
－ 47 －

１．概要
　2014年は、1,702例の疾患を治療し、うち398例の手術を施行した。頭頸部外傷、急性期脳血管障害等、
急性期疾患に即座に対応できるよう努力しており、それに加え脳腫瘍、未破裂脳動脈瘤、慢性期の虚血
性病変等にも、腰を据えてじっくりと対応している。各種疾患に対して偏りなく、安全かつ確実に手術
を行うことを心掛けている。
　脳神経外科専門医、神経内視鏡技術認定医、脳神経血管内治療専門医、脊髄外科専門医、麻酔科標榜
医、脳神経外傷評議員が揃っており、専門性のある治療を行っている。中でも頻度の高い脳梗塞の急性
期の治療（血栓溶解療法及び血栓回収の血管内手術）に力を入れているほか、低出生体重児を含む小児
の水頭症の治療も数多く行っている。
　2015年、患者様のご厚意により脳死下臓器移植を行うことができました。患者様にとりましては誠に
ご不幸な事ではありましたが、臓器移植を待たれる患者様に対しましては大いに貢献できたものと考え
ます。

（第一部長　雄山　博文）

脳神経外科

●疾患別頻度 総件数：1,702件

頭頸部外傷
793件（46.6％）頭蓋内病変

216件（12.7％）

慢性硬膜下血腫 90件（5.3％）

脳血管障害
698件（41.0％） 出血性病変

137件（8.0％）

未破裂脳動脈瘤
136件（8.0％）

くも膜下出血
69件（4.1％）

原発性脳腫瘍 92件（5.4％）
転移性脳腫瘍 24件（1.4％）

水頭症 49件（2.9％）
その他 46件（2.7％）

脳脊髄腫瘍
116件（6.8％）

虚血性病変
356件（20.9％）

頭蓋外病変
487件（28.6％）
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【脳腫瘍】 件数（件）
摘出術 ３８
経蝶形骨洞手術 ６

計 ４４

【脳血管障害】 件数（件）
破裂動脈瘤 ２６
未破裂動脈瘤 １８
脳動静脈奇形 １
頸動脈内膜剥離術 １１
バイパス手術 １４
高血圧性脳内出血 （顕微鏡下及び内
視鏡下による血腫除去術） １３

計 ８３

【外傷】 件数（件）
脳内血腫 １４
急性硬膜外血腫 ６
急性硬膜下血腫 ４
減圧開頭術 １
慢性硬膜下血腫 ９０
その他 １

計 １１６

【奇形】 件数（件）
脊髄髄膜瘤閉鎖術 １

●2014年の代表的な手術の件数（計398件）

【水頭症】 件数（件）
脳室腹腔シャント術 ２６
穿頭脳室ドレナージ術 １１
その他 ３

計 ４０

【機能的手術】 件数（件）
三叉神経痛、顔面痙攣に対する脳神
経減圧術 ２

【脊椎脊髄の手術】 件数（件）
変形性脊椎症 ２
後縦靱帯骨化症 １

計 ３

【感染】 件数（件）
脳膿瘍排膿術 ３
その他 １

計 ４

【血管内手術】 件数（件）
動脈瘤塞栓術 （破裂動脈瘤） ９
動脈瘤塞栓術 （未破裂動脈瘤） ２３
脳動静脈奇形及び硬膜動静脈瘻 ３
閉塞性脳血管障害の総数

（上記のうちステント使用例　17件） ２５

その他 ４
計 ６４

【その他】 件数（件）
脳梗塞等に対する減圧開頭術 ８
頭蓋形成術 ９
髄液漏閉塞術 ３
気管切開術 １８
その他の手術 ３

計 ４１
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学会発表（医局）
＜脳神経外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1 VPシャントに伴う腹腔内髄液仮
性嚢胞の一例 筆頭演者 若林　健一 第42回日本小児神経外科学会 2014/5/29

2 当院における転移性脳腫瘍　過去
３年間の手術症例の検討 筆頭演者 若林　健一 日本脳神経外科学会第73回学

術総会 2014/10/9

3
CEAとCASを同等数実施してい
る施設における頚動脈狭窄症の周
術期手術合併症と術後DWI陽性率
についての検討

筆頭演者 原口　健一 日本脳神経外科学会第73回学
術総会 2014/10/10

4 慢性硬膜下血腫による頭痛にて発
症したもやもや病の１例 筆頭演者 雄山　博文 第42回日本頭痛学会総会 2014/11/14

5 CEAとCASの周術期合併症と術
後DWI陽性率についての検討 筆頭演者 原口　健一 第30回NPO法人　日本脳神

経血管内治療学会学術総会 2014/12/4



研究会発表（医局）
＜脳神経外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1 VA直線化により肝を冷やした一
例 筆頭演者 原口　健一 EMBO　CLUB　10 2014/3/18

2 「当院における転移性脳腫瘍　手術に至った症例の検討」 筆頭演者 若林　健一 第４回京大名大合同フレンド
シップカンファランス 2014/3/29

3 STA-MCA吻合術後に皮下仮性動
脈瘤から出血をきたした一例 筆頭演者 原口　健一 第27回東三河脳神経外科セミ

ナー 2014/4/12

4 初心者のAVM摘出術　長時間手
術を振り返っての反省 筆頭演者 原口　健一 第20回名古屋脳卒中外科研究

会 2014/7/12

5 いまどきの神経内視鏡手術－硬性
鏡と軟性鏡－ 筆頭演者 奥村衣里子 東三河脳神経外科セミナー 2014/11/8



座長・司会（医局）
＜脳神経外科＞

№ 演　　題　　名 座長名 学会・研究会名 発表年月日

42/9/4102会話懇科外経神脳河三東回99第夫憲　上井長座1

夫憲　上井長座2 ギリアデル Meet the Epert in 三
河 2014/10/22



講　　演（医局）
＜脳神経外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 発表年月日

1 「再手術を要した前頭蓋底骨折髄液漏の症例」 若林　健一 第97回東三河脳神経外科懇話会 2014/1/29

2 STA-MCA吻合術後に皮下仮性動脈瘤
から出血をきたした一例 原口　健一 第55回名古屋大学医学部脳神経外

科同門会 2014/6/7

92/11/4102座講民市中卒脳橋豊回７第夫憲　上井skrameR gnisolC3



論文・著書 ( 医局）
＜脳神経外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1
「大事なことだけギュギュッと凝縮 ! 脳
神経疾患 &治療　まるわかり帳」治療編
脳室ドレナージシャント術

筆頭著者 奥村衣里子 Brain　Nursing　30:393-395;2014

2 脳出血における血腫増大および予後に関
連する因子について 筆頭著者 雄山　博文 脳卒中の外科　42:439-446,2014


