也 1, 秋山 幸功 1, 三上 毅 1, 杉田 真太郎 2, 長谷川 匡 2,  

加谷 光規 3, 高田 弘一 4, 三國 信啓 1 

  1 札幌医科大学脳神経外科学講座, 2 札幌医科大学病理診断科・病理部, 3 札幌医科大学整形外科学講座,  

4 札幌医科大学腫瘍血液内科学講座 

 

９． 進行性の視野障害を呈した高齢者鞍上部ラトケ嚢胞の１例 

  村木 岳史, 福井 崇人, 御神本 雅亮, 伊東 民雄, 高梨 正美, 木下 裕介, 高橋 州平, 瀬尾 善宣, 

尾崎 義丸, 中村 博彦 

  中村記念病院脳神経外科 

 

１０．トルコ鞍部腫瘍に対する経鼻的内視鏡的アプローチと開頭術の併用 

   横山 林太郎, 秋山 幸功, 鰐淵 昌彦, 鈴木 健吾, 鈴木 比女, 鈴木 脩斗, 小松 克也, 外山 賢太郎 

三上 毅, 三國 信啓 

   札幌医科大学 医学部 脳神経外科 

 

１１．無治療で自然消退した頭蓋内外腫瘤の一例 

   岡本 迪成, 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 

 

１２．脳室内病変に対する超音波内視鏡の応用 

   茂木 洋晃, 小林 浩之, 寺坂 俊介, 山口 秀, 遠藤 将吾, 金子 貞洋, 伊師 雪友, 伊藤 康裕,  

吉田 道春, 寳金 清博 

   北海道大学脳神経外科 

 

１３．悪性神経膠腫におけるギリアデル留置後の有害事象とその要因の検討 

   吉田 道春 1, 山口 秀 1, 伊師 雪友 2, 遠藤 将吾 1, 茂木 洋晃 1, 小林 浩之 1, 浅岡 克行 3, 

鴨嶋 雄大 4, 寺坂 俊介 1, 寳金 清博 1 

   1 北海道大学脳神経外科, 2 北海道医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 3 手稲渓仁会病院脳神経外科, 4 札幌麻生脳神経外科病院 

 

教育講演                             10：15～11：30   

座長 中山 若樹（北海道大学脳神経外科） 

 

   Ⅰ． STA-MCA バイパスの歴史と手技 

      大里 俊明（中村記念病院脳神経外科） 

 

   Ⅱ． 頸椎前方固定術の基本 

   矢野 俊介（札幌麻生脳神経外科病院） 

 

   Ⅲ． 外側後頭下開頭の基本 

   鰐淵 昌彦（札幌医科大学脳神経外科） 



    

   Ⅳ． 日本医学英語教育学会の活動について～医英検を中心に～ 

      木下 祐介（中村記念病院 脳神経外科） 

 

３．血管内治療Ⅰ                        11：30～11：55   

座長 飯星 智史（札幌医科大学医学部脳神経外科） 

 

   １４．部分血栓化動脈瘤による三叉神経痛に対しステント併用コイル塞栓術が著効した 1 例 

      月花 正幸 1, 長内 俊也 1, 数又 研 1, 牛越 聡 2, 高宮 宗一郎 1, 斎藤 巧実 1, 中山 若樹 1,  

七戸 秀夫 1, 鐙谷 武雄 1, 宝金 清博 1 

1北海道大学脳神経外科, 2北海道医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

 

１５．High-flow 椎骨動静脈瘻に対して経動脈的コイル塞栓術を行った 1 例 

   栗栖 宏多 1, 長内 俊也 1, 岡本 迪成 2, 牛越 聡 3, 数又 研 1, 中山 若樹 1, 鐙谷 武雄 1,  

七戸 秀夫 1, 穂刈 正昭 1, 下田 祐介 1, 寳金 清博 1 

1 北海道大学脳神経外科, 2 医療法人渓和会江別病院脳神経外科, 3 北海道医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

 

   １６．Onyx を用いた静脈洞内バルーン併用経動脈的塞栓術にて治療を行った Borden Type1 硬膜 AVF の

一例 

      淺野 剛, 櫻井 寿郎, 大塚 陽平, 齋藤 久泰, 小林 理奈, 小林 徹, 竹林 誠治, 瀧澤 克己 

      旭川赤十字病院脳神経外科 

 

   １７．網走・北見地区における 急性期再開通治療 

      齊藤 仁十 1, 川崎 和凡 1, 泉 直人 1, 杉村 敏秀 2, 木村 輝雄 2, 宮野 真 2, 福田 信 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 社会医療法人明生会道東脳神経外科病院 

 

 

ランチョンセミナー                       12：00～12：50   

座長 寳金 清博（北海道大学脳神経外科） 

    

 

北海道の医療提供体制の行方－検討中の地域医療構想を中心に－ 

 

禎心会病院 徳田 禎久 先生 

 

 

議事総会                            12：50～13：00   

 

 

 

 



シンポジウム 北海道発の基礎・臨床研究             13：05～14：35   

座長 寺坂 俊介（北海道大学脳神経外科） 

 

   Ⅰ． 自家骨髄間質細胞を用いた脳梗塞細胞治療―治療機序に関する考察 

   七戸 秀夫（北海道大学脳神経外科） 

 

   Ⅱ． アイディアと実用化を楽しむ 

      鎌田 恭輔（旭川医科大学脳神経外科） 

 

   Ⅲ． 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 

      佐藤 憲一（中村記念病院脳神経外科） 

 

   Ⅳ． 脳梗塞と脊髄損傷の再生医療―医師主導治験による実用化― 

      本望 修（札幌医科大学神経再生医療科） 

 

４．血管障害（全般）                      14：35～15：15   

座長 三上 毅（札幌医科大学医学部脳神経外科） 

 

   １８．視床下部に発生した海綿状血管腫の一例 

      立田 泰之, 原 敬二, 福井 崇人, 浅野目 卓, 瀬尾 善宣, 野呂 秀策, 大熊 理弘, 佐藤 憲市,  

大里 俊明, 中村 博彦 

中村記念病院脳神経外科 

 

   １９．舌下神経管部硬膜動静脈瘻の一例 

      金 相年, 大瀧 雅文, 津田 宏重, 木村 友亮 

      帯広厚生病院脳神経外科 

 

   ２０．椎骨動脈解離の自然修復を阻害する因子の検討 

      本田 修, 野中 雅, 高橋 明, 米増 保之, 恩田 敏之, 橋本 佑治, 大坊 雅彦 

      特定医療法人医翔会札幌白石記念病院 

 

   ２１．2 次元血流評価の研究 

      折本 亮介, 和田 始, 田村 有希恵, 嵯峨 健広, 小川 博司, 上森 元気, 広島 覚, 三井 宣幸,  

安栄 良悟, 石橋 秀昭, 鎌田 恭輔 

旭川医科大学脳神経外科 

 

   ２２．NOAC 内服中の頭蓋内出血症例の検討 

      東海林 菊太郎 1, 吉本 哲之 1, 丸一 勝彦 1, 藤本 真 1, 山口 日出志 1, 山内 亨 1, 徳田 耕一 1,  

金子 貞男 1, 寳金 清博 2 

1 柏葉脳神経外科病院, 2 北海道大学脳神経外科 

 

 



   ２３．新規経口抗凝固薬（NOAC）内服中に発症した頭蓋内出血の検討 

      川堀 真人, 新谷 好正, 井戸坂 弘之, 岩崎 素之, 馬渕 正二 

      小樽市立病院脳神経外科 

 

５．血管障害（手術）                      15：15～15：41   

座長 野田 公寿茂（社会医療法人禎心会病院脳神経外科） 

 

   ２４．心臓粘液腫に伴った脳梗塞に急性期 EC-IC bypass を行った 1 例 

      斉藤 修, 稲垣 徹, 李 泰辰, 岡崎 敏之, 入江 伸介, 齋藤 孝次 

      釧路孝仁会記念病院脳神経外科 

 

   ２５．未破裂脳動脈瘤クリッピング術後に生じた遅発性脳血管攣縮の２例 

      野村 亮太, 渡部 寿一, 大里 俊明, 麓 健太朗, 村橋 威夫, 本庄 華織, 上山 憲司, 野呂 秀策,  

木下 裕介, 中村 博彦 

中村記念病院脳神経外科 

 

   ２６．当院における V3-RAG-V4 bypass を併用した椎骨動脈瘤の治療成績についての検討 

      美山 真崇, 徳田 禎久, 上山 博康, 谷川 緑野, 坪井 俊之, 野田 公寿茂, 小田 淳平, 宮田 至朗, 

太田 仲郎, 鈴木 剛, 柳澤 毅, 松川 東俊, 齋藤 寛浩, 榊原 史啓, 松本 崇, 江田 大武 

社会医療法人禎心会病院脳神経外科 

 

   ２７．Retrograde suction decompression 法における留意点 

      榊原 史啓, 野田 公寿茂, 谷川 緑野, 坪井 俊之, 宮田 至朗, 太田 仲郎, 鈴木 剛, 柳澤 毅,  

松川 東俊, 斎藤 寛浩, 松本 崇, 美山 真崇, 宮崎 貴則, 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 

 

６．血管内治療Ⅱ                        15：41～16：16   

座長 淺野 剛（旭川赤十字病院脳神経外科） 

 

   ２８．心原生脳塞栓症に対する血行再建中に Solitaire FR が血管内へ遺残した一例 

      伊師 雪友, 宮本 倫行, 牛越 聡, 安喰 稔, 安田 宏 

      北海道医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

 

   ２９．もやもや病に合併した破裂外側後脈絡叢動脈瘤に対して血管内塞栓術が有用であった 1 例 

      大塚 陽平, 淺野 剛, 竹林 誠治, 櫻井 寿郎, 小林 徹, 小林 理奈, 齋藤 久泰, 石田 裕樹,  

瀧澤 克己 

旭川赤十字病院脳神経外科 

 

   ３０．手稲渓仁会病院での急性期脳主幹動脈閉塞症に対する血管内治療の現状 

      新保 大輔, 内田 和希, 杉山 拓, 浅岡 克行, 横山 由佳, 品田 伸一郎, 板本 孝治 

      手稲渓仁会病院脳神経外科 

 



   ３１．M２閉塞病変に対する血管内治療 

      恩田 敏之, 米増 保之, 橋本 祐治, 本田 修, 高橋 明, 野中 雅, 戸島 雅彦, 大坊 雅彦 

      特定医療法人医翔会札幌白石記念病院 

 

   ３２．頚動脈ステント留置術におけ MOMA ウルトラを用いた Flow reversal technique の有用性 

      遠藤 英樹, 片岡 丈人, 荻野 達也, 高平 一樹, 上山 憲司, 高橋 州平, 渡部 寿一, 原 敬二,  

大里 俊明, 中村 博彦 

中村記念病院脳神経外科 

 

７．機能・その他                        16：16～17：04   

座長 安栄 良悟（旭川医科大学脳神経外科） 

 

   ３３．大脳半球間裂に焦点を持つ前頭葉てんかんの外科治療 

      菅野 彩 1, 大瀧 隼也 1, 江夏 怜 1, 越智 さと子 1, 三國 信啓 1, 矢澤 省吾 2, 長峯 隆 2,  

井上 周子 3, 林原 貴史 3, 石合 純夫 4 

      1 札幌医科大学医学部脳神経外科学講座, 2 札幌医科大学医学部神経科学講座,  

3 札幌医科大学医学部神経内科学講座, 4 札幌医科大学医学部リハビリテーション医学講座 

 

   ３４．進行性多巣性白質脳症の一例 

      加藤 正仁 1, 八巻 稔明 2 

      1KKR 札幌医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科, 2KKR 札幌医療センター脳神経・内分泌外科 

 

   ３５．SCS の前後で Neuropathic pain symptom inventory(NPSI)を用いて痛み評価を行った 2 例 

      濱内 祝嗣 1, 笹森 徹 1, 矢野 俊介 2, 関 俊隆 1, 飛騨 一利 2, 寳金 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 

 

   ３６．Posterior subthalamic area (PSA)-DBS が有効だった本態性振戦の 1 例 

      伊藤 康裕 1, 笹森 徹 1, 濱内 祝嗣 1, 加納 崇裕 2, 関 俊隆 1, 矢野 俊介 3, 佐々木 秀直 2,  

寳金 清博 1 

1 北海道大学脳神経外科, 2 北海道大学神経内科, 3 札幌麻生脳神経外科病院 

 

   ３７．くも膜嚢胞を伴った顔面痙攣の 1 例 

      小川 博司, 広島 覚, 鎌田 恭輔 

      旭川医科大学脳神経外科 

 

   ３８．静脈圧迫単独による三叉神経痛の２症例 

      品田 伸一郎, 浅岡 克行, 内田 和希, 杉山 拓, 横山 由佳, 新保 大輔, 板本 孝治 

      手稲渓仁会病院脳神経外科 

 

   ３９．強いいきみにより非外傷性硬膜下血腫を発症した 25 歳男性の一例 

      旭山 聞昭 1, 中垣 裕介 1, 丸賀 庸平 2, 前田 理名 1, 池田 政彦 1, 中垣 陽一 1 

      1 医療法人翔陽会滝川脳神経外科病院, 2 中村記念病院脳神経外科 



 

   ４０．学童期の急性水頭症の原因が外傷後の後頭蓋窩硬膜下水腫であった稀な一例 

      大森 義範 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 

 

 

閉会の辞                                      

会長 寺坂 俊介 

 

 

ＮＣＤ                             16：00～17：00   

会場：北海道大学病院 管理棟 １階 特別会議室 

 

 


