
The 5rd Annual Meeting of the Tokai Brain tumor Surgery conference (TBS) 
 

第５回 東海脳腫瘍手術手技研究会  

プログラム 

                        

学術講演                                       15:00～15:25  

      座長 三重大学 脳神経外科 教授 鈴木 秀謙 

「心房細動に対するカテーテルアブレーション治療」 

三重大学 循環器・腎臓内科学 講師  藤井 英太郎 先生 

 

 

開会の辞    三重大学 脳神経外科 教授 鈴木 秀謙  

 

一般演題 ①                                    15:30～16:15  

 座長 岐阜大学 脳神経外科 講師 大江 直行   

 

（１）  脳腫瘍術後の頭蓋底形成術の工夫 

岐阜大学 脳神経外科 1、岐阜大学 形成外科 2、岐阜大学 耳鼻咽喉科 3 

田中嘉隆 1、大江直行 1、加納清充 1、中山則之 1、矢野大仁 1、 

加藤久和 2、神山圭史 2、西堀丈純 3、岩間亨 1 

 

（２）  頭蓋底再建を必要とした腫瘍に対する当院での手術方法と成績の紹介 

聖隷浜松病院 脳神経外科、眼形成眼窩外科* 

浜松医科大学 脳神経外科** 

稲永親憲、嘉鳥信忠*、斗ヶ澤京、中戸川裕一 

酒井直人**、田中篤太郎、難波宏樹** 

 

（３）  優位半球側脳室三角部腫瘍に対する工夫  

～内視鏡下アプローチが有効であった一例～ 

順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科 

山本拓史、渡邉瑞也、徳川城治、中尾保秋 

 

（４）  extrasellar lesion に対する経鼻内視鏡手術 

名古屋市立大学 脳神経外科 

谷川元紀、間瀬光人、坂田知宏、山田和雄 

 



 

一般演題 ②                           16:15～17:00 

座長 名古屋市立大学 脳神経外科 講師 谷川 元紀 

 

（５）  脳幹機能モニタリングを併用して摘出した延髄海綿状血管腫の１例 

市立四日市病院 脳神経外科、福島県立医科大学 脳神経外科*、 

中部労災病院 脳神経外科** 

相見有理、齋藤清*、伊藤英治**、中林規容、吉田光宏、坂本悠介、浅田玲緒尚、 

吉川哲史、佐竹勇紀、市原薫 

 

（６）  retrosigmoid craniotomy の手術手技に関する工夫 

（１）名古屋第一赤十字病院 脳神経外科、（２）名古屋大学 脳神経外科、 

（３）福島県立医科大学 脳神経外科 

岩味健一郎（１）、藤井正純（２）、齋藤清（３）、若林俊彦（２） 

 

（７）  視床部 glioblastoma に対し可及的摘出を行った 3 症例 

名古屋大学医学部 脳神経外科 

百田洋之、藤井正純、本村和也、大野真佐輔、夏目敦至、若林俊彦 

 

（８）  神経膠腫手術における蛍光励起用発光ダイオード（LED）照明の使用経験 

1) 藤田保健衛生大学 脳神経外科 

2) 知多市民病院 脳神経外科 

林 拓郎 1)、長久伸也 1)、安達一英 1)、井上辰志 1)、西山悠也 2)、大枝基樹 1)、 

我那覇司 2)、山田康博 1)、長谷川光広 1)、廣瀬雄一 1) 

 

------------ 休憩 １5 分 ------------        17:00～17:15 
※休憩中、三重大学 脳神経外科より脳腫瘍手術ビデオを流します 
 
 

教育講演                         17:15～17:45 

 

座長  聖隷浜松病院 脳神経外科 部長  田中 篤太郎 

「Low grade glioma の手術戦略」 

名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科学  

助教 藤井 正純 先生 

 

 



特別講演                         17:45～18:45 

 

座長  三重大学医学部附属病院 脳神経外科 病院教授  松原 年生 

「頭蓋底腫瘍の手術戦略」 

  慶應義塾大学医学部 脳神経外科 教授  吉田 一成 先生 

 

閉会の辞     名古屋大学 脳神経外科 教授 若林 俊彦  

 

 

 

 

日 時：平成２５年 ４月２７日 （土） １５：００～１９：００ 

会 場：ホテルサンルートプラザ名古屋 ２階 孔雀の間 

        名古屋市中村区名駅 2-35-24  TEL: 052-571-2231 

 

＊日本脳神経外科学会生涯教育 クレジット対象研究会 3 点 

＊当日は、年会費１０００円、参加費１０００円を頂きます。 

 

共催 

               東海脳腫瘍手術手技研究会 

               ファイザー株式会社 

               ブレインラボ株式会社 

 

                                代表幹事 

齋藤 清   （福島県立医科大学） 

長谷川 光広 （藤田保健衛生大学） 

若林 俊彦 （名古屋大学） 

 

＊研究会終了後、情報交換の場をご用意しております。 



 

名簿 
 
東海脳腫瘍手術手技研究会 顧問・役員・運営委員名簿 
 
＜顧問＞ 
 

名古屋市立大学  教授     山田 和雄   
藤田保健衛生大学 主任教授   廣瀬 雄一  
岐阜大学     教授     岩間 亨   
三重大学     教授     鈴木 秀謙  
浜松医科大学   教授     難波 宏樹  
愛知医科大学   教授     高安 正和  

 
＜役員＞ 
 

代表幹事     齋藤 清    福島県立医科大学 教授 
代表幹事     長谷川 光広  藤田保健衛生大学 教授 
代表幹事     若林 俊彦   名古屋大学    教授 
会計監査役    松本 隆    豊川市民病院   副院長 

    
 
＜運営委員＞ 
 

谷川 元紀    名古屋市立大学  
藤井 正純    名古屋大学  
長久 伸也    藤田保健衛生大学  
矢野 大仁    岐阜大学  
大江 直行    岐阜大学  
松原 年生    三重大学  
酒井 直人    浜松医科大学  
田中 篤太郎   聖隷浜松病院  
中洲 庸子    県立静岡がんセンター 
山本 拓史    順天堂大学静岡病院 
渡部 剛也    愛知医科大学 


