NPO 法人長崎脳神経外科研究会

第 39 回長崎脳神経外科研究会
日 時：2019 年 12 月 14 日(土)
午後 13：45～18：00
場

所：ホテルニュー長崎
長崎市大黒町 14-5

B1F

海鳳の間

TEL 095-826-8000

代表世話人：松尾 孝之（長崎大学脳神経外科 教授）
幹
事：堀江信貴（長崎大学脳神経外科 医局長）
事 務 局：長 崎 大 学 脳 神 経 外 科 医 局 内
〒852-8501 長崎市坂本 1-7-1
Tel:095-819-7375/Fax:095-819-7378

参加者の皆様へ
参加費： 医師 1,000 円

当日受付でお支払いください。

（研修医・学生は参会費無料）
＊学会認定クレジット：研究会（3 点）
＊ 専 門 医 機 構 認 定 単 位 ： 領 域 講 習 会 (1 単 位 )
領域講習会（17：00～18：00）は脳外科学会会員カードによる参加受付のみです。
領域講習会の前後に 2 回 受付をお願いします。
途中入退室の場合は単位が付与されませんのでご注意ください。
演者の皆様へ
 ＰＣは各自持込みにてお願い致します。
 発表 6 分、討論 4 分、合計持ち時間は 10 分です。
 PowerPoint、動画の動作確認を各自でお願い致します。
※会場のプロジェクターには一般的な外部出力端子（D-sub15 ピン）での接続と
なります。
Mac や小型 PC では RGP 変換コネクタを必要とする機種がありますので、
D-sub15 ピンへの変換コネクタを忘れずにご持参ください。

第 39 回長崎脳神経外科研究会
一般演題
座長

S1-01

プログラム

2019 年 12 月 14 日（土）

セッションⅠ

13：45～14：35

徳永 能治 先生 （長崎県島原病院 院長）

交流電場腫瘍治療システム（オプチューン®）による膠芽腫治療長崎大学病院の場合
長崎大学病院 脳神経外科

S1-02

高平 良太郎 先生

切迫脳室穿破をきたした視床脳膿瘍の１例
戸畑共立病院 脳神経外科

S1-03

越智 章 先生

産褥期に皮質性くも膜下出血と可逆性脳血管攣縮症候群を合併した aplastic or twig-like middle
cerebral artery の若年女性例
長崎医療ｾﾝﾀｰ 脳神経外科

S1-04

Tolosa-Hunt 症候群様の症状を呈した左内頚動脈後交通動脈分岐部脳動脈瘤切迫破裂の一例
福岡青洲会病院 脳神経外科

S1-05

一般演題
座長

14:35～15：25

岩永 充人 先生 （佐世保市総合医療センター 脳神経外科 部長）

アクセス困難な IC-PC 動脈瘤に対し NeuroEBU を用いてコイル塞栓術を行った 1 例

岡村 宗晃 先生

当院における dAVF の治療
長崎みなとﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 脳神経外科

S2-05

前田 肇 先生

流出静脈遮断術を施行した non-sinus type 硬膜動静脈瘻の 3 例
長崎労災病院 脳神経外科

S2-04

宗 剛平 先生

重症横静脈洞血栓症に対して機械的血栓回収療法を行った１症例
周南記念病院 脳神経外科

S2-03

中村 光流 先生

セッションⅡ

済生会長崎病院 脳神経外科
S2-02

皆川 竜哉 先生

バセドウ病とダウン症を合併した類モヤモヤ病患者の一例
長崎県島原病院 脳神経外科

S2-01

松尾 彩香 先生

杣川 知香 先生

当院における大型・巨大脳動脈瘤に対する Pipeline 使用経験
長崎大学病院 脳神経外科

休憩

15：25～15：35

近松 元気 先生

一般演題
座長

S3-01

セッションⅢ

15：35～16：25

戸田 啓介 先生 （長崎川棚医療センター・西九州脳神経センター脳神経外科 部長）

髄膜瘤を疑い切除し診断に至った不全型脳瘤（atretic cephalocele）の一例
佐世保市総合医療センター

S3-02

小川 由夏 先生

当院における DBS 治療の現状
長崎川棚医療ｾﾝﾀｰ・西九州脳神経ｾﾝﾀｰ 脳神経外科

S3-03

野田 満 先生

最近経験したリフィーデング症候群と高度貧血
十善会病院 脳神経外科

S3-04

睡眠時無呼吸症候群と大脳深部白質病変及び認知機能との関連性
石坂脳神経外科

S3-05

清水 正 先生

石坂 俊輔 先生

小児の頭痛、めまいに有効な漢方治療
陣の内脳神経外科クリニック

休 憩

陣内 敬文 先生

16：25～16：30

長崎くも膜下出血研究会報告

16：30～16：40

長崎大学病院 脳神経外科 准教授 案田岳夫 先生

NPO 法人長崎脳神経外科研究会 総会

脳神経外科領域講習会 (1 単位)

16：40～17：00

17：00～18：00

座長 案田 岳夫 先生 （長崎大学病院 脳神経外科 准教授）
脳血管障害アップデート

脊椎分野での最近の話題～新しい治療法～

脳腫瘍の新しい知見

長崎大学病院 脳神経外科
講師・堀江信貴 先生
長崎大学病院 脳神経外科
講師・角田圭司 先生
長崎大学病院 脳神経外科
助教・吉田光一 先生

