プログラム一覧
新潟大学

有壬記念館

2階

新潟大学脳研究所
1 階 検討会室

大会議室

7:00

7:30

7：30～8：25

【領域講習対象】

FD 講習会

8:00

8:30

開会の挨拶 会長：藤井 幸彦

8：25～8：30
8：30～9:02

セッション１

座長：浅野研一郎（弘前大学）
9:00

9:02～9:42

セッション２

座長：久保

9:30
9:42～10:14

セッション３

10:00

座長：大沢伸一郎（東北大学）
10:14～10:46

セッション４

10:30

座長：平石
10:46～11:18

哲也（新潟大学）

セッション５

11:00

11:30

慶高（岩手医科大学）

座長：佐野

正和（新潟大学）

11:18～11:58

セッション６

座長：小久保安昭（山形大学）
12:00

12：00～13：00

12：05～13：05

特別講演

12:30

【領域講習対象】

座長：斉藤 明彦
演者：田中雄一郎
共催：ミズホ株式会社

13:00
13:10～14:05

13:30

特別企画 脳神経外科支部会・JSNET 合同シンポジウム
「徹底討論！中大脳動脈瘤に対する治療方針」
演者：遠藤

14:00

座長：清水 宏明、松本 康史
英徳、佐藤 健一、師井 淳太、阿部

14:05～14:37

座長：市川

14:30
14:37

セッション７

優寛（福島県立医科大学）

閉会の挨拶 会長：藤井 幸彦

15:00
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博史

第 18 回
理事会・
社員総会

7:30～8:25

FD講習会

8:25～8:30

開会の挨拶

会長：藤井 幸彦

8:30～9:02

セッション１

座長：浅野 研一郎（弘前大学大学院医学研究科脳神経外科学講座）

1. IDH変異を認めた脳幹グリオーマの一手術例
山形大学医学部脳神経外科

○佐野 顕史, 松田 憲一朗, 川並 香菜子, 山木 哲, 園田 順彦

2. クモ膜下出血を呈したPrimary diffuse leptomeningeal gliomatosisの一手術例
1山形大学医学部脳神経外科

2山形大学医学部脳神経外科学講座
3東京都立神経病院検査科

○五十嵐 晃平1, 川並 香菜子2, 山木 哲2, 松田 憲一朗2, 園田 順彦2, 小森 隆司3

3. 脳腫瘍と鑑別が困難であった自己免疫性脳炎の一例
1東北医科薬科大学脳神経外科
2東北医科薬科大学脳神経内科

○林 俊哲1, 庄司 拓大1, 中村 正史2, 中島 一郎2, 佐々木 達也1

4. 病理診断に苦慮した後頭骨骨肉腫の一例
1福島赤十字病院脳神経外科

2福島県立医科大学脳神経外科学講座

○古川 佑哉1, 菊田 春彦1, 伊藤 裕平2, 飯島 綾子1, 市川 剛1, 藤井 正純2, 鈴木 恭一1,
渡部 洋一1

9:02～9:42

セッション２

座長：久保 慶高（岩手医科大学附属病院脳神経外科）

5. 動眼神経麻痺を伴った内頸動脈解離の一例
桑名恵風会桑名病院脳神経外科

○梨本 岳雄, 中里 真二, 吉田 至誠, 森田 幸太郎, 渡邊 正人

6. 内頚動脈仮性瘤の一例

山形大学医学部脳神経外科

○下川 友侑, 川並 香菜子, 山木 哲, 板垣 寛, 山田 裕樹, 小久保 安昭, 園田 順彦

7. 中大脳動脈遠位部に生じた破裂血栓化動脈瘤に対して血行再建と摘出術を行った
9歳男児例
1岩手医科大学脳神経外科
2岩手医科大学病理診断科

○佐藤 慎平1, 久保 慶高1, 村上 寿孝1, 赤松 洋祐1, 上杉 憲幸2, 幸治 孝裕1, 吉田 研二1,
菅井 有2, 小笠原 邦昭1
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8. 後下小脳動脈が内頚動脈から生じる血管奇形に複数の未破裂脳動脈瘤を合併した一例
弘前大学医学部脳神経外科

○藤原 望, 嶋村 則人, 片山 耕輔, 大熊 洋揮

9. VA-bihemispheric PICA分岐部に発生した破裂脳動脈瘤の一例
1岩手県立中部病院脳神経外科
2岩手医科大学脳神経外科

○小笠原 靖1, 麻生 謙太1, 大志田 創太郎1, 樫村 博史1, 佐浦 宏明2, 赤松 洋祐2,
久保 慶高2, 小笠原 邦昭2

9:42～10:14

セッション３

座長：大沢 伸一郎（東北大学脳神経外科）

10. 急性硬膜下血腫で発症した急性前骨髄球性白血病の1救命例
福島県立医科大学脳神経外科学講座

○伊藤 裕平, 黒見 洋介, 長井 健一郎, 市川 優寛, 藤井 正純, 佐久間 潤, 齋藤 清

11. 術中所見にて出血源を同定し得たDelayed acute subdural hematomaの一例
1山形市立病院済生館脳卒中センター
2山形大学医学部脳神経外科

○水戸部 祐太1, 近藤 礼1, 佐藤 慎治1, 久下 淳史1, 齊藤 元太1, 齋藤 伸二郎1, 園田 順彦2

12. 頭部外傷亜急性期に外傷性脳血管攣縮と亜急性硬膜下血腫を併発した1症例
岩手医科大学脳神経外科

○遠藤 英彦, 大間々 真一, 小守林 靖一, 小笠原 邦昭

13. 前頭側頭開頭術後に発生した医原性深側頭動脈仮性動脈瘤破裂の一例
1広南病院脳神経外科

2広南病院血管内脳神経外科

3東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野

○勝木 将人1, 藤村 幹1, 遠藤 俊毅1, 佐藤 健一2, 松本 康史2, 冨永 悌二3

10:14～10:46

セッション４

座長：平石 哲也（新潟大学脳研究所脳神経外科）

14. 前頭蓋底髄膜脳瘤を来たしたカムラティ・エンゲルマン病の１例
岩手医科大学脳神経外科

○柳原 普, 和田 司, 野村 順一, 小笠原 邦昭

15. 圧迫血管のない三叉神経痛に対して良好な経過が得られた一手術例
1広南病院脳神経外科

2東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野

○二宮 敦彦1, 遠藤 俊毅1, 勝木 将人1, 高橋 義晴2, 亀山 昌幸1, 藤村 幹1, 冨永 悌二2
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16. 内服調整による両側性てんかん焦点の側方化によりてんかん焦点切除が可能となった
一例
1東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野
2東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野

○大沢 伸一郎1, 浮城 一司2, 古知 龍三郎1, 神 一敬2, 中里 信和2, 冨永 悌二1

17. 経過中にNon-convulsive status epilepticsを合併した小児膠芽腫の1例
東北大学脳神経外科

○荒木 峻, 齋藤 竜太, 大沢 伸一郎, 金森 政之, 冨永 悌二

10:46～11:18

セッション５

座長：佐野 正和（新潟大学脳研究所脳神経外科）

18. 頚椎硬膜間腔からの出血による脳表ヘモジデリン沈着症の一例
1広南病院脳神経外科

2東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野

○佐藤 吉通1, 遠藤 俊毅1, 冨永 慶太2, 勝木 将人1, 二宮 敦彦1, 高橋 義晴1, 亀山 昌幸1,
藤村 幹1, 冨永 悌二2

19. 外減圧術で救命し得た両側小脳に発症したposterior reversible encephalopathy syndrome
の一例
弘前大学医学部脳神経外科

○片貝 武, 角田 聖英, 片山 耕輔, 松田 尚也, 嶋村 則人, 浅野 研一郎, 大熊 洋揮

20. 髄膜腫術後のシャント留置患者に発生した特発性脳内気腫の一例
1東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野

2社会医療法人将道会総合南東北病院脳神経外科

○尾崎 弾1, 森田 隆弘1, 金森 政之1, 高橋 義晴1, 西村 真実2, 奥山 澄人2, 冨永 悌二1

21. 延髄空洞症を伴った歯突起後方偽腫瘍の1例
新潟市民病院脳神経外科

○塚本 佳宏, 野澤 孝徳, 森田 健一, 渡部 正俊, 斉藤 明彦

11:18～11:58

セッション６

座長：小久保 安昭（山形大学医学部脳神経外科）

22. 脳皮質下出血に対する内視鏡下血腫除去術〜当科における治療成績について〜
青森市民病院脳神経外科

○田畑 英史, 竹村 篤人, 飛嶋 華, 木下 翔平, 柳谷 啓太

23. 当院における脳動静脈奇形に対するOnyx塞栓術の治療経験
1長岡赤十字病院脳神経外科

2新潟大学脳研究所脳神経外科学分野

○神保 康志1, 長谷川 仁2, 齋藤 太希1, 高尾 哲郎1, 川口 正1, 藤井 幸彦2

−7−

24. 甲状腺機能亢進の正常化とともに貧困灌流および虚血症状が消失した類もやもや病の
１例
岩手医科大学脳神経外科

○三善 健矢, 佐藤 慎平, 島田 泰良, 吉田 純, 小林 正和, 久保 慶高, 小笠原 邦昭

25. コイル塞栓術後に直達術を行った破裂大型中大脳動脈瘤の術中画像および病理学的所見
社会医療法人嵐陽会三之町病院脳神経外科

○小澤 常徳, 中川 忠, 森 宏, 鎌田 健一

26. 著しい徐脈を呈した両側傍正中視床梗塞の一例
医療法人泰庸会新潟脳外科病院

○本橋 邦夫, 恩田 清, 竹内 茂和, 藤本 剛士, 渡邉 幸之助, 武田 茂樹, 宮川 照夫,
山崎 一徳

12:05～13:05

特

別

講

演

座長：斉藤 明彦（新潟市民病院脳神経外科）

脳動脈瘤クリップ80年の歴史：産地新潟での講話
田中 雄一郎
聖マリアンナ医科大学脳神経外科
（共催：ミズホ株式会社）

13:10～14:05

特

別

企

画

座長：清水 宏明（秋田大学医学部附属病院脳神経外科）
松本 康史（広南病院血管内脳神経外科）

脳神経外科支部会・JSNET合同シンポジウム
「徹底討論！中大脳動脈瘤に対する治療方針」
中大脳動脈瘤に対する開頭術の治療成績

1東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野
2広南病院脳神経外科

3広南病院血管内脳神経外科

○遠藤 英徳1, 藤村 幹2, 遠藤 俊毅2, 佐藤 健一3, 松本 康史3, 冨永 悌二1

中大脳動脈瘤に対する脳血管内治療：自施設経験
1広南病院血管内脳神経外科
2広南病院脳神経外科

3東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野

○佐藤 健一1, 松本 康史1, 伊藤 明1, 藤村 幹2, 遠藤 英徳3, 遠藤 俊毅2, 冨永 悌二3
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中大脳動脈瘤に対する治療方針：clip firstの立場から
1秋田県立脳血管研究センター脳神経外科
2秋田大学大学院脳神経外科

○師井 淳太1, 石川 達哉1, 吉岡 正太郎1, 引地 堅太郎1, 小林 慎弥1, 國分 康平1,
大久保 敦也1, 古谷 伸春1, 吉川 剛平1, 吉田 泰之1, 清水 宏明2, 富樫 俊太郎2

可能な限りコイル塞栓術で治療した中大脳動脈瘤の治療成績
立川綜合病院循環器・脳血管センター脳神経外科

○阿部 博史，源甲斐 信行，鈴木 倫明

14:05～14:37

セッション７

座長：市川 優寛（福島県立医科大学医学部脳神経外科）

27. 経鼻内視鏡下頭蓋咽頭腫摘出における下垂体機能温存の可能性
1新潟大学脳研究所脳神経外科

2新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院

○米岡 有一郎1,2, 岡田 正康1, 中村 公彦1, 平石 哲也1, 佐野 正和1, 大石 誠1, 関 泰弘2,
秋山 克彦2, 藤井 幸彦1

28. 動眼神経麻痺で発症した海綿静脈洞内類上皮腫の1手術例
秋田大学大学院脳神経外科

○古山 陽佑, 富樫 俊太郎, 小野 隆裕, 高橋 和孝, 清水 宏明

29. 未破裂脳動脈瘤を合併した下垂体腺腫の３例
1新潟大学脳研究所脳神経外科学分野

2新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院脳神経外科

○温 城太郎1, 平石 哲也1, 菊池 文平1, 長谷川 仁1, 大石 誠1, 藤井 幸彦1, 米岡 有一郞2

30. 一期的に多発皮下・脊髄・腕神経叢腫瘍摘出術を行った神経線維腫症2型の1例
1福島県立医科大学脳神経外科学講座
2稲沢市民病院脳神経外科

○長井 健一郎1, 岩楯 兼尚1, 佐久間 潤1, 佐々木 寛人1, 原 正人2, 齋藤 清1

14:37

閉会の挨拶

会長：藤井 幸彦
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