
8:30 開会挨拶 ⿊⽥ 敏（富⼭⼤学）

8:35 〜 9:06 腫瘍 I 座⻑︓中江 俊介（藤⽥医科⼤学）

1. 膠芽腫を合併したリンチ症候群の一例

青木 洋, 神宮字伸哉, 藤原秀元, 河辺啓太, 水田亮佑

富山県立中央病院 脳神経外科

2. 限局型IDH wild-type diffuse astrocytoma の分子生物学的、臨床的特徴の検討について

木部祐士, 本村和也, 大岡史治, 青木恒介, 清水浩之, 山口純矢, 西川知秀, 

齋藤竜太
名古屋大学 脳神経外科

3. 脱髄病変を合併したdiffuse astrocytomaの1例

門脇 慎, 貴田 覚, 白石有輝, 牧田一平, 小泉慎一郎, 黒住和彦

浜松医科大学 脳神経外科

4. 延髄発生の卵黄嚢腫成分をともなう混合性胚細胞腫を発症した50歳女性の一例
伊佐治泰己, 岩味健一郎, 阿藤文徳, 渡邉 督, 宮地 茂

愛知医科大学 脳神経外科

5. ベルガ腔内に発生したcentral neurocytomaの一例

本多朋子, 清水陽平, 加納清充, 岡 直樹, 石澤錠二, 郭 泰彦

朝日大学病院 脳神経外科

第101回日本脳神経外科学会中部支部学術集会プログラム

9:07 〜 9:37 腫瘍 II 座⻑︓筒井 泰史（⾦沢⼤学）

6. 大脳鎌に発生した原発性MALTリンパ腫の一例

竹内一生, 種井隆文, 加藤丈典, 内藤丈裕, 纐纈雄太, 平山暄土, 長谷川俊典

小牧市民病院 脳神経外科

7. 鼻腔悪性リンパ腫の治療後に発生した放射線誘発嗅神経芽細胞腫の一例

吉村淳一, 大久保升誉, 吉田至誠, 土屋尚人

長野赤十字病院 脳神経外科
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8. 放射線治療が著効したが、約1年後に播種性再発した成人松果体芽腫の1例

内田 亘, 木村亮堅, 笹川泰生, 中田光俊

金沢大学 脳神経外科

9. 軟骨肉腫脳転移の1例

横田陽史1, 荻原利浩1, 東山史子2, 大屋房一2, 堀内哲吉1

1信州大学医学部 脳神経外科, 
2独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター 脳神経外科

10. 2カ所の転移性脳腫瘍に対し一期的に内視鏡下腫瘍摘出術を施行した1例

今井直哉, 大江直行, 小木曽 衛, 中山則之, 岩間 亨

岐阜大学 脳神経外科

9:38 〜 10:03 ⾎管 I 座⻑︓松原 博⽂（岐⾩⼤学）

11. JAK2陽性本態性血小板血症患者に生じた，慢性被膜化脳内血腫の1例

河辺啓太, 藤原秀元, 神宮字伸哉, 青木 洋

富山県立中央病院 脳神経外科

12. 出血を繰り返したhigh-grade脳動静脈奇形に対して治療介入を行った1例

林 裕樹, 西川祐介, 内田 充, 山中智康, 間瀬光人

名古屋市立大学病院

13. 小児Bow hunter’s strokeの治療方針：自験2例を踏まえた考察

長谷部朗子, 中原一郎, 松本省二, 盛岡 潤, 田邉 淳, 渡邉定克, 陶山謙一郎,

桒原聖典

藤田医科大学医学部 脳卒中科

14. 後交通動脈解離による小児脳梗塞の１例
上野匡裕, 今井 資, 西田恭優, 山本 俊, 川端哲平, 野田智之, 槙 英樹

大垣市民病院 脳神経外科

10:04 〜 10:35 ⾎管 II 座⻑︓川⼝ 礼雄（愛知医科⼤学）

15. 後下小脳動脈遠位部に発生した３カ所の動脈瘤に対して開頭クリッピング術を施行した

一例

丸山学二, 松井秀介, 山村泰弘, 竹原誠也

焼津市立総合病院 脳神経外科
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10:36 〜 11:00 ⾎管 III 座⻑︓磯崎 誠（福井⼤学）

16. 妊娠中期に発症したくも膜下出血に対して橈骨動脈アプローチでコイル塞栓術を施行した

一例

笠島一洋, 中島悠介, 山下智之, 北原孝宏, 取越貞治, 早瀬 睦, 西村真樹

福井赤十字病院 脳神経外科

17. 巨大脳動脈瘤破裂との鑑別に苦慮した中大脳動脈仮性動脈瘤の一例

松田章秀, 竹中俊介, 渡邉芳彦
浜松労災病院 脳神経外科

18. 直達術で治療した破裂外傷性中大脳分岐部瘤の一例

宗宮大輝, 前田憲幸, 竹本将也, 坂本悠介, 秋 禎樹, 池澤瑞香, 藤田王樹,

左合史拓

JCHO中京病院 脳神経外科

19. 出血源推定に苦慮したSAHに対してvessel wall imagingが補助的検査として有効であった

3例

纐纈雄太, 種井隆文, 加藤丈典, 内藤丈裕, 竹内一生, 平山暄土, 長谷川俊典

小牧市民病院 脳神経外科

20. 急性期血管内治療にて再開通が得られず10日後に自然再開通が確認された頚部内頚

動脈急性閉塞の1例

青木一晃, 佐野貴則, 鈴木有芽, 北野詳太郎, 種村 浩, 石垣共基, 宮 史卓

伊勢赤十字病院脳卒中センター 脳神経外科

21. 機械的血栓回収術後に過灌流症候群を呈した維持透析患者の1例

塚田剛史, 久保道也, 岡本宗司, 堀江幸男
富山県済生会富山病院 脳神経外科

22. 動脈ステント留置術後のステント内浮遊血栓を対して血栓回収術を施行した1例

黒田祐輔1, 梅田靖之2, 後藤芙希2, 寺島美生2, 亀井裕介2

1三重県立総合医療センター 脳神経外科, 
2三重県立総合医療センター 脳神経外科学

23. 急性中大脳動脈閉塞症に対して開頭血栓摘出術を施行した一例

藤田王樹, 前田憲幸, 竹本将也, 坂本悠介, 秋 禎樹, 池澤瑞香, 左合史拓, 

宗宮大輝, 道場浩平, 池田 公

JCHO中京病院 脳神経外科

8



11:01 〜 11:27 機能, その他 座⻑︓永島 吉孝（名古屋⼤学）

24. 脳梁離断術における内視鏡併用の有用性

公文将備1, 中江俊介1, 寺西隆雄1, 石原尚子2, 宇田武弘3, 廣瀬雄一1

1藤田医科大学医学部脳神経外科, 2藤田医科大学医学部小児科, 
3大阪市立大学 脳神経外科

25. Vim thalamotomy無効例のHolmes振戦に対し、dual lead PSA-DBSで振戦が軽減された

一例
鳥居 潤1, 中坪大輔2, 前澤 聡1, 野田 寛3, 武藤 学1, 齋藤 竜太1

1名古屋大学 脳神経外科, 2名古屋共立病院 集束超音波治療センター,
3岩倉病院

26.糸魚川の生産年齢人口における薬剤使用過多による頭痛の有病率は2.32%

ITOIGAWA STUDY中間報告

勝木将人1, 山岸千奈美2, 川村 晨3, 航 晃仁3, 鬼頭知宏4, 池田 隆2, 
圓谷朗雄5, 山岸文範6

1諏訪赤十字病院脳神経外科, 2糸魚川市 健康増進課,
3新潟厚生連糸魚川総合病院 脳神経外科, 4能生国保診療所, 
5新潟厚生連糸魚川総合病院 内科, 6新潟厚生連糸魚川総合病院 外科

27. パークベンチ体位作成における効率化への取り組み

大久保麻衣1,2，小松文成2，片山朋佳1,2，佐々木建人2，宮谷京佑2，田中里樹2，
山田康博2，加藤庸子2

1藤田医科大学病院 中央診療部 FNP室，
2藤田医科大学 ばんたね病院 脳神経外科

11:50 〜 11:55
第100回 ⽇本脳神経外科学会中部⽀部学術集会
優秀論⽂賞・ベスト座⻑賞 発表

⿊⽥ 敏（富⼭⼤学）
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12:00 〜 13:00 ランチタイムセミナー （領域講習１単位）

座⻑︓廣瀬 雄⼀（藤⽥医科⼤学）

SS-1. ORBEYEを使用した脳腫瘍摘出術～現状と展望～

中田 光俊

金沢大学 脳神経外科

SS-2. 3D4K外視鏡Orbeyeを用いたバイパス手術の工夫と留意点

菊田 健一郎

福井大学 学術研究院医学系部門医学領域 脳神経外科学分野

LS. 知ってて知らない最新てんかん診療

中里 信和

東北大学大学院医学系研究科 てんかん学分野

協賛︓第⼀三共株式会社・UCBジャパン株式会社

13:10 〜 14:10 スポンサード・シンポジウム

座⻑︓⿊⽥ 敏（富⼭⼤学）

協賛︓オリンパス株式会社

Head Up Surgeryの現状と未来 〜ORBEYE導⼊後の潮流

14:15 〜 14:47 脊髄脊椎 座⻑︓⻄川 拓⽂（三重⼤学）

28. Magendie孔の膜様構造物の切除により脊髄空洞症の改善が認められたChiari1型奇形の

1例

宮崎敬大, 山本篤志, 西川拓文, 藤本昌志, 毛利元信, 松原年生, 鈴木秀謙

三重大学大学院医学系研究科 脳神経外科学

29. 成人急性リンパ性白血病による神経所見を伴う腰椎破裂骨折に対し脊椎後方除圧固定

術を行った1例
太田佑資, 粟屋尭之, 福岡俊樹, 阿部 節, 脇坂憧子, 鈴木 宰

名古屋掖済会病院 脳神経外科
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30. 成人期にはじめて診断された脊髄脂肪腫の1例

仲村友博1, 中戸川裕一1, 川路博史2, 林 正孝2, 山添知宏2, 稲永親憲2

1総合病院聖隷浜松病院 小児脳神経外科, 2総合病院聖隷浜松病院 脳神経外科

31. 成人で発症した脊髄脂肪腫の3例

横田麻央1, 青山正寛1, 前嶋竜八1, 原 政人2

1愛知医科大学 脳神経外科, 2愛知医科大学 脊椎脊髄センター

32.外視鏡を用いた脊椎脊髄手術について

山田真輔, 月輪 悠, 梅田秀人, 萩原崚太, 芝池由規, 川尻智士, 木戸口正宗,

赤澤愛弓, 山内貴寛, 磯崎 誠, 有島英孝, 小寺俊昭, 菊田健一郎

福井大学学術研究院医学系部門医学領域 脳神経外科学分野

14:48 〜 15:18 腫瘍 III 座⻑︓⼩泉 慎⼀郎（浜松医科⼤学）

33. 経鼻的下垂体腫瘍摘出術により急速に卵巣過剰刺激症候群が改善したFSH産生下垂体

腫瘍の１例

小木曾 衛1, 大江直行1, 飯田知宏1, 今井直哉1, 森 美奈子2, 森重健一郎2, 岩間 亨1

1岐阜大学 脳神経外科, 2岐阜大学 産婦人科

34. 水頭症症状を呈し、神経内視鏡手術にて寛解したMyxoid glioneuronal tumorの1例

脇坂憧子1, 永田雄一2, 福岡俊樹1, 太田佑資1, 阿部 節1, 粟屋尭之1, 鈴木 宰1
1名古屋掖済会病院 脳神経外科, 2名古屋大学 脳神経外科

35. エベロリムスが奏功している結節性硬化症に合併したsubependymal giant cell

astrocytomaの1例

高沢弘樹1, 北林朋宏1, 新井政幸1, 赤井卓也2

1厚生連高岡病院 脳神経外科, 2富山大学医学部 脳神経外科

36. 顔面けいれんを契機に発見された小脳実質内dermoid cystの一例

平山暄土1, 種井隆文2, 加藤丈典1, 内藤丈裕1, 竹内一生2, 纐纈雄太1, 長谷川 俊典1

1小牧市民病院 脳神経外科, 2名古屋大学 脳神経外科

37. 気脳症を来たした前頭洞の骨腫の1例

吉田優也, 圓角文英, 喜多大輔

公立能登総合病院 脳神経外科
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15:19 〜 15:50 腫瘍 IV 座⻑︓⾦⾕ 康平（信州⼤学）

38. 脳底動脈から起始した眼動脈が腫瘍内を走行しFeederにもなっていた髄膜腫の1例

牧田一平, 鮫島哲朗, 根木宏明, 望月悠一, 白石有輝, 小泉慎一郎, 黒住和彦

浜松医科大学 脳神経外科

39. 2年の経過で新規嚢胞が発生し加療した高齢者嚢胞性髄膜腫の1例

坂本量哉, 山本真嗣, 鈴木亮一, 天野慎士

磐田市立総合病院 脳神経外科

40. 頭蓋骨内外への広範伸展を認めた骨内発生の退形成性髄膜腫の1例

佐藤佳輝, 三矢幸一, 出口彰一, 林 央周

静岡県立静岡がんセンター 脳神経外科

41. 眼窩内前頭神経鞘腫の一例

濱崎 一1, 相見有理1, 吉田光宏1, 石田衛1, 齋藤 剛2, 木全将之1, 寺尾和一3,
水谷尚史1, 中林規容1

1市立四日市病院 脳神経外科, 2名古屋大学 脳神経外科, 
3国立病院機構名古屋医療センター 脳神経外科

42. 髄膜腫を栄養する血管の血行動態に関する検討

玉井 翔, 田中慎吾, 上出智也, 見崎孝一, 中田光俊

金沢大学 脳神経外科

15:51 〜 16:16 ⾎管 IV 座⻑︓⻄川 祐介（名古屋市⽴⼤学）

43. 抗リン脂質抗体症候群により若年性脳梗塞を発症した内頚動脈狭窄症の一例

丸山邦隆, 柏崎大奈, 山本修輔, 堀 恵美子, 秋岡直樹, 黒田 敏

富山大学医学部 脳神経外科

44. 病理学的・血行力学的検討を行ったCarotid webの1例

矢合哲士1, 藤原雅也2, 谷岡 悟1, 田中克浩1, 石田藤麿1, 鈴木秀謙3

1三重中央医療センター 脳神経外科, 2三重中央医療センター 病理診断科, 
3三重大学大学院医学系研究科 脳神経外科学

45. ステント内再狭窄で遠位端の真腔確保に難渋した一例

成井 牧, 金城雄太, 山形桂司, 浦野裕美子, 中村帆南美, 村田敬二

島田市立総合医療センター 脳神経外科
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46. CABG術前に発見された内頚動脈狭窄症に対する血行再建術

山田隆太, 松原博文, 榎本由貴子, 岩間 亨

岐阜大学 脳神経外科

16:17 〜 16:47 ⾎管 V 座⻑︓秋岡 直樹（富⼭⼤学）

47. 静脈洞血栓症に対して急性期血行再建術施行後慢性期に硬膜動静脈瘻を生じた一例

白石有輝, 根木宏明, 牧田一平, 貴田 覚, 望月悠一, 神尾佳宣, 小泉慎一郎,

黒住和彦

浜松医科大学 脳神経外科

48. 眼窩内硬膜動静脈瘻に対して顔面静脈経由での経静脈的塞栓術を行った一例

家永惇平, 塚田哲也, 中村旭宏, 原田英幸, 新帯一憲, 岸田悠吾, 高須俊太郎,
永谷哲也, 関 行雄

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 脳神経外科

49. クモ膜下出血発症の中頭蓋底部硬膜動静脈瘻に対して、経動脈的アプローチによる

静脈内コイル塞栓術を施行した1例

阿藤文徳1, 大島共貴2, 横田麻央1, 小倉浩一郎3, 小祝 萌1, 松尾直樹1, 宮地 茂1

1愛知医科大学 脳神経外科, 2愛知医科大学 脳血管内治療センター,
3名城病院 脳神経外科

50. 小脳浮腫で発症した硬膜動静脈瘻の1例

熊谷昌紀, 長谷川義仁, 澤田元史

松波総合病院 脳神経外科

51. 血管内治療で治癒した後半規管裂隙症候群で発症した硬膜動静脈瘻の1例
木南紫巨, 筒井泰史, 南部 育, 上出智也, 見崎孝一, 中田光俊

金沢大学 脳神経外科
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16:48 〜 17:13 ⾎管，外傷 座⻑︓吉川 陽⽂（⾦沢医科⼤学）

52. 性別違和に伴う静脈洞閉血栓症の1例

村松直樹, 中島良夫, 藤沢弘範

国立病院機構金沢医療センター 脳神経外科

53. 頭蓋内出血を伴った原発性中枢神経血管炎の一例

髙田 翔, 吉川陽文, 渡邉卓也, 白神俊祐, 立花 修, 林 康彦

金沢医科大学 脳神経外科

54. イスラム教徒の診療において脳神経外科医が注意すべき薬剤および医療材料

大野貴都, 岡田 健, 遠藤乙音, 藤井健太郎, 石﨑友崇, 鈴木崇宏

愛知県厚生連海南病院 脳神経外科

55. 高齢者急性硬膜下血腫に対して小開頭内視鏡血腫除去術を施行した2症例

若子 哲, 山城 慧, 大見達夫, 定藤章代
藤田医科大学 岡崎医療センター

17:15 次回会⻑の挨拶 齋藤 ⻯太（名古屋⼤学）

次回ご案内

第102回 ⽇本脳神経外科学会中部⽀部学術集会

開催日：令和４年 9月 17日（土）
会 場：名古屋大学医学部付属病院中央診療棟A 3階 講堂
会 長：齋藤 竜太（名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科教授）
事務局：名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科

〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65番地
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17:20 閉会挨拶 ⿊⽥ 敏（富⼭⼤学）




