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ご挨拶

こんにちは、このたび第101回日本脳神経外科中部支部会をお世話させていただく富
山大学脳神経外科の黒田です。
昨年、記念すべき100回の節目を迎えることができた伝統ある本会ですが、新たな
100回に向けて脳神経外科学をさらに発展させるべく、会員の皆さまにとって実り多い
会にしたいと考えております。皆さまのご協力を何卒よろしくお願いします。
2022年3月1日現在、富山はCOVID-19第6波の真っ只中です。当日、会員の皆さまを
富山にお迎えするのは大変危険な状況と判断し、当日は完全リモート形式で開催させて
いただくことにいたしました。参会受付、共催セミナー、FD講習会、機器展示など、
詳細はHPにてお知らせしておりますので、ご参照ください。
https://101jns.pcojapan.jp

この中部支部会は、12大学のほか数多くの病院の先生方が一堂に会して、時に厳し
く、時に親しく切磋琢磨できる、全国的に見ても大変稀有な場です。参加形式がリモー
トであってもこの伝統をぜひ大切にして、当日は活発な討議をよろしくお願いします。
また、ここで発表した若い先生たちはご発表内容を必ず論文としてpublishすること
で、国内外の同志に新たな知見を届ける努力を怠らないで下さい。

皆さまのご理解ご協力を何卒よろしくお願いします。
最後に、会員の皆さまのますますのご健康ご活躍を祈念しております。

令和４年３月

第101回日本脳神経外科学会中部支部学術集会
会長 黒田 敏

富山大学脳神経外科
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学会参加者の皆様へ
第101回日本脳神経外科学会中部支部学術集会は、 COVID-19感染症の拡大に伴い、
Web形式で開催いたします。

● 参加手続き

（１） 参加登録方法

本会にご参会をされる方は事前登録が必要です。

学会ホームページ（https://101jns.pcojapan.jp）の「参加登録」より、登録手続
きをお願いいたします。
参加登録および参加費のお支払いが完了した方に、当日のご案内をメールでお送り
します。 演題発表を行う方も、必ず参加登録を行ってください。

（２） 参加登録期間

クレジットカード決済： 3月1日 (火) ～ 4月8日 (金) 12：00
コンビニ・ＡＴＭ (ペイジー)・Paypal決済：3月1日(火) ～ 4月8日 (金) 21：00
※ コンビニ・ＡＴＭ (ペイジー)・Paypal決済の場合は、4月4日（月）までに
必ず支払を完了してください。

（３） 参加費

・正会員 1,000円
・初期研修医・大学院生・学部学生 無料（※）
※ 証明書・学生証の提出は不要です。
抄録集：会員の方は事前送付、初期研修医・大学院生・学部学生は配布ありません。

（４） 注意事項

一度お申込みされた後にお申込み内容を変更・訂正される場合はどちらの場合も必
ず運営事務局までご連絡をお願いいたします。ご自身でシステムより登録内容を変
更することは出来かねます。
また、参加登録後の取り消しは、お受けいたしかねます。二重登録にならないよう
ご注意ください。お支払いいただいた参加費は理由の如何に関わらず返金いたしま
せん。
お問い合わせ先：第101回 日本脳神経外科学会中部支部学術集会運営事務局

〒939-8063 富山市小杉120（株式会社PCO内）
E-mail：101jns@pcojapan.jp

（５） 領収書・参加証明書

ライブ配信サイト用のログインIDは、参加登録完了後、決済時にご登録いただいた
メールアドレス宛にお送りいたします。会期終了後、添付ファイルにて参加証明書
ならびに領収書をPDF発行いたします。
紙媒体の参加証明書、領収書は発行いたしませんので、予めご了承ください。
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● 単位の取得

学術集会参加により学会参加単位１単位、脳神経外科学会認定クレジット10点が適
用されます。

● 脳神経外科領域講習

４月９日（土） 12:00～13:00 ランチタイムセミナー 【領域講習１単位】
学術集会参加登録を済ませていることが必要です。
※ Zoomのログイン表示名を必ず「名前：専門医番号」としてください。
※ 視聴記録（セッション開始と終了のログ記録）が単位付与および講習終了の
要件になります。

● FD (faculty development) コース

４月９日（土） 15:00～16:00 【領域講習１単位】
平成23年4月施行となりました新規「脳神経外科専門医制度」における専門医・指導
医の更新にあたり、本学術集会ではFD (faculty development) コースを上記の通り
開催します。FDコースの受講のみを目的に参加される場合にも、必ず受講前に学会
参加受付を済ませてください。
※ 本会とは別のアカウント（サブアカウント）での視聴となります。本会のアカウ
ントから一度退出していただき、サブアカウントに入り直す必要があります。

※ Zoomのログイン表示名を必ず「名前：専門医番号」としてください。
※ 視聴記録（セッション開始と終了のログ記録）が単位付与および講習終了の
要件になります。

● 共通講習（医療安全，医療倫理，感染対策）

これらの講習については、脳神経外科学会のホームページの会員専用ページにて
eラーニングが公開されておりますので、そちらをご利用ください。
本会では開催致しません。

● 撮影・録音行為の禁止

WEB開催サイトに掲載の発表動画のビデオ撮影・録音・写真撮影（スクリーン
ショットを含む）・ダウンロードは固く禁じます。

● 優秀演題の選考と発表について

通常通り、理事および座長による優秀演題選考、ならびに理事によるベスト座長賞
の選考を行います。ご選考いただく先生へは別途ご案内いたします。
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● 第37回 中部神経内視鏡研究会

４月９日（土） 18:00～20:00
（17:30～17:50 世話人会） いずれもWeb開催

世話人：赤井卓也（富山大学脳神経外科）

学術集会とは別に参加費 1,000円が必要です。
研究会参加により学会参加単位１単位、脳神経外科学会認定クレジット３点が適用
されます。

● 市民公開講座

市民公開講座プログラムをオンライン配信いたします。

テーマ「こんな時、脳や脊髄の病気を疑いましょう！」

プログラム 演者
イントロダクション 黒田 敏 （富山大学 脳神経外科）

頭痛 堀 恵美子（富山大学 脳神経外科）
しびれ 柏崎 大奈（富山大学 脳神経外科）
めまい 秋岡 直樹（富山大学 脳神経外科）

顔の痛みとけいれん 富田 隆浩（富山大学 脳神経外科）
まとめ 赤井 卓也（富山大学 脳神経外科）

4



発表に関するご案内
● 発表の流れ

・座長・演者はZoom上で発表・討議を行います（ライブ配信サイトから入室できま
す）。進行は座長の指示に従ってください。
・演題発表はZoomの画面共有機能を用いて、当日指定された時間に発表してくださ
い。（バックアップデータ事前提出は必要ありません。）
・参加者からの質問やコメントは、Zoom内の「Q&A」にて受け付けます。討論時間
内に座長が届いた質問を読み上げ、演者にZoom上でご回答いただきます。
・発表者はZoomアプリケーションを最新版にアップデートしておいてください。

● 発表時間

プログラムの演題番号に下線のない演題は発表時間４分、下線のある演題は発表時間５分
となりますので、ご確認をお願いいたします。（時間厳守）

● 利益相反（COI）について

日本脳神経外科学会から指示があり、筆頭演者となる会員はCOI自己登録が完了し
ていることが発表のための必要条件となっていますので、必ず登録を済ませてくだ
さい。詳細は http://jns.umin.ac.jp/jns/coi にてご確認ください。
演題タイトル、氏名、施設名などのスライドに続く２枚目に、下記の様式でスライ
ドを入れてください。
1) 開示すべきCOIがない場合 2) 開示すべきCOIがある場合

脳動脈瘤の外科治療（演題名）

日本脳神経外科病院（施設名）

脳外科 太郎（氏名）

筆頭演者は日本脳神経外科学会へ過去３年間のCOI自己申告を完了
しています。 本演題の発表に際して開示すべきCOIはありません。

筆頭演者は日本脳神経外科学会へ過去３年間のCOI自己申告を完了
しています。

筆頭演者のCOI 開示

筆頭演者は日本脳神経外科学会へCOI自己申告を完了しており、過去３年間（い
ずれも1月から12月）において本講演に関して開示すべきCOIは以下の通りです。

1. 役員、顧問職 なし
2. 株の保有 なし
3. 特許権使用料 なし
4. 講演料 あり（○○製薬）
5. 原稿料 なし
6. 研究費 あり（○○製薬）
7. その他 なし

日本脳神経外科病院（施設名）

脳外科太郎（氏名）

脳動脈瘤の外科治療（演題名）

日本脳神経外科病院（施設名）

脳外科 太郎（氏名）

一般口演（一例報告） 発表４分，討論２分

一般口演（複数例報告, 研究） 発表５分，討論２分
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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
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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）



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・ベスト座長賞

【優秀論文賞】

【ベスト座長賞】

武藤 淳 （藤田医科大学医学部 脳神経外科）
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演題50. 9-6

75歳未満のくも膜下出血患者におけるCT画像上の側頭筋の厚さや断面積は

予後因子の可能性がある

勝木 将人 （諏訪赤十字病院 脳神経外科）

演題58. 11-2

もやもや病の病期進行と頸動脈管の狭小化についての検討

城 泰輔 （富山大学医学部 脳神経外科）

演題61. 11-5

non-sinus type dural AVFとpial AVFが流出静脈を共有した1例

多田 智子 （伊勢赤十字病院脳卒中センター 脳神経外科）


