学術プログラム
開会の挨拶

8:50-9:00

午前の部
腫瘍 1

9:00-9:28

座長

中島 康博（名古屋大学）

1．再発を繰り返し肺転移を来した傍矢状洞部 atypical meningioma の一例
-IMP3 免疫染色を加えた考察 岡崎市民病院脳神経外科
○宮村 冴，有馬 徹，加藤 祥子，錦古里 武志，髙岡 徹
2．肺転移を認めた異型髄膜腫の 2 例
済生会松阪総合病院脳神経外科
○市川 尚己，土屋 拓郎，朝倉 文夫，村田 浩人，久保 和親，
諸岡 芳人
3．MGMT プ ロ モ ー タ ー ア ン メ チ ル 化 型 膠 芽 腫 の 初 期 治 療 後
に pseudoprogression を呈した 1 例
金沢大学脳神経外科
○筒井 泰史，木下 雅史，中田 光俊，林 裕，濱田 潤一郎
4．Atypical extraventricular neurocytoma（Atypical EVN）に対して テモゾロミド
を使用した 1 例
1
静岡赤十字病院脳神経外科，2 医）社団平成会藤枝平成記念病院脳神経
外科，3 浜松医科大学脳神経外科
○松井 秀介 1，航 晃仁 1，斎藤 靖 1，花北 順哉 2，川路 博史 3，
難波 宏樹 3

腫瘍 2

9:30-9:58

座長

酒井 直人（浜松医科大学）

5．急速な視力低下を契機に発見された nasopharyngeal carcinoma の 1 例
1
浜松医科大学脳神経外科，2 浜松医科大学耳鼻咽喉科，
3
浜松医科大学診断病理部
○神尾 佳宣 1，酒井 直人 1，高橋 吾郎 2，馬場 聡 3，川路 博史 1，
徳山 勤 1，杉山 憲嗣 1，難波 宏樹 1
6．腫瘍内出血により発見された血管肉腫による転移性脳腫瘍の一例
土岐市立総合病院脳神経外科
○野村 悠一，北島 英臣，野田 伸司
7．水頭症で発症したサルコイドーシスの一例
伊勢赤十字病院脳神経外科
○谷岡 悟，中塚 慶徳，石垣 共基，佐藤 裕，清水 重利，宮 史卓

─4─

8．脳出血で発症した gliosarcoma2 症例の臨床病理組織学的検討
福井大学医学部医学科感覚運動医学講座脳脊髄神経外科学領域
○荒井 大志，常俊 顕三，根石 拡行，磯崎 誠，有島 英孝，
小寺 俊昭，北井 隆平，竹内 浩明，菊田 健一郎

腫瘍 3

10:00-10:28

座長

林 康彦（金沢大学）

9．悪性下垂体腫瘍の一例
1
名古屋第二赤十字病院脳神経外科，2 名古屋大学脳神経外科
○川端 哲平 1，渡邉 督 1，村岡 真輔 1，栗本 路弘 1，小島 隆生 1，
波多野 範和 1，永谷 哲也 2，関 行雄 1
10．トルコ鞍内ホルモン産生下垂体腺腫に対する高磁場術中 MRI の有効性
1
名古屋セントラル病院脳神経外科，2 名古屋大学 脳神経外科，
3
名古屋第二赤十字病院 脳神経外科
○種井 隆文 1，中原 紀元 1，永谷 哲也 2，渡辺 督 3，竹林 成典 1，
平野 雅規 1，若林 俊彦 2
11．脳室内出血にて発症した胚腫の一例
金沢医科大学脳神経外科
○正島 弘隆，赤井 卓也，岡本 一也，塚田 剛史，鳥越 恵一朗，
笹川 泰生，白神 俊祐，立花 修，飯塚 秀明
12．腸間膜の mature teratoma 治療後に松果体部 teratoma を認めた一例
名古屋大学脳神経外科
○辻内 高士，藤井 正純，Sandra Vuignier，安藤 等，鈴木 啓道，
棚橋 邦明，大岡 史治，大野 真佐輔，百田 洋之，夏目 敦至，
若林 俊彦

腫瘍 4

10:30-10:58

座長

竹内 浩明（福井大学）

13．小脳実質内より発生した天幕下上衣腫の 1 例
1
豊橋医療センター脳神経外科，2 国立病院機構名古屋医療センター脳神
経外科，3 浜松医科大学再生・感染病理学
○川崎 智弘 1，西村 康明 1，酒井 秀樹 1，石黒 光紀 1，宮澤 卓真 2，
新井 義文 3
14．中頭蓋窩に発生した solitary ﬁbrous tumor の 1 例
焼津市立総合病院脳神経外科
○竹原 誠也，富田 守，山村 泰弘，長谷部 朗子
15．AV ﬁstula を合併した脳幹海綿状血管腫の 1 例
福井大学医学部医学科感覚運動医学講座脳脊髄神経外科学領域
○根石 拡行，小寺 俊昭，多田 愛弓，山田 真輔，荒井 大志，磯崎 誠，
常俊 顕三，有島 英孝，北井 隆平，竹内 浩明，菊田 健一郎
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16．ガンマナイフ治療時における鎮静の工夫
小牧市民病院
○太田 慎次，加藤 丈典，飯塚 宏，山本 高士，安藤 遼，
大島 良介，長谷川 俊典

脊椎脊髄 1・機能他

11:00-11:35

座長

水野 正喜（三重大学）

17．くる病に合併した頚椎後縦靱帯骨化症の 1 例
三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学
○芝 真人，水野 正喜，倉石 慶太，鈴木 秀謙
18．腰椎再手術に於ける needle-type monopolar の有用性
藤田保健衛生大学脳神経外科
○井上 辰志，伊藤 圭介，庄田 基，廣瀬 雄一
19．HTLV-1 関連脊髄症に伴う難治性疼痛に対して脊髄刺激療法を行い改善が
みられた 1 症例
1
富山大学医学部脳神経外科，2 黒部市民病院脳神経外科，
3
富山大学 神経内科，4 富山大学 麻酔科
○旭 雄士 1，栗本 昌紀 2，道具 伸浩 3，青木 優太 4，山崎 光章 3，
田中 耕太郎 1，黒田 敏 1
20．新生した椎骨動脈紡錘状動脈瘤により症状が悪化した 片側顔面痙攣の 1 例
1
聖隷浜松病院脳神経外科，2 総合病院聖隷浜松病院脳神経外科，
3
総合青山病院脳・脊髄センター，4 浜松医科大学脳神経外科
○山本 祐太朗 1，中戸川 裕一 2，斗ヶ澤 京 2，藤本 礼尚 2，
稲永 親憲 2，山本 貴道 2，龍 浩志 3，難波 宏樹 4，田中 篤太郎 2
21．頭頸部外傷後に診断した PRES の一例
安城更生病院脳神経外科
○ Chalise Lushun，加野 貴久，永田 雄一，高橋 郁夫，
木野本 武久
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午後の部
ランチョンセミナー

12:00-12:50
座長

熊本託麻台病院

院長

場所：本部棟 4 階ホール

蒲郡市民病院副院長

平田 好文

杉野 文彦

先生

先生

「熊本における脳卒中地域医療の現状と 2025 年に向けた課題と対策」
共催

大塚製薬（株）

※別会場となりますので、ご注意ください。

日本脳神経外科学会中部支部理事会

日本脳神経外科学会中部支部社員総会

12:00-12:50
名古屋市立大学病院 4 階

第 3 会議室

13:05-13:30
名古屋市立大学病院 4 階

第 1 会議室

第 82 回日本脳神経外科学会中部支部学術集会 優秀論文表彰式

13:35-13:48

演題 3

髄膜腫に対する内頚動脈系腫瘍栄養血管に対するバルーン付
きガイドワイヤーを併用した術前塞栓術の有用性について
藤田保健衛生大学脳神経外科 安達 一英 先生

演題 16

巨大先天性血管腫の一例
聖隷浜松病院 脳神経外科

演題 34

藤森 健司

先生

視床 Vo 核凝固術で書字改善が見られた書痙の 3 症例
富山大学 脳神経外科 旭 雄士 先生

脊椎脊髄 2・炎症・外傷 1

13:50-14:32

座長

伊東 清志（信州大学）

22．頭頚部外傷初期診療における頚椎骨折の診断遅延例 3 例について
1
信州大学脳神経外科，2 一之瀬脳神経外科病院
○伊東 清志 1，木内 貴史 1，堀内 哲吉 1，青木 俊樹 2，一之瀬 良樹 2，
本郷 一博 1
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23．ラトケ嚢胞の破裂が発症機序と考えられた下垂体後葉炎の 2 例
1
金沢大学脳神経外科，2 金沢医科大学脳神経外科
○大石 正博 1，林 康彦 1，喜多 大輔 1，渡邉 卓也 1，清水 有 1，
会田 泰裕 1，立花 修 2，濵田 潤一郎 1
24． 慢性硬膜下血腫症例の再発因子の検討
岐阜大学脳神経外科
○山田 哲也，田中 嘉隆，中山 則之，大江 直行，矢野 大仁，
吉村 紳一，岩間 亨
25．びまん性硬膜造影効果を伴った器質化慢性硬膜下血腫の 1 例
愛知医科大学脳神経外科
○青山 正寛，安田 宗義，丹羽 愛知，名倉 崇弘，松尾 直樹，
大須賀 浩二，高安 正和
26．受傷 7 年後に反復性中耳炎、髄膜炎をきたした側頭骨骨折の一例
三重県立総合医療センター脳神経外科
○山道 茜，西川 拓文，亀井 裕介
27．後頭顆骨折の 1 例
厚生連渥美病院脳神経外科
○清水 賢三，寺田 幸市，金岩 秀実，三須 憲雄

炎症・外傷 2

14:34-15:09

座長

旭 雄士（富山大学）

28．硬膜下膿瘍を合併した otitic hydrocephalus の 1 例
富山県立中央病院脳神経外科
○渡邉 潤，佐藤 洋輔，青木 悟，本道 洋昭
29．ナビゲーション使用下で穿頭ドレナージ実施した硬膜下膿瘍の一例
1
市立四日市病院脳神経外科，2 みたき総合病院脳神経外科
○坂本 悠介 1，中林 規容 1，吉田 光宏 1，相見 有理 1，浅田 玲緒尚 1，
吉川 哲史 1，伊藤 八峯 2，市原 薫 1
30．脳神経外科術後に発症した メチシリン耐性ブドウ球菌（MRSA）敗血症性
ショックに対し polymyxin B-immobilized ﬁber を用いた血液浄化療法（PMXDHP）が奏功した 2 例
1
金沢大学脳神経外科，2 金沢大学附属病院集中治療部
○佐野 宏樹 1，中田 光俊 1，林 裕 1，濱田 潤一郎 1，岡島 正樹 2，
谷口 巧 2
31．SLE に合併した非典型的な髄膜脳炎の一例
一宮西病院脳神経外科
○芝本 和則，滝 英明，宮嵜 章宏，根来 眞
32．溶連菌敗血症により脳塞栓を来し転移性脳腫瘍との鑑別を要した一例
小牧市民病院
○大島 良介，加藤 丈典，飯塚 宏，山本 高士，太田 慎次，安藤 遼，
長谷川 俊典
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血管障害 1

15:11-15:46

座長

大須賀 浩二（愛知医科大学）

33．術前 CTangio にて紡錘状動脈瘤を呈した、破裂後下小脳動脈末梢分岐部嚢
状動脈瘤に対してクリッピング術を施行した一例
静岡市立清水病院脳神経外科
○釜本 大，深谷 雷太，福地 正仁，水村 幸之助，藤井 浩治
34．聴神経腫瘍に対するガンマナイフ治療後に認めた右 AICA 破裂脳動脈瘤の
一例
名古屋市立東部医療センター脳神経外科
○北村 拓海，出村 光一朗，橋本 信和，大野 貴之，松尾 州佐久，
金井 秀樹，福岡 秀和
35．破裂後に形態的変化を認めた未破裂脳動脈瘤の 1 例
藤田保健衛生大学脳神経外科
○渡部 剛也，早川 基治，我那覇 司，山田 康博，服部 夏樹，
稲桝 丈司，加藤 庸子，廣瀬 雄一
36．治療に難渋した再発左後下小脳動脈瘤の一例
中部労災病院脳神経外科
○石田 衛，伊藤 英治，高須 俊太郎，服部 健一，服部 和良，吉田 純
37．重複中大脳動脈に合併した脳動脈瘤の 1 例
名古屋市立大学医学部脳神経外科
○岩田 卓士，西川 祐介，山田 紘史，青山 公紀，坂田 知宏，岡 雄一，
大蔵 篤彦，西尾 実，谷川 元紀，片野 広之，相原 徳孝，間瀬 光人，
山田 和雄

血管障害 2

15:48-16:16

座長

渡部 剛也（藤田保健衛生大学）

38．痴呆症状で発症した前大脳動脈末梢部巨大血栓化動脈瘤の一例
朝日大学歯学部附属村上記念病院脳神経外科
○船津 奈保子，郭 泰彦，辻本 真範，山下 健太郎，石澤 錠二
39．超広柄脳底動脈先端部瘤に対するステントとバルーンを用いた新しいコイ
ル塞栓方法の開発と臨床経験
名古屋大学脳神経外科
○浅井 琢美，宮地 茂，泉 孝嗣，松原 功明，太田 圭祐，若林 俊彦
40．手術待機中に破裂した BA-AICA An の一例
社会保険中京病院脳神経外科
○江口 馨，池田 公，前田 憲幸，竹本 将也，山本 優，伊藤 真史，
渋谷 正人
41．穿通性外傷による外傷性頚部頚動脈瘤の 1 例
1
岐阜大学脳神経外科，2 岐阜大学医学部付属病院高次救命治療センター
○村井 博文 1，吉村 紳一 1，高木 俊範 2，榎本 由貴子 1，渡會 祐隆 1，
岩間 亨 1
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血管障害 3

16:18-16:46

座長

白神 俊祐（金沢医科大学）

42．CV カテーテルによる損傷で生じた頚部仮性動脈瘤に対して外科的治療を
行った 1 例
福井赤十字病院脳神経外科
○寺田 行範，早瀬 睦，織田 雅，中村 威彦，波多野 武人
43．頭位回旋時に生じた椎骨動脈解離により脳底動脈塞栓症を来した 1 例
1
市立敦賀病院脳神経外科，2 杉田玄白記念公立小浜病院脳神経外科，
3
国立病院機構福井病院
○橋本 智哉 1，新井 良和 1，松田 謙 2，石井 久雅 3
44．右解離性内頸動脈瘤破裂に対し、橈骨動脈グラフトによる ハイフローバイ
パス及び右内頚動脈近位部遮断術を行った一例
1
蒲郡市民病院脳神経外科，2 名古屋市立東部医療センター脳神経外科，
3
名古屋市立大学医学部脳神経外科
○山本 光晴 1，杉野 文彦 1，神田 佳恵 1，大沢 知士 1，大野 貴之 2，
西川 祐介 3
45．当院で経験した前大脳動脈解離性病変の 2 症例
袋井市立袋井市民病院脳神経外科
○船井 三規子，内田 賢一，打田 淳，市橋 鋭一

血管障害 4

16:48-17:16

座長

榎本 由貴子（岐阜大学）

46．診断治療に苦慮した脳動静脈奇形栄養血管破裂により脳内出血を来たした
一例
知多厚生病院脳神経外科
○古部 昌明，水野 志朗，福島 庸行，中塚 雅雄
47．脳動静脈奇形に対する定位放射線治療で消失した片頭痛様発作の 1 例
総合青山病院脳・脊髄センター
○水松 真一郎，龍 浩志，野村 契
48．急速に進行する四肢麻痺を呈した tentrial dAVF の 1 例
1
総合病院聖隷浜松病院脳神経外科，2 藤枝平成記念病院脊髄脊椎疾患治
療センター，3 聖隷三方原病院脳神経外科，4 医）社団平成会藤枝平成記
念病院脳神経外科
○藤森 健司 1，山本 祐太朗 1，釼持 博昭 1，中戸川 裕一 1，斗ヶ澤 京 1，
渡邊 水樹 2，藤本 礼尚 1，稲永 親憲 1，山本 貴道 1，杉浦 康仁 3，
花北 順哉 4，田中 篤太郎 1
49．経動脈的塞栓術で治癒した成人脳動静脈瘻の一例
1
豊川市民病院脳神経外科，2 名古屋市立大学脳神経外科
○田中 健太郎 1，日向 崇教 1，間瀬 光人 2，庄田 幹 1，大島 望 1，
渡邊 隆之 1，松本 隆 1

閉会の挨拶

17:20-17:30
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第 34 回中部脳神経外科セミナープログラム
於：名古屋市立大学医学部研究棟 11 階 A 講義室
9:00

受付開始

9:45

開会式

10:00 － 10:40 発表１
1．口腔内環境の改善を目的とした口腔ケア手順の効果の検証
～事例を通しケアの効果を検証する～
豊川市民病院 看護部
○鈴木之恵 青山教香
2．気管切開患者へのカニューレ離脱・経口摂取獲得に向けた看護介入
知多厚生病院
○齊藤淳子 中野みさと
3．術後創管理についての認識・実態調査 ～ケアの統一に向けて～
半田市立半田病院
○井口法枝 中山菜美子 金地和美
4．尿道留置カテーテル抜去手順の標準化に向けて
～フローチャートの作成を通して～
富山大学附属病院 西二階病棟
○林美穂 大木裕美子 大場愛 中林千代子
10:50 － 11:30 発表２
5．家族と行うリハビリテーション看護 －患者の意欲を高める関わり－
富山県済生会富山病院
○佐伯梢 永田莉 馬場彰一 放生ひとみ
6．くも膜下出血発症患者のリハビリ手順の作成
～早期離床を図れた事例を振り返る～
信州大学医学部附属病院 東 5 階病棟
○中瀬裕絵 原清美 大曽契子
7．看護ケアの中で取り組む関節可動域訓練について
～継続できる関節可動域訓練を行うために～
名古屋市立大学病院 13 北病棟
○朝倉泰弘 福間真実 梅村有佳 立松理恵
8．脳神経外科病棟看護師のリハビリテーションに対する意識調査
―脳卒中リハビリテーション看護師としての関わりを考える―
磐田市立総合病院
○塚野未来
12:00 － 12:50

日本脳神経外科学会中部支部会との合同ランチョンセミナー
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13:30 － 14:10 発表３
9．脳室・脳槽ドレナージに対する事故防止対策に KYT を取り入れて
名古屋市立東部医療センター
○森岡麻美 青山美恵 後藤るり子
10．慢性期脳腫瘍患者に対し誤嚥性肺炎予防の一事例
藤田保健衛生大学病院 看護部
○藤井敦子 櫻木千恵子 土川美香
11．脳深部刺激療法（DBS）手術を受けたパーキンソン病患者の
転倒リスク要因の検討 ～術前術後の症状を比較して～
名古屋大学医学部付属病院 7E 病棟
○鈴木真理子 下久保亮太 中村めぐみ 大鐘ゆかり 佐渡本琢也
横山恵
12．パーキンソン病患者に対する服薬指導への取り組み
固定チームナーシングにおける小集団活動を通して
名古屋市立大学病院 13 階北病棟
○受井史子 長谷川貴子 海川美由紀 伊藤直子 立松理恵
14:20 － 15:10 発表４
13．人工呼吸器装着状態で在宅となった患者の家族支援体験
―重症くも膜下出血で深昏睡となった 1 事例の関わりより―
磐田市立総合病院 4 階東病棟
○佐々木省子 鈴木美沙子
14．病院から在宅へ
～認知症を有する独居老人の在宅復帰への取り組み～
瀬口脳神経外科病院
○越坂三枝 藤井真寿美 平栗美登里 熊谷昌子 木下すみゑ
15．外来で抗腫瘍剤を内服している脳腫瘍患者の“前に向かう力”の
実態について 第二報
金沢大学附属病院
○赤坂政樹 谷内智恵 西谷恭子 吉田美岐 常光雅美 澤野友美
佐野綾香 土本千春 羽場庸子
16．脳外科短期入院患者に電話相談を取り入れた効果と受持ち看護師の役割
信州大学医学部附属病院
○堀金節子 岡沢永佳 松下あかね 大曽契子
17．病棟の看護師が取り組む退院支援・退院調整の効果
―過去 3 年間における実態調査より―
袋井市立袋井市民病院 3 階東病棟
○佐藤百合子 松下玲子 森田こず江 藤田恵 鈴木明美 戸田清子
鈴木弘美
15:10

閉会式

閉会式終了後、名古屋市立大学西棟 1F

サクラサイドテラスにて懇親会
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