
会　   長 ： 前原 健寿
　　　　   （東京医科歯科大学 脳神経機能外科学分野 教授） 

日　   時 ： 2022年１0月8日（土） １2：3０～１9：30 

会　   場 ： 東京コンファレンスセンター・品川　5階『大ホール』

オンデマンド配信期間 ： 2022年10月14日（金）～10月31日（月）

参加登録期間 ： 2022年8月22日（月）予定～10月31日（月）

開催形式 ： ハイブリッド開催（現地＋Web）

＊参加形態を問わず、事前登録が必要です。

＊一般演題のみ

日本脳神経外科漢方医学会HP ： https://nougekampo.org/

共催 ： 日本脳神経外科漢方医学会／株式会社ツムラ
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学術集会プログラム

第30回 日本脳神経外科漢方医学会
学術集会プログラム

【テーマ】脳外科領域の愁訴と漢方

東京都港区港南1丁目9-36アレア品川　TEL03-6717-7000
JR品川駅港南口（東口）より徒歩2分



ご 案 内

1. 開催形式
現地およびWebを併用したハイブリッド開催を予定しております。
一般演題のみ、オンデマンド配信もいたします。
今後の新型コロナウイルス感染拡大状況次第では、完全Web開催へ変更する可能性もございます。
最新の情報は医学会のホームページをご確認ください。

2. 参加登録
参加形態を問わず、事前登録が必要です。
【登録期間：2022年8月22日（月）予定～10月31日（月）】
期間内に、ホームページ内の参加登録ページより必要事項をご入力いただき、
事前カード決済をお済ませください。
ホームページ ： https://nougekampo.org/
 　　
　　　

3. 支払方法
決済方法はクレジットカード決済のみとなります。
決済可能カード：VISA/Master Card/American Express/Diners Club/JCB
参加登録後の取り消しは、お受けいたしかねます。お支払いいただいた参加登録費は理由の如何に
関わらず返金いたしませんので、二重登録にご注意ください。
領収書は、ご自身でダウンロードいただけます。
参会費決済機能（会員クレジットカード決済）はご利用いただけませんのでご了承ください。

4. 取得可能単位
本会は、日本脳神経外科学会の「生涯教育研修会」に認定されており、以下の単位の取得が可能です。
・学会参加単位　1単位
・領域講習　1単位
　■対象セッション ： 特別講演（14:35～15:35）
　■取得単位 ： 1単位
　■領域 ： 特定のサブスペシャリティー領域ではなく脳神経外科全般
　※生涯教育研修会の1年間に取得可能な領域講習単位は合計3単位まで、同一領域では1単位のみです。
　〔現地参加〕 ※学会発行の会員証（ICカード）をお持ちいただき、来場時と退場時にカード受付を
　　　　　　　  完了してください。
　〔Web参加〕 ※視聴画面への入退室時間を確認いたします。
　　　　　　　  対象セッション中に入退室された際には受付いたしかねますのでご注意ください。

顧問・名誉会員

会　員 （医師）

会　員 （メディカルスタッフ・学生）

非会員 （医師）

非会員 （メディカルスタッフ・学生）

区 分 参加費

2,000 円

2,000 円

無料

5,000 円

無 料

合 計

2,000 円

5,000 円

3,000 円

5,000 円

無 料

年会費

無 料

3,000 円

3,000 円

－

－



5. 講演時間
特別講演：60分（質疑込み）
記念講演：30分（質疑込み）
一般演題：7分（発表5分、質疑2分）

6. 参加・視聴に関する注意事項
第30回日本脳神経外科漢方医学会学術集会における講演（以下「本講演」）の参加・視聴にあたり、
以下の注意点をご確認いただきますようお願い申し上げます。

１）本講演の内容を無断で複写・複製・編集・録画・録音・転用（本講演のスクリーンショット・写真撮影･
　 ダウンロード・他のサイトへのアップロードを含む）など著作権、肖像権の侵害、および不当な権利 
　 侵害を行わないこと
２）ログインID やパスワードを他者に知らせたり、共有することのないよう管理すること

【Web 視聴の際の推奨OS/ブラウザ】
Windows 8 以降/Google Chrome最新版
※JavaScriptが有効な状態でご利用ください。
※上記以外の組み合わせやMacの場合、画面が正しく表示されない、もしくは正しく機能しないことが
　あります。
　その場合、上記推奨の環境で再度操作願います。

 　　　　　
7. 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ご協力のお願い
●以下に該当する方はご入場いただけませんので、ご来場をお控えください。
１）37.5度以上の熱や咳、のどの痛みなどの症状がある方や全身倦怠感など体調がすぐれない方
　（会場入口のサーマルカメラによる検温で37.5度以上が検知された場合、ご帰宅いただく場合が
　 ございます。）
２）新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触がある方または、過去2週間以内に政府
　 から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び該当在住者との濃厚
　 接触がある方

●以下、来場時のご協力お願いいたします。
１）館内では常時、マスクの着用をお願いいたします。ただし、ご登壇時は、聴講の皆さまが発表を聞き
　 やすくするために、マスクを外していただいて差し支えございません。マスク着用下でのご登壇をご
　 希望の場合は、着用いただいて構いません。
　 また、「咳エチケット」の励行をお願いいたします。
２）会期中、体調がすぐれない方は、必ず運営事務局までご連絡ください。
３）ドリンクコーナーで飲食をされる場合、会話はお控えいただき、会話をされる際にはマスクを着用し
　 てください。
４）館内設置の消毒液や、手洗いなどこまめな手指の消毒をお願いいたします。



第30回日本脳神経外科漢方医学会学術集会
タイムスケジュール

12：30

12：35

13：17

13：52

14：20

14：35

15：35

15：40

15：50

16：32

17：14

17：30

一般演題Ⅰ（42分）★
《6演題》

一般演題Ⅱ（35分）★
《5演題》

特別講演（60分）
＊脳神経外科領域講習1単位

一般演題Ⅲ（28分）★
《4演題》

一般演題Ⅳ（42分）★
《6演題》

一般演題Ⅵ（42分）★
《6演題》

18：12
一般演題Ⅶ（35分）★

《5演題》
18：47

19：17

19：25

19：30

第30回記念講演（30分）

開会の辞（5分）

一般演題講演時間：発表5分，質疑2分

★：オンデマンド配信を予定しております。

休憩（15分）

休憩（10分）

総会（5分）

一般演題Ⅴ（42分）★
《6演題》

会長賞表彰（8分）

閉会の辞（5分）

休憩（16分）



第 30 回会長　前原 健寿 （東京医科歯科大学 脳神経機能外科学分野 教授）

1）大建中湯とcalcitonin 遺伝子関連ペプチドの相互作用の文献的考察

2）加味逍遙散使用経験例の検討

5）慢性連日性頭痛・慢性片頭痛・慢性緊張型頭痛・薬剤の使用過多による
　 頭痛に対する漢方薬と西洋薬のHybrid Treatment の有効性

6）MRI 画像解析を用いた片頭痛に対する五苓散の効果の検討

4）気象変化に伴う頭痛に対する五苓散の有効性

3）難治性慢性頭痛に対して釣藤散が奏功した2症例

開会の辞 12:30～12:35

座　長：來村 昌紀 （らいむらクリニック 院長）

一般演題Ⅰ 12:35～13:17  【発表 5 分・質疑 2分】

第30回日本脳神経外科漢方医学会学術集会 プログラム

柴田 靖
筑波大学水戸地域医療教育センター

郭 忠之
大分赤十字病院

○勝木 将人 1），柏木 健太 2），川村 晨 1），航 晃仁 1）

糸魚川総合病院 脳神経外科 1)，糸魚川総合病院 脳神経内科 2)

○石山 すみれ 1），柴田 靖 2）3），後藤 正幸 4）

筑波技術大学 保健科学部 1），筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター / 水戸協同病院 / 脳神経外科 /
頭痛外来 2），筑波大学医学医療系 脳神経外科 3），聖隷メモリアル病院 脳神経外科 4）　　

久手堅 司
せたがや内科・神経内科クリニック

○千葉 慶太郎，藤岡 舞，室田 裕大，佐藤 陽人，石井 洋介，根本 繁
関東労災病院



1）脳梗塞後の排尿と排便感覚消失に、漢方薬が効果を示した一例

2）脊髄腫瘍術後のアロディニアに対して漢方薬が有効であった一例

3）聴神経腫瘍術後の機能性ディスペプシアによる上腹部症状に
　 六君子湯が有効であった１例

座　長：原 徹男 （国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 副院長・脳卒中センター長）

一般演題Ⅲ 13:52～14:20  【発表 5 分・質疑 2分】

1）認知機能患者の神経症に対する抑肝散加陳皮半夏の使用経験

2）漢方薬が奏功した腰椎黄色靭帯嚢腫の1例

3）ミエリン仮説に基づいた生薬による血液脳関門の修復とてんかん治療への応用

4）微小血管減圧術後に残存・再発した三叉神経痛に対する漢方薬の効果

5）特発性頭蓋内圧亢進症に対する漢方薬の有用性

座　長：周郷 延雄 （東邦大学医学部医学科 脳神経外科学講座 教授）

一般演題Ⅱ 13:17～13:52  【発表 5 分・質疑 2分】

○高橋 元 1）2），大城 信行 3），岡村 麻子 4），玉野 雅裕 3）6），加藤 士郎 3）5）6）

介護老人保健施設春秋園 1），牛久愛和総合病院 2），協和中央病院東洋医学センター3）

かしわの葉レデイースクリニック 4），野木病院 5），筑波大学附属病院 6）

○川尻 智士，月輪 悠，有島 英孝，菊田 健一郎
福井大学医学部 脳神経外科

○酒井 亮輔 1），清川 樹里 1），高橋 翔太 1），林 俊彦 1），伊藤 慧 1）  
　芳村 雅隆 1），廣田 晋 1），菅原 貴志 2），山本 信二 1）

土浦協同病院 脳神経外科 1），東京医科歯科大学 脳神経外科 2）

○秋山 理 1）2），秋山 巖 2），原田 佳尚 1）3），近藤 聡英 1）

順天堂大学医学部 脳神経外科 1），医療法人 秋山脳外科 2），順天堂大学 漢方先端臨床医学 3）

○髙橋 雄一 1），久壽米木 亮 1），岡元 彰平 1），知念 将志 1），西田 憲記 2）

新小文字病院 脊髄脊椎外科治療センター1），新武雄病院 脊髄脊椎外科 2）

○杉山 一郎 1）2），清和 千佳 2），阿相 皓晃 2）

稲城市立病院 1），グロービアミエリン研究所 2）

○石嶋 希美 1），稲次 基希 1），佐藤 陽人 2），田中 洋次 1），前原 健寿 1）

東京医科歯科大学 脳神経外科 1），関東労災病院 脳神経外科 2）

○佐野 貴志，木野 智幸，三輪 勇介，澤田 佳奈，三枝 邦康
東京ベイ浦安市川医療センター



4）足根管症候群の手術創部の浮腫に対する柴苓湯の使用経験

休憩 15 分（14:20～14:35）

「漢方薬の治療標的としてのグリア：慢性疼痛治療にむけて」

【 特別講演 】 14:35～15:35　※領域講習 1単位

座　長：前原 健寿 （東京医科歯科大学 脳神経機能外科学分野 教授）

小泉 修一 （山梨大学医学部 薬理学講座 教授）

代表理事　松村 明 （茨城県立医療大学 学長）

総　会 15:35～15:40

1）当院の慢性硬膜下血腫に対する漢方薬の使用経験

2）慢性硬膜下血腫術後予後因子としての抗血栓薬と漢方薬の検討

3）漢方薬の変更が有効であった慢性硬膜下血腫術後残存血腫の1例

4）外傷性海綿静脈洞硬膜動静脈瘻に対し漢方治療が有効であった一例

座　長：川俣 貴一 （東京女子医科大学 脳神経外科学 教授）

一般演題Ⅳ 15:50～16:32 【発表 5 分・質疑 2分】

休憩 10 分（15:40～15:50）

○國保 倫子 1），金 景成 1），井須 豊彦 2），森本 大二郎 3），森田 明夫 3）

日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科 1），釧路労災病院 脳神経外科 2），日本医科大学 脳神経外科 3）

○原 睦也，山本 崇裕，熊谷 廣太郎
東京都立豊島病院 脳神経外科

○近藤 静琴，河野 能久，氏川 彩
JAとりで総合医療センター

○大城 信行 1），高橋 元 2）3），岡村 麻子 4），玉野 雅裕 1），加藤 士郎 1）5）6）

協和中央病院 東洋医学センター1），介護老人保健施設春秋園 2），牛久愛和総合病院 3）

かしわの葉レディースクリニックL4），野木病院 5），筑波大学附属病院 6）

高橋 健治
岡山済生会総合病院 脳神経外科



6）脳神経外科領域での治打撲一方の投与の現状

5）慢性硬膜下血腫に対する駆瘀血剤と利水剤の投与後術後1ヶ月の血腫厚は同等である

1）貧困灌流を伴う虚血発症成人もやもや病に対する間接血行再建術における
　 駆瘀血剤の効果

2）治療に難渋した再発慢性硬膜下血腫に漢方薬が奏功した症例

座　長：菊田 健一郎 （福井大学医学部 脳脊髄神経外科学 教授）

一般演題Ⅴ 16:32～17:14  【発表 5 分・質疑 2分】

3）開頭術後慢性硬膜下血腫に対し漢方薬を使用した小児胚細胞腫瘍の一例

4）脳卒中急性期患者管理における、漢方薬介入経験

5）高齢者くも膜下出血例における漢方補剤の使用経験

6）脳神経外科疾患急性期の神経症状に対する抑肝散の有用性

 休憩 16 分（17:14～17:30）

○山田 哲久 1）2），名取 良弘 2），甲斐 康稔 2），井上 大輔 2），高原 健太 2）

（株）麻生 飯塚病院 救急科 1），（株）麻生 飯塚病院 脳神経外科 2）

○勝木 将人，川村 晨，航 晃仁
糸魚川総合病院 脳神経外科

○小笠原 邦昭 1），川村 強 2）

岩手医科大学 1），ハ戸市立市民病院 2）

○平 直記，藤野 明日香，荒井 雪花
秀和総合病院 脳神経外科

○黒羽 真砂恵，藤原 勇太，河野 まや，井原 哲
東京都立小児総合医療センター 脳神経外科

○工藤 小織 1）2），藤田 寛明 1）2），柴田 あみ 1）2），谷 将星 1）2），佐藤 慎 1）2）

　金子 純也 1）2），北橋 章子 1）2），畝本 恭子 1）2），横堀 将司 2）

日本医科大学多摩永山病院 救命救急科 1），日本医科大学 救急医学教室 2）

○早川 隆宣，八ツ繁 寛，重田 恵吾，住吉 京子，武井 孝麿，今村 繭子，船崎 久瑠美
国立病院機構災害医療センター 脳神経外科

○山村 俊弘，Thamamongood Thiparpa，山科 元滋，新井 俊成
草加市立病院



1）当院の脳神経外科入院患者における偽性アルドステロン症の検討

2）緊張型頭痛、頚性めまい治療における肩こりに対する漢方の有用性

座　長：林 明宗 （医療法人社団康心会 康心会汐見台病院 脳神経外科 部長）

一般演題Ⅶ 18:12～18:47  【発表 5 分・質疑 2分】

1）新型コロナウイルス感染症（COVID-19）罹患後精神症状に対する
　 漢方薬の使用経験と可能性

2）慢性硬膜下血腫術後の硬膜下膿瘍、髄膜炎に対して漢方薬を使用した一例

3）MRSA 保菌者への漢方補剤の有用性の検討

4）延髄梗塞に併発した咽頭部異常感症に対して半夏厚朴湯を使用した一例

5）ストレスに起因する多汗症に漢方薬が奏効した1例

6）脳脊髄血管障害後痙縮性愁訴に対する漢方西洋薬ハイブリッド治療の経験

座　長：岩渕 聡 （東邦大学医療センター大橋病院 病院長・脳神経外科 教授）

一般演題Ⅵ 17:30～18:12  【発表 5 分・質疑 2分】

○山内 崇弘 1），鈴木 脩斗 1），住吉 学 1），岡崎 敏之 1），斉藤 修 1），稲垣 徹 1），入江 伸介 2），齋藤 孝次 1）

釧路孝仁会記念病院 1）, 北海道大野記念病院 2）

髙橋 祥
たかはし脳外科皮フ科医院

高橋 晶 1）2）3）

筑波大学医学医療系 災害・地域精神医学 1），茨城県立こころの医療センター2）

筑波メディカルセンター病院 精神科 3）

○林 俊彦，伊藤 慧，酒井 亮輔，高橋 翔太，清川 樹里，芳村 雅隆，廣田 晋，山本 信二
土浦協同病院

○渕之上 裕，松崎 遼，三海 正隆，中田 知恵，榮山 雄紀
　小此木 信一，寺園 明，近藤 康介，原田 直幸，周郷 延雄
東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座（大森）

○吉田 賢作，菅 康郎，肥後 拓磨
東京都立広尾病院

○玉野 雅裕 1）6），高橋 元 1）2）3），大城 信行 1），岡村 麻子 4），加藤 士郎 1）5）6），中村 優子 6），小倉 絹子 7）

協和中央病院 東洋医学センター1），介護老人保健施設春秋園 2），牛久愛和総合病院 3）

かしわの葉レディースクリニックL4），野木病院 5），筑波大学附属病院 6），つくばセントラル病院 7）

横溝 大
京都民医連中央病院



「日本脳神経外科漢方医学会のあゆみと展望」

【第30回記念講演】 18:47～19:17

座　長：森田 明夫 （日本医科大学大学院 脳神経外科学 大学院教授）

「脳神経外科領域の漢方の EBM」

松村 明 （茨城県立医療大学 学長）

吉野 篤緒 （日本大学医学部 脳神経外科学系神経外科学分野 主任教授）

第 30 回会長　前原 健寿 （東京医科歯科大学 脳神経機能外科学分野 教授）

会長賞表彰 19:17～19:25

3）気の動きを考慮した漢方治療が奏効しためまいの一症例

4）重症脳神経外科患者における消化器症状に対する
　 六君子湯と大建中湯の有効性の検討

5）呉茱萸湯が難治性吃逆に奏功した一例：作用機序の考察

第 31 回会長　林 明宗 （康心会汐見台病院 脳神経外科 部長）

閉会の辞 19:25～19:30

○片山 朋佳 1）3），宮澤 裕治 2），小松 文成 3），大久保 麻衣 1）3），佐々木 建人 3）

　宮谷 京佑 3），田中 里樹 3），山田 康博 3），加藤 庸子 3）

藤田医科大学病院 中央診療部 FNP 室 1），みやざわクリニック 2），藤田医科大学ばんたね病院 脳神経外科 3）

○牧野 英彬，長﨑 弘和
川崎幸病院 脳神経外科

○上野 眞二，玉田 真由美，村松 慎一
自治医科大学



日本脳神経外科漢方医学会　理事・評議員 　（2022年）
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評 議 員
評 議 員
評 議 員
評 議 員

松村 明
森田 明夫※

吉野 篤緒※

岩渕 聡※

岡田 芳和§

川俣 貴一
菊田 健一郎
周郷 延雄§

中込 忠好§

林 明宗※

原 徹男※

前島 貞裕※

前原 健寿※

杉谷 雅人
井川 房夫
泉山 仁
宇津木 聡
川村 強
川瀬 司
工藤 千秋
櫻井 貴敏
佐々木 学
佐藤 周三
重森 裕
白田 寛治
高野 晋吾
髙屋 豊
丹治 英明
中江 啓晴
中村 裕一
長尾 建樹
西元 慶治
長谷川 秀
林 康彦
藤田 桂史
來村 昌紀
和智 明彦

氏　名
※EBM委員／学会誌編集委員

§学会誌編集委員
所　属

茨城県立医療大学 学長
日本医科大学大学院脳神経外科学 大学院教授
日本大学医学部 脳神経外科学系神経外科学分野 主任教授
東邦大学医療センター大橋病院 病院長・脳神経外科 教授
聖路加国際病院脳神経外科 特別顧問
東京女子医科大学脳神経外科学 教授
福井大学医学部脳脊髄神経外科学 教授
東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座 教授
丸ノ内なかごみクリニック 院長
医療法人社団康心会 康心会汐見台病院脳神経外科 部長
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 副院長・脳卒中センター長
独立行政法人国立病院機構 埼玉病院脳神経外科 脳卒中センター部長
東京医科歯科大学脳神経機能外科学分野 教授
総合相模更生病院
島根県立中央病院脳神経外科 部長
横濱もえぎ野クリニック 院長
湘南藤沢徳洲会病院脳神経外科 部長
八戸市立市民病院脳神経外科／漢方内科 部長
藤田医科大学ばんたね病院脳神経外科
くどうちあき脳神経外科クリニック 院長
東邦大学医療センター大橋病院救急集中治療科 部長
医療法人錦秀会阪和記念病院 副院長・脊椎脊髄外科部長
佐藤診療所 所長
福岡大学スポーツ科学部／医学部脳神経外科 ( 兼担 ) 教授
東松山市立市民病院脳神経外科 部長
筑波大学医学医療系橋渡し・臨床研究学 教授
三木山陽病院内科 部長
独立行政法人さいたま北部医療センター内科
済生会横浜市南部病院神経内科 主任部長
長野松代総合病院 統括院長・脳神経外科統括部長
佐倉厚生園病院 病院長
新宿つるかめクリニック 理事長
熊本赤十字病院脳神経外傷外科 部長
金沢医科大学脳神経外科学 教授
茨城西南医療センター病院脳神経外科 部長
らいむらクリニック 院長
公益財団法人東京都保健医療公社多摩南部地域病院 名誉院長

顧　　問

名誉会員

¶：EBM委員
2022年7月

飯塚 秀明、上田 守三、片山 容一、藤本 司

大野 喜久郎、神尾 正巳、北原 正和、久間 祥多、小谷 昭夫、近藤 達也、髙橋 弘
松島 善治、宮上 光祐 ¶、山口 巌



※なお、駐車場の用意はありませんので
　ご来場の際は公共交通機関をご利用願います。

株式会社ツムラ　学術企画部内
〒107-8521　東京都港区赤坂2-17-11

第30回日本脳神経外科漢方医学会学術集会共催事務局

本学術集会に関するお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症の感染防止徹底のため、運営事務局ではテレワークを実施しております。
たいへんお手数ではございますが、当面の間、ご連絡いただきます際には、

E-mailにてお問い合わせいただきますよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

ツムラお客様相談窓口 TEL：0120-329-970（9:00～17：30 平日のみ）

Mail: nougekampo@mail.tsumura.co.jp

交通手段 ： JR品川駅港南口（東口）より徒歩2分

会場へのご案内

東京コンファレンスセンター・品川 5階『大ホール』
東京都港区港南1丁目9-36 アレア品川
TEL（03）6717-7000　 https://www.tokyo-cc.co.jp/shinagawa/


