
■脳神経外科 

 

＜手術実績および病棟診療について＞ 

手術件数は例年より少なかった。一番多い手術が慢性硬膜下血腫ドレナージ術であることからも、この地域

の高齢化を表している事が一因であると考えている。くも膜下出血で搬送される患者が高齢化し、必然的に

重症化するので手術適応外になることも多い。下垂体腫瘍は例年通りの件数で、日本医大田原重志准教授の

協力を得て、内視鏡による摘出術を行っている。Hardy 法では摘出が困難であった海綿静脈洞に伸展した

腫瘍も摘出でき、また髄液漏や感染などの合併症もなく術後管理も容易となった。内視鏡関連機器も導入し

頭蓋底腫瘍への適応拡大を考慮している。 

血管内手技による血栓回収療法もシステムを変更して積極的に行える体制を確保した。症例数は増加傾向に

あり、神経内科と協力して治療適応を増やす考えである。 

病棟では大きな医療事故や合併症もなかった。新人ナースの教育にも協力していく。 

齋藤医師開頭手術と血管内治療の貴重な戦力となった。前田医師と名古屋市立大学から派遣された岩田医師

は短い期間ではあったが脳外科手術の実際を多く経験した。稲葉医師は血管内治療専門医取得に向け実際の

診療に積極的に参加した。門岡医師はチューリッヒでの血管内治療と研究を終え帰国し臨床に復帰した。坂

田医師はほとんどの開頭手術参加している。 

脳神経外科の臨床研究の多く学会でまた誌上でも発表した。 

 

2018 年手術件数 

総手術数 217 

脳動脈瘤クリッピング術（計） 22 

 破裂 15 

 未破裂 7 

脳腫瘍摘出術（計） 24 

神経膠種 2 

聴神経腫瘍 1 

髄膜腫 4 

 下垂体腫瘍 7 

 転移性腫瘍 6 

神経血管減圧術 4 

脳内血腫除去術 3 

バイパス術 3 

シャント術 9 

慢性硬膜下血腫ドレナージ術 77 

頭部外傷（開頭術） 6 

血管内治療（計） 69 

脳動脈瘤コイル塞栓術 16 

 脳動静脈奇形塞栓術 9 



 頸部内頚動脈ステント瘤置術 21 

 その他（腫瘍塞栓術を含む） 13 

 

＜発表論文・著書＞  

波出石 弘    

1) 内頸動脈-後交通動脈分岐部瘤のクリッピング術     脳動脈瘤    専門医になるための基本ポイント    

メデイカルビュー社 34-43      

2) 聴神経腫瘍手術 経中頭蓋窩法：術野の作り方 イラスト手術手技のコツ 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 耳・

鼻編 東京医学社 250-251 

 

田中 美千裕     

1) 知っておきたい血管解剖の基本     実践的 CFD 数値流体力学入門 脳血管編     14 ｰ 21    2017  

2) 前交通動脈瘤 前大脳動脈瘤    プライム脳神経外科 脳動脈瘤        221－228    2017  

3) 手術のための血管解剖を極める 系統発生学から読み解く脈管学と血管障害    脳神経外科ジャーナル 

26    496－504    2017   

4) Functional Vascular Anatomy of the Brain    Neurogia Medico-chirurgica    157    584-589    

2017      

  

稲葉 眞貴 

1) 後頭蓋窩手術のおける mastoid emissary vein の処置 脳神経外科速報 28:918-924 2018 

  

齋藤浩史 

1) くも膜下出血の臨床 マスター脳卒中学 431-437 

2) Bedside assessment of regional cerebral perfusion using near-infrared spectroscopy and indocyanine 

green in patients with atherosclerotic occlusive disease.     Scientific Reports, 2018 

  

門岡慶介 

Efficacy of Cone Beam Computed Tomography in Treating Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistula. 

World Neurosurg. 2018 Jan;109:328-332 

 

 

＜学会発表＞  

田中 美千裕  

1) 血管内治療コース「脳血管内治療基本手技と器機特性の習得 第 38 回日本脳神経外科コングレス総会 

2) アテローム血栓症の不思議 第 8 回小樽脳神経外科カンファレンス 

3) Imaging modalities for Spinal DAVF classification and advanced diagnostic technique 

9th European-Japanese Cerebrovascular Congress EJCVC 2018 

4) Pediatric arteriovenous shunt 第 12 回ニッチ脳神経脈管カンファレンス 

5) Neual crest as the risk factor of dual AVFｓ第 5 回脳神経外科フロンティアミーティング 

6) Pre orerative evaluation and the clinical impact for the carotid artery stenting 



第 5 回日本心血管脳卒中学会学術集会 

7) 系統発生学から読み解くシャント疾患 第 129 回日本脳神経外科学会九州地方会 

 

坂田 義則  

1) 前脈絡叢動脈がdomeから分岐した内頸動脈─前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤に対するクリッピング  脳神経

外科手術と機器学会 

2) 術後痙攣発作を発症した未破裂脳動脈瘤  第 77 回日本脳神経外科学会 

3) 前脈絡叢動脈が domeから分岐した内頸動脈─前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤に対するクリッピング 第 77回

日本脳神経外科学会 

 

門岡 慶介 

1) Risk factors of ischemic complication after percutaneous transluminal angioplasty for symptomatic 

intracranial atherosclerotic stenosis”Symposium Neuroradiologicum (SNR) in Taipei 

2) Balloon angioplasty for symptomatic atherosclerotic intracranial stenosis: systematic review and meta-

analysis”Symposium Neuroradiologicum (SNR) in Taipei 

3) 低濃度 MBCA や小径の particle を用いた腫瘍塞栓術” 

第 2 回 Anatomy and Device Seminar (A & D Seminar) 

4) A case of cerebral infarction from vasculitic/atherosclerotic M1 stenosis mimic” 

10th Congress of the European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) 

5) A case of delayed venous infarction after stent assisted coiling of a giant, partially thrombosed 

aneurysm” 

10th Congress of the European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) 

6) 症候性頭蓋内動脈硬化性狭窄に対する経皮的血管形成術における周術期虚血性合併症の画像的危険因子

の検討” (ポスター発表)第 34 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会 学術総会 

7) 症候性頭蓋内動脈硬化性狭窄への経皮的血管形成術に関するシステマティックレビューとメタアナリシ

ス”第 34 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会 学術総会 

8) 巨大血栓化動脈瘤へのステント併用コイル塞栓術後遅発性(静脈性?)梗塞を発症した 1 例” 

第 30 回 房総脳神経血管内治療カンファレンス 

 

齋藤 浩史  

1) 副鼻腔血瘤腫に対して術前塞栓術が有効であった１例    BSNET 

2) 脳卒中の外科技術認定医申請を終えてー自身の経験談よりー  秋田ビデオシンポジウム 

3) ステントリトリーバーによる血栓回収術後に判明した血管狭窄について－2 症例の経験より－ 

stroke 2018 

4) 80 歳以上の高齢者における急性期再開通療法とその工夫  日本老年脳神経外科学学会 

5) コイル塞栓術後の親水性コーティングの剥離による医原性塞栓  JSNET 2018 

   

稲葉 眞貴 

1) 抗血栓療法中に発症した慢性硬膜下血腫患者について当院での検討—不要な抗血小板薬内服についてー」 

STROKE2018 



2) 当院における経動脈的塞栓術によって治療した硬膜動静脈瘻  第 15 回血管内治療学会関東地方会 

3) 抗血栓療法中に発症した慢性硬膜下血腫患者について当院での検討—不要な抗血小板薬内服についてー 

第 77 回脳神経外科学会総会 

4) 経動脈的塞栓術のみにより治療し得た硬膜動静脈瘻についての検討 第 34 回日本脳神経血管内治療学会

総会 

  

＜各種講演依頼＞：省略 

 

＜主催または共催した講演会＞：省略 


