
第 148 回
一般社団法人 日本脳神経外科学会 関東支部学術集会

会　期　:	 	2022年 9 月 3 日（土）

会　場　:	 	御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター
	 	〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台4-6

会　長　:	 	村山　雄一（東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座）

https://solacity.jp

◎最寄駅	 JR 中央線・総武線 「御茶ノ水」駅 聖橋口から	 徒歩1分
	 東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水」駅 B2出口	 直結 　
	 東京メトロ丸ノ内線 「御茶ノ水」駅 出口1から	 徒歩4分
	 都営地下鉄		新宿線 「小川町」駅 B3出口から	 徒歩6分

※	お客様用の駐車場はご用意がございません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用
ください。
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◆受付開始時間
　8：30〜
　・	お願い：感染防止対策のためご来場される先生方はマスクをご着用ください。

◆第148回ホームページ：http://jns-official/meeting/branch/kt148

◆学会参加費：2,000円
　現地参加の先生（演者と関係者、座長）方は、当日会場で参加費のお支払いお願いいたします。
　（尚、８月30日までのWEB参加登録、お振込も可能です）
　脳神経外科学会員証カードによるクレジット登録が可能です。
　	発表の有無にかかわらず、参加費（2,000円）をお支払いいただいた場合には、学会参加単位1単位が
付与されます。

　	演者、座長以外の方で学会参加単位を希望される場合は、第148回ホームページの「参加単位・発表
実績の付与について」に記載されている内容をご確認ください。

◆ライブ配信（Zoom）/定員500名【9/3（土）】：第148回ホームページをご確認ください。

◆演者の方へ
　・発表時間：口演５分、討論２分
　・発表形式：プロジェクター１面
　・	ご発表データはできるだけご自分の PCでお持ちください。USB メモリでも可能ですが、動画を
ご使用の場合およびMacintoshをご使用の場合は、必ずご自身のPCをお持ちください。ご発表デー
タはWindows の PowerPoint で再生可能な形式として、ファイル名は「演題番号　お名前」とし
てください。

　・	プロジェクターとの接続は、HDMI 端子となります。これ以外の外部モニタ出力端子の場合
（Macintosh や一部のWindows）は、各自で変換アダプタをご準備ください。

◆ランチョンセミナー　12：00〜13：00
　※昼食をご用意いたしておりますが、数に限りがありますことをご了承ください。
　※脳神経外科診療領域講習対象セッションとなります。

◆支部理事会　15：00〜16：00　web 開催
　役員の先生方はご出席をよろしくお願いいたします。

◆支部総会　16：30〜17：00　web 開催
　役員および代議員の先生方はご出席をよろしくお願いいたします。

◆安全講習、FD講習はございません。

一般社団法人日本脳神経外科学会ホームページ（http://jns-official/meeting/branch/kt148）より、プ
ログラムと抄録集がダウンロードできます。

脳神経外科診療領域講習のご案内
脳神経外科専門医の先生は、脳神経外科診療領域講習の単位取得が必要（５年間20単位）となります。
本学会では１単位の取得が可能です。以下の講習が単位取得の対象となります。
当日ご来場される方は必ず ICカードをご持参ください。

　ランチョンセミナー１『脳腫瘍サバイバーに生じる悩ましいてんかん管理〜LEVとLCMを再考する〜』
　ランチョンセミナー２『片頭痛の診断と治療のUp	Date〜CGRP	関連製剤の登場によるパラダイムシフト	〜』
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第148回　一般社団法人日本脳神経外科学会関東支部学術集会
日　　程　　表

A 会場
（Room C）

B 会場
（Room B） （Room D）

　8:00

8：30～　参加受付・PC 受付
8：55～9：00開会挨拶　9:00

9：00～9：50
A1-1～1-7　血管障害（動脈瘤、直逹術）

座長：竹内　昌孝

9：00～9：50
B1-1～1-7　腫瘍（良性）

座長：宮原　宏輔

 10:00
10：00～10：50

A2-1～2-7　血管障害（虚血）
座長：寺西　功輔

10：00～10：50
B2-1～2-7　腫瘍（悪性）

座長：田中　俊英

 11:00
11：00～11：50

A3-1～ A3-7　血管障害（AVF、解離）
座長：郭　　樟吾

11：00～11：50
B3-1～3-7　腫瘍（転移性など）

座長：渡邉健太郎

 12:00

12：00～13：00
ランチョンセミナー１

共催：第一三共株式会社

12：00～13：00
ランチョンセミナー２

共催：アムジェン株式会社

 13:00

13：10～14：00
A4-1～4-7　血管障害（病態）

座長：田島　洋佑

13：10～14：00
B4-1～4-7　手術手技

座長：三輪　　点
 14:00

14：10～15：00
A5-1～5-7　脊椎脊髄、末梢神経

座長：松岡　秀典

14：10～14：55
B5-1～5-6　外傷
座長：寺尾　　亨

 15:00 15:00～15:05閉会挨拶

15：00～16：00
支部理事会

 16:00

16：30～17：00
第19回関東支部総会

 17:00

領域
講習

領域
講習
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A会場（Room	C）

■開会挨拶	 8 ：55～ 9 ：00

会長：村山　雄一（東京慈恵会医科大学　脳神経外科）

■A 1：血管障害（動脈瘤、直逹術）	 9 ：00～ 9 ：50

座長：竹内　昌孝（医療法人財団報徳会 西湘病院　脳神経外科）

A1-1 	 	PULSERIDER留置後の再発脳底動脈瘤に対してENTERPRISE を	使用して治療した 1例
東京女子医科大学脳神経外科　　横山　貴大

A1-2 	 	PIPELINE 留置後に発症した解離性前大脳動脈瘤破裂に対して血管内治療を行った 1例
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科血管内治療学分野　　青山　二郎

A1-3 	 	コイル塞栓術後再発脳動脈瘤に対する直逹手術の 2例
社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院脳神経外科　　徳重　一雄

A1-4 	 	術前診断と術中所見が異なった破裂脳動脈瘤の 2例
脳神経外科東横浜病院　　園田　章太

A1-5 	 	全身性エリテマトーデスに合併した破裂前脊髄動脈微小動脈瘤の一例
山梨大学医学部脳神経外科　　廣瀬　裕紀

A1-6 	 	右椎骨動脈閉塞に伴う延髄周囲新生血管に形成された動脈瘤を出血源としたくも膜下出血の一例
横須賀共済病院脳神経外科　　舩津屋来紗

A1-7 	 	くも膜下出血の破裂脳動脈瘤同定における vessel	wall	imaging の信頼性
日本医科大学千葉北総病院脳神経外科　　三原　　陸

■A 2：血管障害（虚血）	 10：00～10：50

座長：寺西　功輔（順天堂大学医学部　脳神経外科）

A2-1 	 	肺癌患者に合併した急性内頚動脈閉塞の 1例
医療法人財団報徳会　西湘病院脳神経外科　　清水　　有

A2-2 	 	両側の急性難聴を前駆症状とした両側椎骨動脈アテローム硬化性閉塞症の一例
三郷中央総合病院脳神経外科　　安藤　俊平

A2-3 	 	脳循環障害を伴う症候性内頚動脈閉塞症に対して椎骨動脈へのインターベンションを選択した
1例

帝京大学医学部脳神経外科　　井上　雄貴

A2-4 	 	当院での頚動脈直接穿刺による血栓回収療法の治療経験
石心会川崎幸病院脳神経外科　　長崎　弘和
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A2-5 	 	内頚動脈、外頚動脈に内シャントを挿入した内頚動脈狭窄に対するCEA治療の 1例
石心会川崎幸病院脳神経外科　　長崎　弘和

A2-6 	 	内シャント使用下での頚動脈内膜剥離術にて術後一過性の神経症状を呈した一例
富士市立中央病院脳神経外科　　橋本　啓太

A2-7 	 	脳虚血後過灌流に対し機能的MRI を用い言語機能局在の経時変化を評価した一例
順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科　　渡邉　碧音

■A 3：血管障害（AVF、解離）	 11：00～11：50

座長：郭　　樟吾（脳神経外科東横浜病院）

A3-1 	 	海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻と同様の眼症状を呈した intraosseous	arteriovenous	fistula の 1 例
防衛医科大学校脳神経外科　　松野　聡夏

A3-2 	 	後頭蓋窩の急性硬膜下血腫で発症したTentorial	Dural	AVFの一例
日本大学病院脳神経外科　　西原　琢人

A3-3 	 	血管型 Ehlers-Danlos 症候群に合併した両側内頚動脈海綿静脈洞瘻の 1例
獨協医科大学脳神経外科　　山田　延弘

A3-4 	 	同一 drainer に pial	AVFと dural	AVFを同時に認めた 1例
東京警察病院脳神経外科　　稲葉　　祐

A3-5 	 	開頭術による feeder 遮断を先行させ、血管内治療で根治的塞栓をえた右小脳虫部脳動静脈奇
形の一例

国立国際医療研究センター病院脳神経外科　　王　　浚昊

A3-6 	 	閉塞型椎骨動脈解離に対して母血管閉塞を行った 1例
千葉県救急医療センター脳神経外科　　林　　克也

A3-7 	 	膿瘍が同一部位に存在した出血性脳静脈洞血栓症の一例
済生会宇都宮病院脳神経外科　　伊藤　章子

■ランチョンセミナー１ 	 12：00～13：00

座長：海渡　信義（東京慈恵会医科大学　脳神経外科）

LS 1 	 脳腫瘍サバイバーに生じる悩ましいてんかん管理〜 LEVと LCMを再考する〜
東京女子医科大学　脳神経外科　　丸山　隆志

共催：第一三共株式会社

■A 4：血管障害（病態）	 13：10～14：00

座長：田島　洋佑（千葉大学医学部　脳神経外科）

A4-1 	 	未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後に造影剤脳症を認めた 1例
東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科　　櫛田　直毅
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A4-2 	 	脳底動脈先端部瘤に対するコイル塞栓術後に遅発性可逆性後頭葉白質脳症を呈した 1例
東京女子医科大学附属足立医療センター脳神経外科　　大西　　瞳

A4-3 	 	脳血管内治療で灌流ラインに輸液ポンプを用いることの有用性
行田総合病院　　川越　貴史

A4-4 	 	動脈瘤切迫破裂の治療後に低髄液圧症と診断した 1例
東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座　（佐倉）　　阿部　光義

A4-5 	 	頚部回旋時のめまい精査で発見された左遺残原始舌下動脈の一例
東京医科大学茨城医療センター脳神経外科　　川又　吾朗

A4-6 	 	脳出血で発症したRCVSの 1例
湘南鎌倉総合病院　脳神経外科　　森末　良彦

A4-7 	 	ネフローゼ症候群に伴うアンチトロンビンⅢ欠乏症による脳静脈血栓症に対してアピキサバン
が有効であった 1例

SUBARU健康保険組合　太田記念病院脳神経外科　　水野　寛之

■A 5：脊椎脊髄、末梢神経	 14：10～15：00

座長：松岡　秀典（石心会川崎幸病院　脳神経外科）

A5-1 	 	脳表ヘモジデリン沈着症に対して硬膜欠損部を同定し治療し得た一例
石心会川崎幸病院脳神経外科　　成清　道久

A5-2 	 	キアリ奇形に対して大孔減圧術施術後に発症した髄液漏出症候群の 1例
大森赤十字病院脳神経外科　　佐藤　邦智

A5-3 	 	非典型的なMRI 所見を呈し一部髄内病変を伴うのう胞性脊髄 SFT/HPCの一例
東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科　　和地　亮門

A5-4 	 	当院でのXLIF の初期治療成績
石心会川崎幸病院脳神経外科　　大橋　　聡

A5-5 	 	胸腰椎慢性硬膜下血腫の 1例
総合病院厚生中央病院脳神経外科　　吉岡　大和

A5-6 	 	腰椎圧迫骨折に伴う腰痛に上殿皮神経障害の治療が奏功した 1例
日本医科大学脳神経外科　　喜多村孝雄

A5-7 	 		Claw	hand	deformity を呈した double	crush	syndrome に対して腕神経叢および肘部尺骨神経
剥離術により治療した 1例

厚木市立病院脳神経外科　　広川　裕介

■閉会挨拶	 15：00～15：05

会長：村山　雄一（東京慈恵会医科大学　脳神経外科）
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B会場（Room	B）

■B 1：腫瘍（良性）	 9 ：00～ 9 ：50

座長：宮原　宏輔（横浜医療センター　脳神経外科）

B1-1 	 	板間層原発血管腫性髄膜腫の 1例
順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経外科　　黒田　清隆

B1-2 	 	妊娠中に増大し視機能障害が進行した鞍結節部髄膜腫に対して経鼻内視鏡下腫瘍摘出術を施行
した一例

筑波大学医学医療系脳神経外科　　二宮　裕樹

B1-3 	 	転移性肺腫瘍を契機に発見された低悪性度髄膜腫の 1例
東京医科大学脳神経外科　　中村　悠大

B1-4 	 	静脈路狭窄を伴う頚静脈孔髄膜腫に対する頭蓋内圧亢進の検討
東京慈恵会医科大学附属病院脳神経外科　　東本　杏一

B1-5 	 	広範囲硬膜除去を行った non-NF 2 例に生じた髄膜腫症の10年の経過
横浜市立大学大学院医学研究科脳神経外科学　　岩本　　敬

B1-6 	 	Collision	tumor 様の所見を呈した非機能性下垂体腺腫の 1例
群馬大学医学部脳神経外科　　宇敷　雅人

B1-7 	 	COVID-19ワクチン接種後に脳幹浮腫を伴う腫瘍内出血を生じた聴神経腫瘍の一例
日本赤十字社医療センター脳神経外科　　菅澤　　真

■B 2：腫瘍（悪性）	 10：00～10：50

座長：田中　俊英（東京慈恵会医科大学　脳神経外科）

B2-1 	 	4 年の経過で小脳FLAIR 高信号病変が拡大・出血発症し膠芽腫と確認された 1例
北里大学医学部脳神経外科　　上升　康平

B2-2 	 	ギリアデル・アレルギーに起因した難治性の偽性髄膜瘤を発症した膠芽腫の一例
埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科　　池本　知子

B2-3 	 	皮下膨隆を呈した右前頭葉神経膠芽腫治療後の一例
聖マリアンナ医科大学脳神経外科　　久代裕一郎

B2-4 	 	中間型松果体実質腫瘍に対して術後放射線化学療法が奏功した一例
東京慈恵会医科大学附属第三病院脳神経外科　　齋藤　孝司

B2-5 	 	Azathioprine の長期内服中に発症したEBV関連中枢神経原発リンパ増殖性疾患の一例
千葉大学医学部脳神経外科　　李　　晟賢

B2-6 	 	全身性エリテマトーデスに対するミコフェノール酸モフィチルの投与に合併した中枢神経原発
免疫不全関連リンパ増殖性疾患の一例

慶應義塾大学医学部脳神経外科　　宮内　　翼
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B2-7 	 	Multimodal	treatment により治療した中枢神経原発悪性黒色腫の 1例
帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科　　岡部　宏樹

■B 3：腫瘍（転移性など）	 11：00～11：50

座長：渡邉健太郎（東京慈恵会医科大学　脳神経外科）

B3-1 	 	水頭症を来し、内視鏡併用で摘出術を行った視床 capillary	hemangioma の一例
土浦協同病院脳神経外科　　酒井　亮輔

B3-2 	 	頭蓋内類上皮腫の悪性転化における放射線・病理学的特徴
東京医科大学脳神経外科　　坂本　広喜

B3-3 	 	術中エコーが腫瘍摘出に有用であった	Lhermitte-Duclos	disease	の一例
東京大学医学部脳神経外科　　田澤　嵩也

B3-4 	 	治療に難渋した後頭蓋窩孤立性線維性腫瘍の一例
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター脳神経外科　　岩田　雄輝

B3-5 	 	眼窩外側壁及び頬骨削除にて摘出し得た眼窩内腫瘍の一例
昭和大学横浜市北部病院脳神経外科　　藤島　裕丈

B3-6 	 	術前診断が困難であった上咽頭癌の海綿静脈洞浸潤の一例
武蔵野赤十字病院脳神経外科　　向井　康裕

B3-7 	 	感染性を危惧してステロイド治療が躊躇われたANCA関連肥厚性硬膜炎の一例
横浜医療センター脳神経外科　　宮田　知昌

■ランチョンセミナー２ 	 12：00～13：00

座長：宮嶋　雅一（順天堂東京江東高齢者医療センター　院長）

LS 2 	 片頭痛の診断と治療のUp	Date 〜 CGRP	関連製剤の登場によるパラダイムシフト	〜
医療法人社団AOT品川ストリングスクリニック　理事長　　山王　直子

共催：アムジェン株式会社

■B 4：手術手技	 13：10～14：00

座長：三輪　　点（慶應義塾大学医学部　脳神経外科）

B4-1 	 	Lateral	supraorbital	approach で摘出した前頭蓋底髄膜腫の 5例
東京女子医科大学附属八千代医療センター脳神経外科　　町田　　亘

B4-2 	 	Trans-eyebrow	supraorbital	keyhole	approach が奏功した 2例
亀田総合病院脳神経外科　　黒岩　　秀

B4-3 	 	Persistent	enlarged	occipital	sinus 症例に対する正中後頭下開頭術の経験
順天堂大学医学部脳神経外科　　赤崎　安俊

B4-4 	 	tectal	glioma に伴う非交通性水頭症に対し内視鏡下中脳水道ステント留置を施行した一例
東京都立小児総合医療センター脳神経外科　　黒羽真砂恵
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B4-5 	 	破裂巨大脳動脈瘤に合併した水頭症に対して磁場式ナビゲーション併用シャント手術が有効で
あった 1例

東京慈恵会医科大学脳神経外科　　加藤　千智

B4-6 	 	もやもや病の基底核部側副血管に発症した破裂微小動脈瘤の直達手術を行なった 2症例
杏林大学医学部脳神経外科　　永井　　淳

B4-7 	 	当施設の重症COVID-19患者におけるECMOと頭蓋内出血併発に関する検討
東京医科歯科大学脳神経外科　　大久保耀生

■B 5：外傷	 14：10～14：55

座長：寺尾　　亨（厚木市立病院　脳神経外科）

B5-1 	 	慢性硬膜下血腫術直後に対側に急性硬膜下血腫が生じた 1例
東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座　（大森）　　松崎　　遼

B5-2 	 	特異なMRI 信号を呈した慢性硬膜下血腫の 1例
東海大学医学部脳神経外科　　米持　拓也

B5-3 	 	片側性眼底出血を伴った乳児急性硬膜下血腫の一例
日本赤十字社医療センター脳神経外科　　大川　　駿

B5-4 	 	C1/2横突孔に生じた骨棘が原因であると思われた椎骨動脈解離の一例
石心会川崎幸病院脳神経外科　　野上　　諒

B5-5 	 	硬膜損傷を伴う前頭蓋底骨折に対して多層性再建を行った一例
防衛医科大学校脳神経外科　　山本　哲也

B5-6 	 	上顎洞への外傷性髄液漏を呈した前頭蓋底骨折の 1例
東京都立広尾病院脳神経外科　　菅　　康郎

Room	D（1F）

■支部理事会	 15：00～16：00

■第19回関東支部総会	 16：30～17：00
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協　賛　一　覧

旭化成ファーマ株式会社

旭化成メディカル株式会社

アムジェン株式会社

イドルシアファーマシューティカルズジャパン株式会社

Integra	Japan 株式会社

エーザイ株式会社

エス・アンド・ブレイン株式会社

大塚製薬株式会社

科研製薬株式会社

CSLベーリング株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

第一三共株式会社

株式会社ツムラ

株式会社東海メディカルプロダクツ

日本ストライカー株式会社

株式会社フジタ医科器械

ブレインラボ株式会社

三鷹光器株式会社

株式会社メディカルユーアンドエイ

	 （50音順）

	 （2022年8月19日現在）

第148回一般社団法人日本脳神経外科学会関東支部学術集会を開催するにあたり、上記企業よりご協賛、

ご支援を賜りました。この場をお借りして深謝申し上げます。ご協賛、ご支援誠にありがとうございま

した。

	 第148回一般社団法人日本脳神経外科学会関東支部学術集会会長　村山　雄一
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