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第 24回　日本脳神経減圧術学会

1月27日木　講演会場（第2会場 10F 1001-2）

8:00〜8:05	 開会の辞
会長：前原 健寿（東京医科歯科大学脳神経外科）

8:05〜8:47	 一般口演1
 座長：黒崎 雅道（鳥取大学医学部　脳神経外科）
	 　　　河島 雅到（国際医療福祉大学医学部脳神経外科）

［症状と診断］

O1-1 中間神経痛に対する微小血管減圧術
Microvascular decompression for nervus intermedius neuralgia	

小野田 恵介	 国際医療福祉大学成田病院脳神経外科

O1-2 脳底動脈の圧迫による三叉神経痛に対するMVD
MVD for trigeminal neuralgia due to compression of the basilar artery	

松永 恭輔	 東京医科大学脳神経外科

O1-3 若年者の三叉神経痛
Trigeminal neuralgia in young adults	

石和田 宰弘	 塩田記念病院　脳神経外科

O1-4 微小血管減圧術が奏功した片側喉頭咽頭痙攣の一例
A Case Report of Hemi-Laryngopharyngeal spasm successfully treated by microvascular decompression	

片山 満	 中村記念病院脳神経外科MVDセンター

O1-5 Vermian BranchのみのPICAは舌咽神経痛のリスク因子かもしれない
The Posterior Inferior Cerebellar Artery, Which Has Only a Vermian Branch, May Be a Risk Factor 
for Glossopharyngial Neuralgia	

野村 契	 総合青山病院　脳・脊髄センター

O1-6 顔面痛を伴う三叉神経鞘腫の臨床的特徴
Clinical feature of trigeminal schwannoma presenting with facial pain	

和泉 允基	 千葉大学医学部脳神経外科
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8:50〜9:50	 シンポジウム1
 座長：藤井 幸彦（新潟大学脳研究所　脳神経外科学分野）
	 　　　森田 明夫（日本医科大学　脳神経外科）

［術前・術中検査の基本と最先端］

S1-1  微小血管減圧術に対する3次元コンピュータグラフィックスを用いた手術シミュ
レーション
Virtual  reality  surgical  simulation  using  three-dimensional  computer graphicsfor microvascular 
decompression

基調講演

金 太一	 東京大学脳神経外科・医用情報工学講座

S1-2 片側顔面けいれんでのAMR所見と圧迫部位および予後との相関
Correlation between abnormal muscle response findings and compression sites, postoperative outcomes 
in hemifacial spasm patients

基調講演

福多 真史	 国立病院機構西新潟中央病院脳神経外科

S1-3  片側顔面痙攣患者における術前abnormal muscle response波形の形状と術後顔
面痙攣治癒遅延の関連性について
Persistent Type of Abnormal Muscle Response Might Be Key Sign for Predicting Recovery Delay of 
Postoperative Hemifacial Spasm	

天野 裕貴	 中村記念病院　脳神経外科

S1-4 数値流体力学による三叉神経痛における圧迫血管の評価
Computational Fluid Dynamics Analysis of the Offending Artery at Sites of Neurovascular Compression 
in Trigeminal Neuralgia

	

山田 健嗣	 自治医科大学附属さいたま医療センター　脳神経外科

S1-5 片側顔面痙攣における血管蛇行の意義ー脳動脈瘤症例群との比較
Sigificance of vascular tortuosity  in cases of hemifacial spasm-compared to patients with cerebral 
aneurysm	

西山 悠也	 藤田医科大学医学部　脳神経外科

S1-6 椎骨脳底動脈が関与した三叉神経痛における外転神経の走行
Location of the abducens nerve stretched by a tortuous vertebrobasilar artery in trigeminal neuralgia	

井上 卓郎	 湖東記念病院　脳神経外科
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9:50〜10:25	 一般口演2
 座長：田中 雄一郎（聖マリアンナ医科大学　脳神経外科）
	 　　　糟谷 英俊（東京女子医科大学足立医療センター　脳神経外科）

［画像評価・シミュレーション］

O2-1 難治性顔面痙攣の画像的特徴と治療法の検討
Image findings and Surgical methods of Refractory HFS	

溝渕 佳史	 徳島大学脳神経外科

O2-2 片側顔面痙攣の発症と椎骨脳底動脈の形態に関する検討
Tortuosity of the vertebral artery associated with hemifacial spasm	

梅林 大督	 京都府立医科大学脳神経機能再生外科学

O2-3 術前画像は再構成画像で読影する
How to Evaluate Preoperative MR Cisternography Images Using Multiplanar Reconstruction	

野村 契	 総合青山病院　脳・脊髄センター

O2-4 静脈圧迫による舌咽神経痛と有痛性舌咽神経ニューロパチーに対するMVD
MVD for glossopharyngeal neuralgia and painful glossopharyngeal neuropathy due to venous 
compression	

野呂 秀策	 中村記念病院　脳神経外科　MVDセンター

O2-5 典型的三叉神経痛における上小脳動脈の解剖学的特徴に関する検討
Anatomical characteristics of the superior cerebellar artery in classical trigeminal neuralgia	

髙松 聖史郎	 	宝美会	総合青山病院　脳・脊髄センター

10:30〜11:30	 スポンサードシンポジウム１	 共催：株式会社メディカ・ライン
座長：前原 健寿（東京医科歯科大学　脳神経外科）

［手術手技の基本］

SS1-1 微小血管減圧術の成功のために必要な開閉頭の留意点
Tips for success on the way to and back from microvascular decompression surgery	

藤巻 高光	 埼玉医科大学病院脳神経外科

SS1-2 顔面けいれんの手術
Microvascular decompression for hemifacial spasm	

永廣 信治	 吉野川病院　脳神経外科
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第 24回　日本脳神経減圧術学会

SS1-3  三叉神経痛に対し、満足すべき結果を得るための三叉神経減圧術の発展には！ 
（長期追跡調査結果からの、総合的治療結果の評価）

Sustainable Development Goals with Satisfactory Microvascular decompression for Trigeminal neuralgia

	

近藤 明悳	 城山病院　脳・脊髄・神経センター

11:50〜12:50	 ランチョンセミナー	 共催：Integra Japan株式会社
座長：長谷川 光広（藤田医科大学医学部　脳神経外科）

［微小血管減圧術マスターのArtisan-Aided Design］

LS1-1  後頭蓋窩手術における髄液漏予防: Collagen Matrix (DuraGen®) の有効な使用
方法
Prevention of cerebrospinal fluid leak in posterior fossa surgery: usefulness of a collagen matrix graft 
(DuraGen®)

	

井上 卓郎	 湖東記念病院　脳神経外科

LS1-2 私の“MVD髄液漏戦記”
Hatayama’s “MVD Liquorrhea Wars”	

畑山 徹	 水戸ブレインハートセンター

13:00〜13:42	 一般口演3
 座長：井上 亨（福岡大学医学部　脳神経外科）
	 　　　竹島 秀雄（宮崎大学　脳神経外科）

［手術手技1］

O3-1 穿通枝の関与した血管の移動方法
Transposition technique of responsible vessels with perforating artery	

梅岡 克哉	 日本医科大学千葉北総病院　脳神経外科

O3-2 微小血管減圧術の硬膜閉鎖は水密にすべきか
Does water tight dural closure need in microvascular decompression surgery?	

井上 敬	 みやぎ県南中核病院脳神経外科

O3-3  三叉神経痛で発症した大型類上皮腫に対し mini-combined transpetrosal 
approachが有用であった一例
Mini-combined transpetrosal approach for large epidermoid presenting with trigeminal neuralgia: A 
case report	

佐々木 強	 大阪市立大学　脳神経外科
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O3-4  Transposition 後の神経癒着を予防するための治療戦略 ~ Remote-control 
Transpositionという概念 ~
Remote-control Transposition: A Surgical Technique for Prevention of Postoperative Adhesion after 
Microvascular Transposition 	

旭山 聞昭	 中村記念病院　脳神経外科

O3-5 椎骨脳底動脈による三叉神経痛に対するTeflon roll technique
A decompression technique for VBA-related trigeminal neuralgia using a rigid Teflon roll	

後藤 幸大	 湖東記念病院　脳神経外科

O3-6 椎骨動脈が関与した片側顔面痙攣に対するBridge Technique
Bridge technique for hemifacial spasm with vertebral artery involvement	

井上 卓郎	 湖東記念病院　脳神経外科

13:45〜14:27	 一般口演4
 座長：後藤 剛夫（大阪市立大学　脳神経外科）
	 　　　久須美 真理（北里大学メディカルセンター　脳神経外科）

［手術手技2］

O4-1 微小血管減圧術における基本技術の徹底と応用
Standard and advanced procedure for microvascular decompression	

一ノ瀬 努	 大阪市立大学医学部脳神経外科

O4-2  三叉神経痛に対する微小血管減圧術の手術手技―supine lateral位での基本手技
とコツー
Microvascular decompression for trigeminal neuralgia with supine lateral position	

池田 英敏	 大阪市立総合医療センター　脳神経外科

O4-3 三叉神経痛に対するMVD：狭い脳槽とそこに存在する静脈とどこまで戦うか
How to treat veins around trigeminal nerve in narrow cisterns in microvascular decompression for 
trigeminal neuralgia	

尼崎 賢一	 三井記念病院

O4-4 片側顔面けいれんに対する適切なinfrafloccular approach
Appropriate infrafloccular approach for hemifacial spasm	

久須美 真理	 北里大学メディカルセンター脳神経外科

O4-5 椎骨動脈のtransposition を行った片側顔面痙攣の治療成績
Surgical outcomes of VA transposition among the patients with hemifacial spasm	

一桝 倫生	 東京医科大学病院脳神経外科
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O4-6 顔面神経脳槽部での血管圧迫による片側顔面痙攣の検討
Study of Hemifacial Spasm by vascular compression in the Cisternal portion of the Facial Nerve	

吉崎 航	 北野病院脳神経外科

14:30〜15:30	 教育講演	 共催：第一三共株式会社
座長：入江 伸介（社会医療法人孝仁会	北海道大野記念病院）

［三叉神経痛に対する治療（薬物治療を含む）］

EL1-1 三叉神経領域の痛み
Pain in the trigeminal region	

住谷 昌彦	 東京大学医学部　緩和ケア診療部/麻酔科・痛みセンター

15:30〜16:19	 一般口演5
 座長：花谷 亮典（鹿児島大学　脳神経外科）
	 　　　溝上 達也（翠清会梶川病院　脳神経外科）

［手術手技3］

O5-1 錐体静脈本幹が関与した三叉神経痛：手術方法と長期成績
Petrosal Vein Involvement in Neurovascular Conflict in Trigeminal Neuralgia: Surgical Technique and 
Clinical Outcomes 	

井上 卓郎	 湖東記念病院　脳神経外科

O5-2 ”静脈の圧迫”のように見える三叉神経痛の減圧方法に関する私見
Personal opinion on the optimal decompression of trigeminal neuralgia appearing to be caused by 
venous compression	

畑山 徹	 水戸ブレインハートセンター

O5-3 superior petrosal veinの安全な切断方法についての検討
Safe sacrifice of the superior petrosal vein  during microvascular decompression for trigeminal 
neuralgia	

横佐古 卓	 東京女子医科大学東医療センター　脳神経外科

O5-4 再発三叉神経痛に対する手術症例の検討
Surgical management of recurrent trigeminal neuralgia	

安部 洋	 福岡大学　脳神経外科

O5-5 再発性三叉神経痛に対する神経血管減圧術：４例の手術結果
Microvascular decompression for recurrent trigeminal neuralgia	

矢野 茂敏	 福岡脳神経外科病院
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O5-6  椎骨脳底動脈のdolicoectasiaに伴う三叉神経痛に対してMVDを施行した１例と
文献的考察
Microvascular decompression for trigeminal neuralgia associated with vertebrobasilar dolicoectasia ?  
a case report and literature review-	

岩井 謙育	 社会医療法人　寿会　富永病院　脳神経外科

O5-7 三叉神経痛・片側顔面痙攣・舌咽神経痛に対する神経減圧術での外視鏡使用経験
4K-3D Exoscope and microvascular decompression for trimgeinal neuralgia, hemifacial spasm, and 
glossopharyngeal neuralgia	

戸田 弘紀	 （公財）田附興風会医学研究所北野病院脳神経外科

16:20〜16:50	 一般口演6
 座長：樋口 佳則（千葉大学医学部　脳神経外科）
	 　　　野呂 秀策（中村記念病院	　脳神経外科）

［症例１］

O6-1 副鼻腔炎に伴う症候性三叉神経痛との鑑別が困難であった一例
A case of fatal fungal sinusitis mimicking classical trigeminal neuralgia	

花北 俊哉	 埼玉医科大学総合医療センター　脳神経外科

O6-2 当院において再手術となった三叉神経痛神経血管減圧術２例の検討
Examination of 2 cases of trigeminal neuralgia neurovascular decompression that was re-operated in 
our hospital	

林 直一	 東海大学医学部脳神経外科

O6-3 帯状疱疹後三叉神経痛に対し微小血管減圧術を施行した1例
A case of microvascular decompression for trigeminal neuralgia following herpes zoster	

小野田 恵介	 国際医療福祉大学成田病院脳神経外科

O6-4 手術介入の判断に苦慮した心因性難聴を伴う若年三叉神経痛の1例
A case of juvenile trigeminal neuralgia with psychogenic hearing loss who struggled to decide on 
surgical intervention	

田中 俊一	 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科学

O6-5 10代発症の三叉神経痛2例の報告
A report of two cases with trigeminal neuralgia in adolescents	

河野 達哉	 熊本大学病院

O6-6 塞栓術で症状消失を得た未破裂high-Grade AVMによる三叉神経痛の１例
A Case of High-grade Arteriovenous Malformation Manifesting as Trigeminal Neuralgia Successfully 
Treated by Embolization	

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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17:00〜18:00	 スポンサードシンポジウム２	 共催：グリーンホスピタルサプライ株式会社／エール・メディカル・システムズ株式会社
 座長：伊達 勲（岡山大学　脳神経外科）
	 　　　尼崎 賢一（三井記念病院　脳神経外科）

［手術手技の最先端］

SS2-1 三叉神経痛に対するInternal Neurolysis（nerve combing）の意義と問題点
Internal neurolysis (nerve combing) for trigeminal neuralgia -its significance and problems	 基調講演

長谷川 光広	 藤田医科大学医学部脳神経外科

SS2-2 内視鏡下水中手術を用いた微小血管減圧
Feasibility of underwater microvascular decompression	 基調講演

岩味 健一郎	 愛知医科大学医学部脳神経外科・頭蓋底外科センター

SS2-3 微小血管減圧術における神経内視鏡の有用性
The efficacy of neuroendoscope for micro vascular decompression	

平田 幸子	 埼玉医科大学病院

SS2-4 三叉神経痛への内視鏡下微小血管減圧術におけるTransposition方法の検討
Endoscopic microvascular decompression with transposition technique for trigeminal neuralgia	

小松 文成	 藤田医科大学ばんたね病院　脳神経外科

SS2-5 顔面痙攣に対する当院での治療　内視鏡VS顕微鏡　
Treatment of facial spasm	

山田　 康博	 藤田医科大学　ばんたね病院　脳神経外科

SS2-6 外視鏡を用いた神経血管減圧術
Microvascular decompression surgery using exoscope	

田中 洋次	 東京医科歯科大学脳神経外科

18:00〜18:42	 一般口演7
 座長：田辺 英紀（田辺脳神経外科病院　脳神経外科）
 　　　溝渕 佳史（徳島大学　脳神経外科）

［長期成績・合併症など］

O7-1 片側顔面痙攣に対するMVD術後 late cureに関する因子についての検討
Factors related to the late cure of hemifacial spasm after microvascular decompression	

清水 克悦	 昭和大学医学部脳神経外科

O7-2 MVD術後の低周波数聴力低下
Low frequency hearing impairment after MVD surgery	

氏原 匡樹	 埼玉医科大学病院脳神経外科
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O7-3 AICA PICA common trunkが関与した片側顔面痙攣に対する微小血管減圧術
Microvascular decompression for hemifacial spasm in relation with AICA PICA common trunk	

後藤 幸大	 湖東記念病院　脳神経外科

O7-4 三叉神経痛の再手術の原因と長期成績
Redo surgery for trigeminal neuralgia: reasons for re-exploration and long-term outcomes 	

井上 卓郎	 湖東記念病院　脳神経外科

O7-5  三叉神経痛に対する術前後の不安、疼痛、睡眠評価の変化に関するアンケート調
査
Questionnaire on changes in anxiety, pain and sleep before and after surgery for trigeminal neuralgia	

佐藤 陽人	 関東労災病院脳神経外科

O7-6 三叉神経痛に対するinternal neurolysisの治療経験
Internal neurolysis for trigeminal neuralgia	

島野 裕史	 城山病院　脳・脊髄・神経センター　脳神経外科

18:45〜19:10	 一般口演8
 座長：齋藤 伸二郎（山形市立病院済王館　脳神経外科）
	 　　　小林 正人（埼玉医科大学病院　脳神経外科）

［症例2］

O8-1  発達したmarginal sinusにより手術アプローチに制限を生じた片側顔面痙攣MVD
例
Restriction in microvascular decompression surgical approach for hemifacial spasm due to developed 
marginal siunus	

久代 裕一郎	 聖マリアンナ医科大学　脳神経外科

O8-2  primitive persistent trigeminal artery variantによる三叉神経痛の1例 
A case of trigeminal neuralgia caused by a primitive persistent trigeminal artery variant	

橋本 和敏	 東埼玉総合病院　脳神経外科

O8-3 前下小脳動脈と後下小脳動脈が責任病変であった顔面痙攣の一例
A case the anterior inferior cerebellar artery and the posterior inferior cerebellar artery were 
responsible lesions for facial spasm	

木村 誠吾	 矢木脳神経外科病院

O8-4  Re-do surgeryを必要とした係留反回穿通動脈(tethered recurrent perforating 
artery)の遠位圧迫により生じた片側顔面痙攣の一症例
A case of hemifacial spasm which required re-do surgery due to distal compression of a tethered 
recurrent perforating artery	

野中 洋一	 東海大学医学部脳神経外科
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O8-5 舌咽神経痛と片側顔面痙攣の併発例に施行した微小血管減圧術
A case of coexistent glossopharyngeal neuralgia and hemifacial spasm treated with microvascular 
decompression	

小林 広昌	 福岡大学医学部脳神経外科

19:10〜19:20	 閉会の辞・次期会長挨拶
会　　長　前原 健寿（東京医科歯科大学脳神経外科）

次期会長　尼崎 賢一（三井記念病院）
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