
The 6th Annual Meeting of the Tokai Brain tumor Surgery conference (TBS) 
 

第６回 東海脳腫瘍手術手技研究会  

プログラム 

                       

  

学 術 講 演                                       

15:00～15:30  

      座長 浜松医科大学 脳神経外科 教授 難波 宏樹 先生 

「心房細動についての最近の話題 

～抗凝固療法及び非薬物療法について～」 

浜松医科大学 第三内科 助教 漆田 毅 先生 

 

 

開会の辞    浜松医科大学 脳神経外科 教授 難波 宏樹 先生  

 

 

一 般 演 題  ①                                    

15:35～16:25  
 座長  県立静岡がんセンター 脳神経外科 部長 中洲庸子 先生  

 

１．当院における覚醒下手術の実際 

聖隷浜松病院脳神経外科 1) てんかんセンター2) 

稲永親憲 1) 藤本礼尚 1),2) 堀川真 1) 中戸川裕一 1) 山本貴道 1),2) 田中

篤太郎 1) 

 

２．グリオーマの inside to outside の摘出法について 

三重大学脳神経外科 

松原年生、毛利元信、鈴木秀謙 

 

３．段階的切除術による機能温存を試みた eloquent area の悪性神経膠腫の 1 例 

順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科 

鈴木皓晴、徳川城治、中尾保秋、山本拓史 

 

４．2 種類の蛍光色素を用いた膠芽腫摘出術 



岐阜大学脳神経外科 

中山則之、矢野大仁 大江直行 岩間亨 

 

５．小児の巨大なテント上退形成性上衣腫の 2 例－手術による摘出の重要性 

名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科 

藤井正純、若林 俊彦 

 

６．第四脳室腫瘍における脳幹面の剥離について 

名古屋市立大学脳神経外科 

谷川元紀、坂田知宏、山田和雄 

 

                                                                  

 

一 般 演 題  ②                           

16:30～17:20 
座長 順天堂大学医学部付属静岡病院  脳神経外科  

先任准教授 山本拓史 先生 

  

７． 脳幹部嚢胞性腫瘍の一手術例 

豊川市民病院脳神経外科 

渡邉隆之、山中智康、松本隆、日向崇教、庄田幹、岩田卓士、内田充 

 

８．頭蓋咽頭腫の手術経験 うまくいった症例、うまくいかなかった症例 

浜松医科大学脳神経外科 

鮫島哲朗、酒井直人、難波宏樹 

 

９．硬性鏡による完全水中下の脳腫瘍摘出術 

福島県立医科大学脳神経外科 

岸田 悠吾、山田 昌幸、黒見 洋介、織田 惠子、市川 優寛、佐藤 拓、佐久間 潤、 

齋藤 清 

 

１０．内視鏡下経鼻的蝶形骨手術における手術機器と手技の工夫 

名古屋第二赤十字病院脳神経外科神経内視鏡センター 

永谷哲也、渡邉 督、佐藤祐介、関 行雄 

 

１１．拡大蝶形骨法術後再建における脂肪充填靴紐型硬膜縫合法の有用性  

名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科学 

竹内 和人、若林俊彦 

 

１２．錐体先端部および錐体斜台部髄膜腫の治療 =直近初発 8 症例の経験＝  



藤田保健衛生大学脳神経外科 

安達一英 長谷川光広 林拓郎 長久伸也 廣瀬雄一 

 

 

------------ 休憩 １0分 ------------        17:20～17:30 
 
 

教育講演                         17:30～18：00 

 

座長  聖隷浜松病院 脳神経外科 部長  田中 篤太郎 先生 

「脳腫瘍に伴うてんかんの治療」 

聖隷浜松病院 院長補佐兼てんかんセンター長  

                         山本 貴

道 先生  

 

 

特別講演                         18:05～19：05 

 

座長  浜松医科大学 脳神経外科 講師 酒井 直人 先生 

「拡大経鼻手術による 

頭蓋咽頭腫の外科治療」 

 虎の門病院 副院長 兼 間脳下垂体外科 部長 山田 正三 先

生 

 

 

閉会の辞     福島県立医科大学 脳神経外科学 教授 齋藤 清 先生 

 

 

＊研究会終了後、情報交換の場をご用意しております。 

 

＊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） 

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 


