
脳神経外科 

平成 28 年度内にも人事異動でスタッフの入れ替わりがあり、平成 28 年度終了時点では専門医 9

名、専攻医 2 名体制となっている。近年増加している脳卒中救急症例については原則全例を受け

入れており、SCU（9 床）は 100％に近い稼働率を維持している。急性期血管内治療についても機

械的血栓回収術のエビデンスが確立され、脳神経血管内治療専門医が３名を擁する当科でも着

実に症例を蓄積している。 

年間手術件数は 480症例で、従来から当科の中心であった脳腫瘍 95例、機能外科 96例（パーキ

ンソン病、神経血管減圧術）に加え、脳卒中関連（開頭クリッピング術 24 例、脳血管内治療 65 例）、

脊椎脊髄疾患(46 例)などの症例が増加してきている。また、トルコ鞍部近傍の頭蓋底腫瘍に対す

る拡大経鼻経蝶形骨洞手術や経鼻経頭蓋同時手術にも継続して取り組んでいる。 

 

 

体制 

主任部長：岩崎 孝一 

専門領域：三叉神経痛・顔面痙攣の外科的治療 脊椎･脊髄外科 脳腫瘍、脳動脈瘤の外科的治療 

資格等：京都大学医学博士 京都大学臨床教授 滋賀医科大学非常勤講師 日本脳神経外科学

会専門医 日本脊髄外科学会専門医 脳卒中の外科学会技術指導医 

 

副部長：西田 南海子 

専門領域：機能的脳神経外科 

資格等：京都大学医学博士 日本脳神経外科学会専門医 日本神経内視鏡学会技術認定医 

 

副部長：多喜 純也  

資格等：日本脳神経外科学会専門医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本脳卒中学会専

門医 日本臨床神経生理学会認定医 

 

副部長：三木 義仁  

資格等：医学博士 日本脳神経外科学会専門医 日本脳卒中学会専門医 日本神経内視鏡学会

技術認定医 

 

副部長：後藤 正憲 

専門領域：脳血管内手術 

資格等：日本脳神経外科学会専門医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本脳卒中学会専

門医 

 

副部長：箸方 宏州 

専門領域：内視鏡経鼻下垂体手術 

資格等：日本脳神経外科学会専門医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本神経内視鏡学

会技術認定医 日本脳卒中学会専門医 



医員：吉本 修也 

資格等：日本脳神経外科学会専門医 日本脳卒中学会専門医 

 

医員：住吉 壮介 （平成 28 年 3 月退職） 

資格等：日本脳神経外科学会専門医 

 

医員：山本 優 （平成 28 年 3 月退職） 

資格等：日本脳神経外科学会専門医 

 

医員：寺田 幸恵  

 

医員：上里 弥波 （平成 29 年 4 月着任） 

 

 

診療実績 

    

  

【2016 年 1 月〜2016 年 12 月】   

手術疾患名     症例数   

     開頭手術 脳腫瘍 神経膠腫 23 件 

  

髄膜腫 27 件 

  

神経鞘腫 5 件 

  

転移性脳腫瘍 5 件 

  

その他 13 件 

 

脳動脈瘤 破裂 10 件 

  

未破裂 14 件 

 

脳動静脈奇形 

 

1 件 

 

脳内出血 

 

9 件 

 

外傷性頭蓋内出血 

 

4 件 

 

その他 

 

11 件 

     機能的脳外科 てんかん 

 

0 件 

 

神経減圧術 

 

68 件 

 

脳深部刺激療法 

 

12 件 

 

その他 

 

19 件 

     



血行再建術 頚動脈内膜剥離術 

 

3 件 

 

頭蓋内外血行再建 （もやもや病） 0 件 

 

頭蓋内外血行再建 （閉塞性疾患） 3 件 

 

深部吻合 

 

0 件 

 

その他 

 

0 件 

     経蝶形骨洞手術 

  

11 件 

     脊椎・脊髄手術 脊髄腫瘍 

 

7 件 

 

血管障害 

 

3 件 

 

脊椎症・ヘルニア 

 

34 件 

 

その他 

 

1 件 

     小児・先天奇形の手術 (腫瘍・もやもや病を除く） 

 

0 件 

     穿頭術 

  

57 件 

     シャント手術 

  

17 件 

     脳血管内手術 脳動脈瘤 

 

10 件 

(Wada test, BTO は除く） 血管形成術 

 

29 件 

 

脳動静脈奇形 

 

1 件 

 

脳腫瘍 

 

16 件 

 

硬膜動静脈瘻・その他 

 

9 件 

     定位放射線治療 

  

37 件 

     神経内視鏡手術 

  

9 件 

     その他 

  

15 件 

     合計 

  

483 件 

          

 

(延入院患者数： 6,237 人 延外来患者数： 10,297 人) 

 



学会発表 

 

１ Iwasaki K  Extradural anterior clinoidectomy and optic canal unroofing for 
the paraclinoid aneurysms ： Usefullness of non-drill technique8th 
European-Japanese Cerebrovascular Congress  2016/6/23 （チューリッヒ） 

 
２ 岩崎孝一  安全な硬膜外経由の前床突起削除  第 6 回 Nara-Kyoto 

friendship conference 2016/11/11 （奈良） 
 
３ 岩崎孝一  脳神経、脊髄神経に発生した多発神経鞘腫の１例  第 46 回大阪脳

外科手術懇話会 2016/12/7 （大阪） 
 
４ 戸田弘紀  振戦に対する視床・視床腹部の脳深部刺激療法の治療効果  第 56

回日本定位・機能神経外科学会  2017/1/27 （大阪） 
 
５ 戸田弘紀  三叉神経痛に合併した三叉神経・自律神経性頭痛の神経血管減圧術

後長期予後  第 56 回日本定位・機能神経外科学会  2017/1/28 （大阪） 
 
６ 戸田弘紀  脳深部刺激療法の現状と展望  日本ヒト脳機能マッピング学会  

2017/3/10（京都） 
 
７ 戸田弘紀  Analysis of vascular tortuosity and posterior fossa volume in 

patients with hemifacial spasms  第 1 回 Asian microvascular decompression 
meeting 2016/11/5 （上海） 

 
８ 戸田弘紀  不随意運動疾患に対する脳深部刺激療法の手術合併症回避と管理  

第 75 回日本脳神経外科学会学術総会  2016/9/29 （福岡） 
 
９ 西田南海子、佐野佑子、神鳥明彦、戸田弘紀、松本禎之、石川正恒、岩崎孝一  

Finger tapping distance in idiopathic normal pressure hydrocephalus changes 
in parallel with frontal lobe function  20th International Congress of 
Parkinson’s Disease and Movement Disorders  2016/6/20 （ベルリン） 

 
１０ 西田南海子  北野機能外科四方山話  第 2 回 Kochi Neurosurgical Forum  

2016/7/16 （高知） 
 
１１ 西田南海子、戸田弘紀、奥村亮介、弓場吉哲、永井靖識、箸方宏州、後藤正憲、

吉本修也、多喜純也、岩崎孝一  定位脳生検術の対象となった神経膠腫の局在・

画像所見・治療経過についての検討  第 21 回日本脳腫瘍の外科学会  

2016/9/10 （東京） 
 
１２ 西田南海子、箸方宏州、吉本修也、後藤正憲、三木義仁、多喜純也、戸田弘紀、

松本禎之、石川正恒、岩崎孝一  特発性正常圧水頭症における寡動についての

検討―指タップ定量装置を用いて―  日本脳神経外科学会第 75 回学術総会  

2016/10/1 （福岡） 
 
１３ 西田南海子、箸方宏州、吉本修也、後藤正憲、三木義仁、多喜純也、戸田弘紀、

松本禎之、石川正恒、岩崎孝一  特発性正常圧水頭症における寡動についての

検討―指タップ定量装置を用いて―  第 9 回日本水頭症脳脊髄液学会  

2016/11/13 （名古屋） 



 
１４ 西田南海子、箸方宏州、池田直廉、姜 裕、三木義仁、多喜純也、後藤正憲、吉

本修也、戸田弘紀、岩崎孝一  神経内視鏡下水頭症手術に与える既存シャント

の影響  第 23 回日本神経内視鏡学会  2016/11/17 （東京） 
 
１５ 西田南海子、戸田弘紀、斎木英資、松本禎之、岩崎孝一  深部脳刺激療法のパ

ーキンソン病睡眠障害に対する効果―淡蒼球内節と視床下核との比較  第 56回

日本定位・機能神経外科学会  2017/1/27 （大阪） 
 
１６ 西田南海子、箸方宏州、吉本修也、後藤正憲、三木義仁、多喜純也、戸田弘紀、

松本禎之、石川正恒、岩崎孝一  特発性正常圧水頭症における寡動についての

検討―指タップ定量装置を用いて―  第 18 回日本正常圧水頭症学会  

2017/2/4 （福岡） 
 
１７ 西田南海子、戸田弘紀  IPG 交換時のインピーダンス確認について  第 2 回

かんさい機能神経外科研究会  2017/2/17 （大阪） 
 
１８ 多喜純也、箸方宏州、寺田幸恵、山本 優、吉本修也、後藤正憲、三木義仁、西

田南海子、岩崎孝一 内視鏡下経鼻経蝶形骨洞到達法で 手術を行ったラトケ嚢胞

再発の検討 第 72 回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会  2016/9/3 （大阪） 
 

１９ 多喜純也、西田南海子、三木義仁、後藤正憲、箸方宏州、吉本修也、永井靖識、

山本 優、寺田幸恵、岩崎孝一 当院における眼窩内病変に対しての手術方法及

び治療成績について 第 75 回日本脳神経外科学会総会 2016/9/30（福岡） 
２０ 多喜純也、後藤正憲、吉本修也、西田南海子、藤川喜貴、寺田幸恵、山本 優、

箸方宏州、三木義仁、岩崎孝一  ポータブル C-arm による術中血管撮影を併用

しシャント離断を行った胸髄硬膜動静脈瘻の一例  第 74回近畿脊髄外科研究会  

2016/10/15 （大阪） 
 
２１ 多喜純也、後藤正憲、吉本修也、西田南海子、寺田幸恵、山本 優、箸方宏州、

三木義仁、岩崎孝一  ポータブル C-arm による術中血管撮影を併用しシャント

離断を行った胸髄硬膜動静脈瘻の一例  STROKE2017 （第 46 回脳卒中の外科

学会）  2017/3/16 （大阪） 
 
２２ 多喜純也  破裂前交通動脈瘤の１例  第７回京都大学脳神経外科 NeuroIVR

研修セミナー IVR 道場  2016/12/3 （京都） 
 
２３ 三木義仁、山本 優、永井靖識、吉本修也、箸方宏州、後藤正憲、多喜純也、西

田南海子、戸田弘紀、岩崎孝一  Abnormal Muscle Response および内視鏡支

援が有用であった難治性片側顔面痙攣の一症例  第 71回日本脳神経外科学会近

畿支部学術集会  2016/4/2 （大阪） 
 
２４ 三木義仁、後藤正則、藤川喜貴、寺田幸恵、山本 優、永井靖識、吉本修也、箸

方宏州、多喜純也、西田南海子、岩崎孝一  髄膜腫術後合併した parasagittal 
dAVF の１症例  第 16 回関西脳神経外科研究会  2016/7/2 （大阪） 

 
２５ 三木義仁、藤川喜貴、寺田幸恵、山本 優、吉本修也、箸方宏州、後藤正憲、多 

喜純也、西田南海子、岩崎孝一、近谷仁志  当科における BCNU wafer 再留置

経験について 第 72 回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 2016/9/3 （大阪） 
 



２６ 三木義仁、藤川喜貴、寺田幸恵、山本 優、永井靖識、吉本修也、箸方宏州、後

藤正憲、多喜純也、西田南海子、岩崎孝一  当科における脊髄髄内病変の治療

経験  第 75 回日本脳神経外科学会学術総会  2016/10/1 （福岡） 
 
２７ 三木義仁、寺田幸恵、山本 優、吉本修也、箸方宏州、後藤正憲、西田南海子、

多喜純也、岩崎孝一  当科にて MVD を行った片側顔面痙攣再発症例の検討  

第 19 回日本脳神経減圧術学会  2017/1/26 （大阪） 
 
２８ 三木義仁、寺田幸恵、山本 優、吉本修也、箸方宏州、後藤正憲、多喜純也、西

田南海子、岩崎孝一  経皮的血栓回収療法が有効であった若年性慢性心房細動

による心原性脳塞栓症の一症例  第 46 回日本脳卒中の外科学会学術集会  

2017/3/18 （大阪） 
 
２９ 後藤正憲、三木義仁、寺田幸恵、山本 優、永井靖識、吉本修也、箸方宏州、西

田南海子、多喜純也、岩崎孝一  Parasagittal meningioma 術後動静脈瘻  第

293 回荒木千里記念脳外科症例検討研究会  2016/4/19 （大阪） 
 
３０ 後藤正憲  血管内治療に必要な側副血行路  第 2 回 Kochi Neurosurgical 

Forum  2016/7/16 （高知） 
 
３１ 後藤正憲、永井靖識、寺田行範、山本 優、吉本修也、箸方宏州、西田南海子、

多喜純也、岩崎孝一  環椎背側硬膜外動静脈瘻に対して経静脈的塞栓術を行っ

た一例  第 3 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会近畿地方会学術集会  

2016/9/3 （大阪） 
 
３２ 後藤正憲、寺田幸恵、山本 優、吉本修也、箸方宏州、三木義仁、多喜純也、西

田南海子、岩崎孝一  高齢者における急性主幹動脈閉塞に対する血栓回収術の

有用性の検討  第 75 回日本脳神経外科学会総会  2016/9/30 （福岡） 
 
３３ 後藤正憲  破裂前交通動脈瘤治療中の内頸動脈閉塞の 1 例  第 2 回大阪市北

部脳卒中超急性期医療連携の会  2016/10/13 （大阪） 
 
３４ 後藤正憲、寺田幸恵、山本 優、吉本修也、箸方宏州、三木義仁、多喜純也、西

田南海子、岩崎孝一  高齢者における急性主幹動脈閉塞に対する血栓回収術の

治療成績   第 32 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会  

2016/11/24 （神戸） 
  
３５ 後藤正憲、寺田幸恵、山本 優、吉本修也、箸方宏州、三木義仁、多喜純也、西

田南海子、岩崎孝一  血管内治療と直達術を要した出血発症多発硬膜動静脈瘻

の一例  第 46 回日本脳卒中の外科学会学術集会  2017/3/16 （大阪） 
 
３６ 箸方宏州、永井靖識、山本 優、吉本修也、後藤正憲、三木義仁、多喜純也、西

田南海子、戸田弘紀、岩崎孝一  胸椎孤在線維性腫瘍の 1 例  第 71 回 日本

脳神経外科学会近畿支部学術集会 近畿脊髄外科研究会  2016/4/2 （大阪） 
 

３７  箸方宏州、後藤正憲、山本 優、永井靖識、吉本修也、三木義仁、西田南海子、

戸田弘紀、岩崎孝一  発症時間を考慮した独自の病院前脳卒中スコアを用いた

超急性期脳梗塞に対する早期治療介入  第 41 回日本脳卒中学会総会  

2016/4/14-16 （札幌） 
 



３８ 箸方宏州、後藤正憲、山本 優、永井靖識、吉本修也、三木義仁、西田南海子、

多喜純也、岩崎孝一  高齢者に対する血栓回収療法の１例  第 1 回北部脳卒

中超急性期医療連携の会 2016/4/21 （大阪） 
 
３９ 箸方宏州、西田南海子、寺田幸恵、永井靖識、吉本修也、後藤正憲、三木義仁、 

多喜純也、岩崎孝一  内視鏡的下垂体手術から内視鏡的頭蓋底手術への移行  

第 10 回瀬戸内脳神経外科研究会  2016/5/28 （岡山） 
 
４０ 箸方宏州、西田南海子、池田直廉、竹内和人、渡邉 督、永谷哲也、岩崎孝一  当

院における経頭蓋・経鼻複合手術の適応と限界  第 21 回日本脳腫瘍の外科学会  

2016/9/9-10 （東京） 
 
４１ 箸方宏州、寺田幸恵、山本 優、永井靖識、吉本修也、後藤正憲、三木義仁、西

田南海子、多喜純也、岩崎孝一  静脈洞内への骨蝋の迷入：微小血管減圧術の

際の外側後頭下開頭時の合併症  日本脳神経外科学会第 75 回学術総会  

2016/9/29-01（博多） 
 
４２ 箸方宏州、西田南海子、 寺田幸恵、山本 優、吉本修也、後藤正憲、三木義仁、
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