
第64回（一社）日本脳神経外科学会東北支部会

現地＋WEB開催

事務局　秋 田 ⼤ 学 脳 神 経 外 科
〒010-8543 秋田県秋田市本道１−１−１
TEL：018−884−6140　FAX：018−836−2616

日時　　令和５年３月11日（土）
　　　　午前７時10分よりFD講習会
　　　　午前８時20分より本会開催

会場　　星陵オーディトリアム ２階講堂
　　　　（星陵会館､ 東北大学）
　
会長　　髙橋　和孝
　　　　秋田大学脳神経外科





新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策ににつついいてて参参加加者者のの皆皆様様へへ協協力力ののおお願願いい

１１．．以以下下にに該該当当すするる方方はは御御入入館館ををおお控控ええくくだだささいい。。

・・平平熱熱よよりりもも 11 度度以以上上のの熱熱、、風風邪邪様様症症状状、、味味覚覚・・嗅嗅覚覚障障害害、、だだるるいい等等のの体体調調不不良良ががああるる場場合合

・・新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症ややそそのの濃濃厚厚接接触触者者でで療療養養期期間間やや自自宅宅待待機機期期間間中中のの場場合合 等等

２２．．次次のの点点ににごご協協力力くくだだささいい：：施施設設入入口口ででのの検検温温、、会会場場内内ママススクク着着用用、、手手洗洗いい・・消消毒毒・・咳咳エエチチケケ

ッットトのの徹徹底底。。大大声声やや食食事事中中のの会会話話等等ははおお控控ええくくだだささいい。。

33．．飲飲食食可可能能エエリリアアはは 22 階階講講堂堂、、ラランンチチョョンンセセミミナナーー時時間間帯帯ののみみでですす。。そそれれ以以外外のの場場所所でではは、、必必

要要なな飲飲料料以以外外はは自自粛粛おお願願いいししまますす。。

44．．トトイイレレのの利利用用前前後後ののアアルルココーールル消消毒毒、、便便座座をを閉閉めめるるななどどおお願願いいししまますす。。

55..    建建物物備備ええ付付けけののゴゴミミ箱箱はは使使用用禁禁止止でですすののでで、、各各自自おお持持ちち帰帰りりくくだだささいい。。

66．．感感染染者者又又はは感感染染疑疑者者がが発発生生ししたた場場合合、、速速ややかかにに隔隔離離しし、、ココーールルセセンンタターーへへのの相相談談、、又又はは医医療療

機機関関のの受受診診等等のの案案内内をを行行いいまますす。。他他のの参参加加者者へへはは、、健健康康観観察察等等のの注注意意喚喚起起をを行行いいまますす。。

そそのの他他、、受受付付隣隣にに、、詳詳細細なな感感染染予予防防対対策策をを掲掲示示ししてておおりりまますすののでで、、ごご参参照照、、ごご留留意意下下ささいい。。
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第64回（一社）　日本脳神経外科学会　東北支部会学術集会

7:00～ 開場　
7:10～    8:10 FD講習会（領域講習対象）
8:20～    8:25 開会の挨拶　　 会長：髙橋和孝
8:25～    9:28 セッション１　血管障害①　

座長：面高俊介（東北大学）
　　　髙橋義晴（東北医科薬科大学）

9:29～    10:11 セッション２　脊髄・外傷・その他　　　　　　　　
座長：小野隆裕（秋田大学）

10:12～  11:15 セッション 3　血管障害②　　　　　　
座長：森田隆弘（弘前大学）
　　　前田卓哉（福島県立医科大学）

11:16～  11:51 セッション４　下垂体　　　
座長：佐浦宏明（岩手医科大学）

11:51～  13:00 休憩

12:00～  13:00
ランチョンセミナー
（領域講習対象）

座長：師井淳太
（秋田県立循環器・脳脊髄センター）

12:00～  13:00

日本脳神経外科学会
東北支部会

理事会・社員総会

13:00～  13:05 休憩
13:05～  13:47 セッション 5　良性腫瘍

座長：山田裕樹（山形大学）
13:48～  14:33 セッション 6　グリオーマ　

座長：棗田　学（新潟大学）
14:33～  14:35 閉会の挨拶　　　 会長：髙橋和孝

15:30～  第55回東北脳腫瘍研究会

『くも膜下出血治療　～ピヴラッツの使用経験～』
木村尚人（岩手県立中央病院）

共催：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
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【【ごご参参加加のの先先生生へへ】】
１１．． 会会期期

２２００２２３３年年３３月月１１１１日日（（土土））77：：1100～～1144：：3355（（予予定定））
２． 開開催催形形式式：：現現地地おおよよびび WWeebb 開開催催

現現地地開開催催場場所所：：星星陵陵オオーーデディィトトリリアアムム  22 階階講講堂堂（（星星陵陵会会館館､､東東北北大大学学））

東東北北大大学学病病院院 
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３３．． 参参加加登登録録

現現地地、、WWeebb 参参加加にに関関わわららずず、、以以下下アアドドレレススかかららオオンンラライインンににてて事事前前参参加加登登録録をを
行行っっててくくだだささいい。。  

https://app.payvent.net/embedded_forms/show/63c7d1d10fc4841085ba2a85

１１）） 事事前前参参加加登登録録期期間間

22002233 年年２２月月１１日日（（水水））正正午午～～３３月月１１００日日（（正正午午））

現現地地ででのの対対面面のの参参加加登登録録はは行行いいまませせんん。。必必ずずオオンンラライインンににてて事事前前参参加加登登録録ををおおすすまませせくくだだささ
いい。。

２２）） 参参加加費費：：ククレレジジッットトカカーードド決決済済ののみみ

御御注注意意ねねががいいまますす。。本本会会をを開開催催すするる星星陵陵オオーーデディィトトリリアアムム  22 階階講講堂堂はは新新型型ココロロナナ対対策策ののたた
めめ、、入入場場がが制制限限さされれてていいまますす。。現現地地参参加加ははススタタッッフフをを除除いいてて 110000 名名にに限限らられれまますす。。申申しし込込みみ多多
数数のの場場合合はは早早期期登登録録終終了了ととななりりまますす。。

３３）） 事事前前登登録録後後のの当当日日参参加加方方法法

現現地地参参加加：：ククレレジジッットトカカーードド決決済済がが完完了了すするるとと、、参参加加証証（（ネネーームムカカーードド））とと領領収収書書ががオオンンラライイ
ンンでで発発行行さされれまますす。。そそのの印印刷刷物物をを当当日日、、受受付付ににごご提提示示ししてて参参加加くくだだささいい。。

WWeebb 参参加加：：ククレレジジッットトカカーードド決決済済がが完完了了すするるとと、、参参加加登登録録いいたただだいいたたメメーールルアアドドレレススにに支支部部会会
開開催催日日のの約約 11 週週間間前前にに招招待待メメーールル（（ZZOOOOMM のの UURRLL、、ミミーーテティィンンググ IIDD ととパパススワワーードド））がが送送らられれ
まますす。。ごご利利用用のの上上、、当当日日ロロググイインンくくだだささいい。。

４４．．抄抄録録集集

会会員員宛宛にに事事前前にに郵郵送送さされれたたももののをを各各自自ごご持持参参、、ごご確確認認くくだだささいい。。後後日日、、ホホーームムペペーージジよよりりダダウウンンロロ
ーードド可可能能でですす。。別別にに必必要要なな方方はは参参加加登登録録画画面面かかららおお申申しし込込みみくくだだささいい。。１１部部 33000000 円円でですす。。

５５．．ククロローークク：：ココロロナナ状状況況等等にによよりり、、設設置置ででききなないい可可能能性性ががあありりまますす。。そそのの場場合合ははごご了了承承くくだだささいい。。
６６．．共共催催セセミミナナーー（（ラランンチチョョンンセセミミナナーー33 月月 1111 日日（（土土））1122：：0000～～1133：：0000））のの整整理理券券はは配配布布ししまませせんん。。

７７．．第第 2255 回回東東北北支支部部会会 理理事事会会・・社社員員総総会会

日日時時：：  33 月月 1111 日日（（土土）） 1122：：0000～～1133：：0000

参参加加のの皆皆様様ににはは別別途途、、東東北北支支部部会会よよりり案案内内ががごござざいいまますす。。

８８．．撮撮影影・・録録音音：：現現地地会会場場・・WWeebb 配配信信にに関関わわららずず、、発発表表者者やや  学学術術総総会会事事務務局局のの許許可可ががなないい撮撮影影・・録録音音
はは禁禁止止ささせせてていいたただだききまますす。。

会会員員 現現地地参参加加 円円
会会員員 参参加加 円円
非非会会員員 現現地地参参加加 円円
非非会会員員 参参加加 円円
学学生生（（院院生生をを除除くく）） 無無料料
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９９．．日日本本脳脳神神経経外外科科学学会会のの学学会会参参加加単単位位、、領領域域講講習習単単位位のの取取得得をを希希望望さされれるる方方へへ

オオンンラライインンででのの事事前前参参加加登登録録をを済済まませせてていいるるここととがが必必要要でですす。。

現現地地参参加加のの方方

１１）） 学学会会参参加加単単位位：：会会場場ににてて、、学学会会会会員員証証（（右右、、IICC カカーードド））をを利利用用ししてて
行行いいまますす。。忘忘れれずずにに、、会会員員証証（（IICC カカーードド））ををごご持持参参くくだだささいい。。

２２）） 領領域域講講習習単単位位：：同同様様にに会会員員証証（（IICC カカーードド））をを用用いいてて、、会会場場前前にに設設置置
さされれてていいるる受受付付端端末末をを用用いい、、来来場場・・退退場場時時のの領領域域講講習習受受付付ををししててくく
だだささいい。。領領域域講講習習にに認認定定さされれたた下下記記セセッッシショョンンのの聴聴講講でで 11 単単位位をを取取
得得ででききまますす。。そそれれぞぞれれ、、5500 分分以以上上のの聴聴講講がが必必要要でですす。。

・・FFDD ココーースス   ：：33 月月 1111 日日（（土土））   77：：1100 ～～ 88：：1100

・・ラランンチチョョンンセセミミナナーー：：33 月月 1111 日日（（土土）） 1122：：0000 ～～ 1133：：0000

          注注意意事事項項：：会会員員証証にによよるる受受付付記記録録がが参参加加証証明明ののすすべべててににななりりまますす。。脳脳神神経経外外科科学学会会でではは、、如如何何なな

るる理理由由ででもも自自己己申申告告はは受受けけ付付けけてておおりりまませせんん。。領領域域講講習習受受付付（（チチェェッッククイインン//チチェェッッククアアウウトト））

をを忘忘れれずずにに行行っっててくくだだささいい。。【【入入室室時時】】とと【【退退室室時時】】のの両両方方、、必必ずず端端末末ににかかざざししててくくだだささいい。。入入

退退室室どどちちららかか  のの記記録録ししかか確確認認ででききなないい場場合合、、受受講講認認定定ははででききまませせんん。。ままたた、、取取得得ししたた領領域域講講習習

のの単単位位数数はは、、日日本本脳脳神神経経外外科科学学会会ホホーームムペペーージジのの会会員員専専用用ペペーージジにに反反映映さされれるるままでで（（22002233 年年 66

月月以以降降予予定定））ごご自自身身でで単単位位取取得得をを記記録録ししててくくだだささいい。。運運営営事事務務局局でではは把把握握ししまませせんん。。

WWeebb 参参加加のの方方

１１）） ラライイブブ配配信信をを、、３３月月 1111 日日（（土土））77：：1100～～1144：：3355 頃頃（（終終了了））ままでで行行いいまますす（（FFDD 講講習習、、ラランンチチョョ

ンンセセミミナナーー含含むむ））。。ZZoooomm にによよるる配配信信でですす。。事事前前参参加加登登録録後後にに登登録録メメーールルアアドドレレススへへ送送付付さされれるる招招
待待メメーールルにに UURRLL、、ミミーーテティィンンググ IIDD ととパパススワワーードドががあありりまますす。。

２２）） 学学会会参参加加単単位位、、領領域域講講習習（（FFDD 講講習習、、ラランンチチョョンンセセミミナナーー））単単位位ののいいずずれれもも、、ZZOOOOMM ロロググイインン

記記録録でで参参加加確確認認をを行行いいまますす。。確確実実なな参参加加確確認認ののたためめ、、参参加加すするる際際、、名名前前はは「「所所属属・・漢漢字字⽒⽒名名

（（例例：：秋秋田田大大学学・・秋秋田田次次郎郎））」」ととししててくくだだささいい。。そそれれ以以外外のの参参加加名名でで参参加加すするるとと、、学学会会かからら単単位位認認

定定がが得得らられれなないいここととががあありりまますす。。

33））オオンンデデママンンドド配配信信ははあありりまませせんん。。

1100．．当当日日のの進進行行ににつついいてて

【【座座長長のの皆皆様様へへ】】

11))  現現地地参参加加のの場場合合：：ごご担担当当セセッッシショョンン開開始始のの 1155 分分前前ままででにに各各会会場場のの次次座座長長席席へへおお越越ししくくだだささいい

22))  WWEEBB 参参加加のの場場合合：：ごご担担当当セセッッシショョンン開開始始のの 3300 分分前前ままででにに指指定定のの UURRLL でで入入室室ししててくくだだささいい。。

ごご担担当当セセッッシショョンンのの開開始始時時間間ににななりりままししたたらら、、ビビデデオオ・・ママイイククををオオンンににししててセセッッシショョンンのの進進行行ををおお

願願いいいいたたししまますす。。リリモモーートトででははタタイイママーー表表示示がが出出来来まませせんんののでで、、ごご自自身身ででセセッッシショョンン時時間間のの管管理理をを

おお願願いいししまますす。。発発表表時時間間 55 分分、、討討論論 22 分分でですす。。終終了了時時間間のの厳厳守守ををおお願願いいししまますす。。
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セセッッシショョンン中中にに、、WWEEBB 上上でで解解決決困困難難なな問問題題がが生生じじたた場場合合、、事事前前登登録録いいたただだいいたた緊緊急急連連絡絡用用電電話話番番号号

にに電電話話でで連連絡絡ささせせてていいたただだくく可可能能性性あありりまますす。。ごご了了承承ののほほどどよよろろししくくおお願願いいいいたたししまますす。。

【【発発表表者者のの皆皆様様へへ】】
 個個人人情情報報保保護護法法にに関関すするるおお願願いい：：ごご発発表表内内容容にに関関ししてて演演者者がが患患者者ののププラライイババシシーー保保護護のの観観点点かからら

十十分分なな注注意意をを払払いい、、ごご発発表表いいたただだくくよよううおお願願いいししまますす。。

 ススラライイドドでで、、CCOOII（（利利益益相相反反））おおよよびび、、倫倫理理委委員員会会承承認認番番号号（（ああるる場場合合））のの提提示示ををおお願願いいししまますす。。

 ススラライイドドササイイズズはは 44::33 ままたたはは 1166  ::  99  、、発発表表時時間間 55 分分、、討討論論 22 分分でですす。。時時間間厳厳守守ををおお願願いいししまますす。。

 現現地地会会場場ででのの発発表表
・・発発表表形形式式はは PPCC  にによよるる 11  面面映映写写でですす。。発発表表予予定定時時刻刻のの 3300  分分前前ままででにに UUSSBB メメモモリリままたたははごご自自

身身ののノノーートト PPCC  をを PPCC  受受付付ににおお持持ちちいいたただだきき、、受受付付・・試試写写をを済済まませせててくくだだささいい。。

・・発発表表デデーータタはは MMiiccrroossoofftt  PPoowweerrPPooiinntt  でで作作成成ををおお願願いいししまますす。。フファァイイルル名名はは【【演演題題番番号号（（半半角角））】】

【【⽒⽒名名】】：：（（例例））11--1100  秋秋田田三三郎郎..ppppttxx。。フフォォンントトはは WWiinnddoowwss  にに標標準準搭搭載載ののもものの、、ススラライイドドササイイズズ

はは 44::33 ままたたはは 1166  ::  99 ととししててくくだだささいい。。

・・MMaacciinnttoosshh  ををごご利利用用のの方方はは、、ごご自自身身のの PPCC とと外外部部出出力力ののたためめののケケーーブブルルををごご持持参参くくだだささいい。。

UUSSBB メメモモリリででののデデーータタ持持込込はは、、MMaacciinnttoosshh ににはは対対応応ししてておおりりまませせんん。。

【【ノノーートト PPCC  をを持持ちち込込ままれれるる方方へへ】】

①① 外外部部モモニニタターー接接続続端端子子ををごご確確認認のの上上、、ココネネククタタをを必必要要ととすするる場場合合はは必必ずずごご持持参参くくだだささいい。。学学会会
でではは HHDDMMII  対対応応ののケケーーブブルルをを用用意意いいたたししまますす。。
②② 外外部部モモニニタターー接接続続、、ススククリリーーンンセセーーババーーとと省省電電力力設設定定解解除除ををおお願願いいししまますす。。
③③ AACC アアダダププタターー、、ババッッククアアッッププデデーータタはは、、必必ずずごご持持参参くくだだささいい。。
④④ 発発表表後後はは、、発発表表会会場場内内のの PPCC  オオペペレレーータターー席席ににてて、、ごご自自身身のの PPCC  ををおお受受けけ取取りりくくだだささいい。。
⑤⑤ ススムムーーズズなな進進行行ののたためめにに「「発発表表者者ツツーールル」」のの使使用用ははおお控控ええくくだだささいい。。
⑥⑥ 動動画画やや音音声声ををごご使使用用ににななるる場場合合はは、、PPCC  受受付付ににてて必必ずずオオペペレレーータターーににおお申申しし出出くくだだささいい。。

55))    WWEEBB ででのの発発表表

・・ごご発発表表セセッッシショョンン開開始始のの 3300 分分前前ままででににはは ZZOOOOMM にに入入室室ししててくくだだささいい。。発発表表時時間間ににななりりままししたた

らら、、座座長長よよりりごご紹紹介介ががごござざいいまますす。。画画面面共共有有ににてて、、ビビデデオオ・・ママイイククををオオンンににししてて発発表表くくだだささいい。。
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プログラム 

7 :10～   FD 講習会                            事務局 

                                                                                              

８:20～   開会挨拶                             会長 髙橋 和孝 

                                                                                               

                                                                                               

8:25-9:28 セッション１ 血管障害１    

座長：面高俊介（東北大学），髙橋義晴（東北医科薬科大学） 

                                                                                              

１．80 歳以上の高齢者に対する血栓回収療法の現状  

１大崎市民病院脳神経外科 

〇日下 亮 1, 西嶌 泰生 1, 加藤 侑哉 1, 吉田 昌弘 1, 熊井 萌 1 

２．最新型 CT を用いたフローダイバーター治療後画像診断の工夫 

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 

〇佐野 顕史 1, 近藤 礼 1, 皆川 大悟 1, 佐々木 康介 1, 山木 哲 1, 久下 淳史 1, 園田 順彦２   

３．頚動脈内膜剥離術における手術手技の工夫 

1 山形市立病院済生館脳卒中センター, ２山形市立病院済生館脳卒中センター,  

3 山形大学医学部脳神経外科 

〇山木 哲 1, 近藤 礼 1, 皆川 大悟 2, 佐々木 康介 1, 佐野 顕史 1, 久下 淳史 1, 園田 順彦 3 

４．前脊髄動脈瘤を伴う頭蓋頚椎移行部 Epidural AVF に対するシャント離断術において内視鏡下インドシ

アニングリーン蛍光 

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 

〇石田 朋久 1, 川口 奉洋 1, 遠藤 英徳 1, 鹿毛 淳史 1, 坂田 洋之 2, 冨永 悌二 3 

５． クラゾセンタン投与後に生じた伝音性難聴の２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 

佐々木 康介 1,, 近藤 礼 1,, 皆川 大悟 1,, 佐野 顕史 1,, 山木 哲 1,, 久下 淳史 1,, 園田 順彦 2 

６．脳外科手術 40 年後に発症した脳アミロイドアンギオパチー関連脳出血 の一例 

1 秋田県立循環器・脳脊髄センター脳神経外科, 2 秋田県立循環器・脳脊髄センター研究所  

脳神経病理学研究部, 3 秋田赤十字病院脳神経外科 

〇古谷 伸春 1, 師井 淳太 1, 武藤 達士 1, 阿部 考貢 1, 吉田 泰之 1, 青野 弘明 1, 宮田 元 2,  

丸屋 淳 3, 石川 達哉 1  

 

 



７７．．椎椎骨骨動動脈脈解解離離類類似似のの WWaalllleennbbeerrgg 症症候候群群をを呈呈ししたた肺肺動動静静脈脈瘻瘻にによよるる奇奇異異性性脳脳塞塞栓栓症症のの 11 例例
11 長長岡岡中中央央綜綜合合病病院院脳脳神神経経外外科科,,  22 新新潟潟大大学学脳脳研研究究所所脳脳神神経経外外科科学学分分野野

〇〇磯磯貝貝  将将 11,,  鈴鈴木木  倫倫明明 22,,  加加藤藤  俊俊一一 11,,  谷谷口口  禎禎規規 11

８８．．左左 PPIICCAA 閉閉塞塞にによよるる小小脳脳梗梗塞塞後後のの水水頭頭症症にに対対ししてて神神経経内内視視鏡鏡下下小小脳脳内内減減圧圧術術をを行行っったた一一例例
11 福福島島県県立立医医科科大大学学脳脳神神経経外外科科学学講講座座,,  22 福福島島労労災災病病院院脳脳神神経経外外科科

〇〇卯卯月月  大大 11,,  根根本本  未未緒緒 22,,  齋齋藤藤  清清 22

９９．．左左心心耳耳閉閉鎖鎖デデババイイスス留留置置後後ににデデババイイスス関関連連血血栓栓症症にによよるる脳脳塞塞栓栓症症をを呈呈ししたた一一例例

山山形形大大学学医医学学部部脳脳神神経経外外科科

〇〇田田中中  将将大大,,  佐佐藤藤  慎慎治治,,  佐佐竹竹  洸洸亮亮,,  五五十十嵐嵐  晃晃平平,,  本本間間  博博,,  小小久久保保  安安昭昭,,  園園田田  順順彦彦

                                                                                              

99::2299～～1100::1111  セセッッシショョンン２２ 脊脊椎椎・・外外傷傷・・機機能能・・そそのの他他

座座長長：：小小野野隆隆裕裕（（秋秋田田大大学学））

                                                                                                                                                                                

1100．．高高齢齢者者 CChhiiaarrii  ⅠⅠ型型奇奇形形のの 11 手手術術例例

山山形形大大学学医医学学部部脳脳神神経経外外科科

〇〇佐佐竹竹  洸洸亮亮,,  伊伊藤藤  美美以以子子,,  本本間間  博博,,  園園田田  順順彦彦

1111．．頚頚椎椎、、腰腰椎椎のの２２重重病病変変のの手手術術治治療療のの経経験験

会会医医療療法法人人将将道道会会総総合合南南東東北北病病院院脳脳神神経経外外科科

〇〇松松島島  忠忠夫夫,,  齋齋藤藤  真真,,  窪窪田田  圭圭一一,,  奥奥山山  澄澄人人,,  松松山山  純純子子,,  竹竹村村  篤篤人人,,  西西村村  真真実実
1122．．急急性性期期頭頭部部外外傷傷例例ににおおけけるる抗抗凝凝固固薬薬中中和和とと血血栓栓塞塞栓栓性性合合併併症症ににつついいててのの検検討討

11 仙仙台台市市立立病病院院脳脳神神経経外外科科,,  22 東東北北大大学学大大学学院院医医学学系系研研究究科科神神経経外外科科学学分分野野

〇〇永永井井  新新 11,,  刈刈部部  博博 11,,  成成澤澤  ああゆゆみみ 11,,  亀亀山山  元元信信 11,,  冨冨永永  悌悌二二 22

1133．．眼眼窩窩上上骨骨折折にによよるる眼眼球球運運動動障障害害にに対対ししてて骨骨片片除除去去をを行行っったた 11 例例

弘弘前前大大学学医医学学部部脳脳神神経経外外科科

○○水水上上  藍藍,,  斉斉藤藤  敦敦志志,,  浅浅野野  研研一一郎郎,,  森森田田  隆隆弘弘,,  角角田田  聖聖英英,,  藤藤原原  望望,,  木木下下  翔翔平平,,  柳柳谷谷  啓啓太太,,  

渡渡邉邉  亮亮太太,,  上上野野  浩浩太太  

1144．．ノノカカルルジジアア脳脳膿膿瘍瘍のの治治療療経経験験
11 大大館館市市立立総総合合病病院院脳脳神神経経外外科科,,  22 由由利利組組合合総総合合病病院院脳脳神神経経外外科科

〇〇古古山山  陽陽佑佑 11,,  島島田田  直直也也 11,,  仙仙北北谷谷  直直幹幹 22,,  井井上上  秀秀之之 11

1155.. 当当院院ににおおけけるるシシャャンントト術術にによよるる合合併併症症にに関関すするる検検討討

平平鹿鹿総総合合病病院院脳脳神神経経外外科科  

〇〇鈴鈴木木  隼隼士士,,  近近藤藤  類類,,  國國分分  康康平平,,  伏伏見見  進進
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1100::1122～～1111::1155  セセッッシショョンン３３ 血血管管障障害害２２

座座長長：：森森田田隆隆弘弘（（弘弘前前大大学学）），，前前田田卓卓哉哉（（福福島島県県立立医医科科大大学学））

                                                                                                                                                                                                  

1166..  巨巨大大血血栓栓化化左左内内頚頚動動脈脈瘤瘤にに対対しし,,SSTTAA--MMCCAA  bbyyppaassss おおよよびび母母血血管管閉閉塞塞をを行行っったた 11 例例

弘弘前前大大学学医医学学部部脳脳神神経経外外科科

〇〇柳柳谷谷  啓啓太太,,  上上野野  浩浩太太,,  木木下下  翔翔平平,,  角角田田  聖聖英英,,  水水上上  藍藍,,  渡渡邉邉  亮亮太太,,  藤藤原原  望望,,  森森田田  隆隆弘弘,,  

  浅浅野野  研研一一郎郎,,  斉斉藤藤  敦敦志志

1177．．巨巨大大内内頚頚動動脈脈瘤瘤にに対対すするるババイイパパスス併併用用頚頚部部内内頚頚動動脈脈結結紮紮術術後後にに生生じじたた CCaarroottiidd  SSttuummpp  SSyynnddrroommee：：

親親動動脈脈閉閉塞塞ににおおけけるる ppiittffaallll
11 秋秋田田県県立立循循環環器器・・脳脳脊脊髄髄セセンンタターー脳脳神神経経外外科科,,  22 秋秋田田大大学学大大学学院院脳脳神神経経外外科科

○○阿阿部部  考考貢貢 11,,  22,,  清清水水  宏宏明明 22

1188．．非非外外傷傷性性海海綿綿静静脈脈洞洞部部内内頚頚動動脈脈瘤瘤のの破破裂裂にによよっってて鼻鼻出出血血ををききたたししたた一一例例

弘弘前前大大学学医医学学部部脳脳神神経経外外科科

〇〇藤藤原原  望望,,  森森田田  隆隆弘弘,,  水水上上  藍藍,,  渡渡邉邉  亮亮太太,,  斎斎藤藤  敦敦志志

1199．．破破裂裂急急性性期期にに血血栓栓化化閉閉塞塞ししたた中中大大脳脳動動脈脈遠遠位位部部紡紡錘錘状状脳脳動動脈脈瘤瘤のの一一例例
11 長長岡岡赤赤十十字字病病院院脳脳神神経経外外科科,,  22 新新潟潟大大学学脳脳研研究究所所病病理理学学分分野野

〇〇大大倉倉  良良太太 11,,  岡岡田田  拓拓也也 11,,  本本橋橋  邦邦夫夫 11,,  齋齋藤藤  理理恵恵 22,,  高高尾尾  哲哲郎郎 11

2200．．くくもも膜膜下下出出血血発発症症、、数数日日後後にに発発見見さされれたた脳脳底底動動脈脈穿穿通通枝枝瘤瘤のの一一例例

山山形形県県立立中中央央病病院院脳脳神神経経外外科科

〇〇大大久久保保  升升誉誉,,  瀬瀬尾尾  恭恭一一,,  神神保保  康康志志,,  菅菅井井  努努,,  熊熊谷谷  孝孝  

2211．．血血行行再再建建術術後後にに側側副副血血行行路路上上ににおおけけるる微微小小動動脈脈瘤瘤のの早早期期縮縮小小をを認認めめたたももややももやや病病のの一一例例
11 広広南南病病院院脳脳神神経経外外科科,,  22 東東北北大大学学病病院院脳脳神神経経外外科科

〇〇村村上上  遥遥 11,,  遠遠藤藤  英英徳徳 11,,  鹿鹿毛毛  淳淳史史 11,,  川川口口  奉奉洋洋 11,,  冨冨永永  悌悌二二 22

2222.. 血血管管内内治治療療後後のの脳脳動動脈脈瘤瘤再再発発にに対対ししババイイパパスス術術がが有有効効ででああっったた 11 例例
11 岩岩手手県県立立中中央央病病院院脳脳神神経経外外科科,,  22 東東北北大大学学大大学学院院医医学学系系研研究究科科神神経経外外科科学学分分野野,,  
33 岩岩手手県県立立中中央央病病院院脳脳神神経経内内科科

○○水水野野  敬敬悟悟 11,,  木木村村  尚尚人人 11,,  横横沢沢  路路子子 11,,  菅菅原原  孝孝行行 11,,  伊伊藤藤  明明 11,,  内内田田  浩浩喜喜 22,,  土土井井尻尻  遼遼介介 33,,  

園園田田  卓卓司司 33,,  大大井井  清清貴貴 33,,  冨冨永永  悌悌二二 22

2233．．MM22  動動脈脈瘤瘤にに対対ししてて iinntteerrlloocckkiinngg  cclliippppiinngg をを行行ううたためめのの工工夫夫：：MM22  ppllaannee  rroottaattiioonn  tteecchhnniiqquuee のの有有用用性性
11 岩岩手手県県立立東東和和病病院院,,  22 岩岩手手県県立立中中部部病病院院脳脳神神経経外外科科,,  33 岩岩手手医医科科大大学学脳脳神神経経外外科科

〇〇柳柳原原  普普 11,,  小小島島  大大吾吾 22,,  松松本本  昌昌泰泰 22,,  佐佐藤藤  慎慎平平 22,,  樫樫村村  博博史史 22,,  赤赤松松  洋洋祐祐 33,,  久久保保  慶慶高高 33,,  

小小笠笠原原  邦邦昭昭 33
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2244．．病病変変にに近近接接すするる ppsseeuuddoo--rreessiidduuaall  nniidduuss をを認認めめたた ppiiaall  aarrtteerriioovveennoouuss  ffiissttuullaa のの一一手手術術例例
11 秋秋田田県県立立循循環環器器・・脳脳脊脊髄髄セセンンタターー脳脳神神経経外外科科,,  22 大大曲曲厚厚生生医医療療セセンンタターー脳脳神神経経外外科科,,  
33 秋秋田田大大学学大大学学院院医医学学研研究究科科 脳脳神神経経外外科科

○○青青野野  弘弘明明 11,,  師師井井  淳淳太太 11,,  吉吉田田  泰泰之之 11,,  阿阿部部  考考貢貢 11,,  古古谷谷  伸伸春春 11,,  武武藤藤  達達士士 11,,  工工藤藤  絵絵里里奈奈 22,,  

大大前前  智智也也 22,,  柳柳澤澤  俊俊晴晴 22,,  清清水水  宏宏明明 33

                                                                                                                                                                                            

1111::1166～～1111::5511  セセッッシショョンン 44 下下垂垂体体

座座長長：：佐佐浦浦宏宏明明（（岩岩手手医医科科大大学学））

                                                                                                                                                                                              

2255..  ソソママトトススタタチチンン受受容容体体のの発発現現変変化化をを示示ししたた再再発発性性 AACCTTHH 産産生生下下垂垂体体腫腫瘍瘍  のの一一例例
11 新新潟潟大大学学脳脳研研究究所所脳脳神神経経外外科科学学分分野野,,  22 新新潟潟大大学学地地域域医医療療ｾｾﾝﾝﾀﾀｰー魚魚沼沼基基幹幹病病院院脳脳神神経経外外科科,,  
33 新新潟潟大大学学脳脳研研究究所所病病理理学学分分野野

○○高高橋橋  明明浩浩 11,,  岡岡田田  正正康康 11,,  志志田田  和和樹樹 11,,  藤藤原原  秀秀元元 11,,  中中山山  遥遥子子 11,,  米米岡岡  有有一一郎郎 22,,  大大石石  誠誠 11,,  

柿柿田田  明明美美 33,,  藤藤井井  幸幸彦彦 11

2266.. TTrraannss--sseellllaarr  aannaassttoommoossiiss をを伴伴うう片片側側内内頚頚動動脈脈無無形形成成にに合合併併ししたた下下垂垂体体腺腺腫腫のの一一例例
11 広広南南病病院院脳脳神神経経外外科科,,  22 広広南南病病院院血血管管内内脳脳神神経経外外科科,,  33 東東北北大大学学大大学学院院医医学学系系研研究究科科神神経経外外科科学学分分野野

○○和和泉泉  健健大大龍龍 11,,  石石田田  朋朋久久 11,,  坂坂田田  洋洋之之 22,,  川川口口  奉奉洋洋 11,,  冨冨永永  悌悌二二 33

2277.. ララトトケケ嚢嚢胞胞かかららトトルルココ鞍鞍部部黄黄色色肉肉芽芽腫腫にに移移行行ししたたとと考考ええらられれるる石石灰灰化化をを有有ししたた嚢嚢胞胞性性下下垂垂体体病病変変のの
11 例例

福福島島県県立立医医科科大大学学脳脳神神経経外外科科学学講講座座

○○菊菊田田  春春彦彦,,  神神宮宮字字  伸伸哉哉,,  鳴鳴瀬瀬  悠悠,,  長長井井  健健一一郎郎,,  藤藤井井  正正純純

2288.. ララトトケケ嚢嚢胞胞にによよるる ooppttiicc  ttrraacctt のの浮浮腫腫にに対対ししててスステテロロイイドドパパルルスス療療法法がが奏奏功功ししたた一一例例

岩岩手手医医科科大大学学脳脳神神経経外外科科

○○藤藤本本  健健太太郎郎,,  佐佐浦浦  宏宏明明,,  大大志志田田  創創太太郎郎,,  小小笠笠原原  邦邦昭昭

2299.. 内内視視鏡鏡下下経経鼻鼻アアププロローーチチにによよりり全全摘摘出出ししたた斜斜台台下下部部脊脊索索腫腫のの 11 例例
11 福福島島県県立立医医科科大大学学脳脳神神経経外外科科学学講講座座,,  22 愛愛知知医医科科大大学学脳脳神神経経外外科科

○○長長井井  健健一一郎郎 11,,  神神宮宮字字  伸伸哉哉 11,,  菊菊田田  春春彦彦 11,,  渡渡邉邉  督督 22,,  藤藤井井  正正純純 11

1122::0000～～1133::0000    日日本本脳脳神神経経外外科科学学会会東東北北支支部部会会理理事事会会・・社社員員総総会会
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1122::0000～～1133::0000    ラランンチチョョンンセセミミナナーー（（領領域域講講習習対対象象））

座座長長：：師師井井淳淳太太（（秋秋田田県県立立循循環環器器・・脳脳脊脊髄髄セセンンタターー））

『『くくもも膜膜下下出出血血治治療療 ～～ピピヴヴララッッツツのの使使用用経経験験～～』』

木木村村尚尚人人（（岩岩手手県県立立中中央央病病院院））

共共催催：：イイドドルルシシアアフファァーーママシシュューーテティィカカルルズズジジャャパパンン株株式式会会社社

                                                                                                                                                                                            

1133::0055～～1133::4477  セセッッシショョンン５５ 良良性性腫腫瘍瘍

座座長長：：山山田田裕裕樹樹（（山山形形大大学学））

                                                                                                                                                                                            

3300．．異異ななるる組組織織型型のの多多発発性性髄髄膜膜腫腫にに対対ししてて一一期期的的にに腫腫瘍瘍摘摘出出術術をを施施行行ししたた一一例例
11 岩岩手手県県立立中中央央病病院院脳脳神神経経外外科科,,  22 岩岩手手県県立立中中央央病病院院病病理理診診断断科科

〇〇町町田田  哲哲樹樹 11,,  横横沢沢  路路子子 11,,  水水野野  敬敬悟悟 11,,  伊伊藤藤  明明 11,,  木木村村  尚尚人人 11,,  小小野野  貞貞英英 22,,  菅菅原原  孝孝行行 11

3311．．巨巨大大円円蓋蓋部部髄髄膜膜腫腫のの 11 例例
11 国国立立病病院院機機構構仙仙台台医医療療セセンンタターー脳脳神神経経外外科科,,  22 国国立立病病院院機機構構仙仙台台医医療療セセンンタターー臨臨床床検検査査科科病病理理部部,,  
33 東東北北大大学学大大学学院院医医学学系系研研究究科科神神経経外外科科学学分分野野

〇〇佐佐々々木木  慶慶介介 11,,  梶梶谷谷  卓卓未未 11,,  佐佐藤藤  健健一一 11,,  田田代代  亮亮介介 11,,  佐佐藤藤  元元彦彦 11,,  鈴鈴木木  博博義義 22,,  江江面面  正正幸幸 11,,

上上之之原原  広広司司 11,,  冨冨永永  悌悌二二 33

3322．．円円蓋蓋髄髄膜膜腫腫摘摘出出後後にに遅遅発発性性にに髄髄液液鼻鼻漏漏をを繰繰りり返返ししたた嗅嗅裂裂部部髄髄膜膜瘤瘤のの 11 例例
11 岩岩手手医医科科大大学学脳脳神神経経外外科科,,  22 岩岩手手医医科科大大学学耳耳鼻鼻咽咽喉喉科科

〇〇佐佐浦浦  宏宏明明 11,,  三三善善  健健矢矢 11,,  佐佐藤藤  慎慎平平 11,,  藤藤本本  健健太太郎郎 11,,  大大志志田田  創創太太郎郎 11,,  桑桑島島  秀秀 22,,  

小小笠笠原原  邦邦昭昭 11

3333．．ガガンンママナナイイフフ治治療療 3300 年年後後にに聴聴神神経経鞘鞘腫腫内内にに発発生生ししたた放放射射線線誘誘発発性性血血管管腫腫瘍瘍病病変変のの 11 例例
11 東東北北医医科科薬薬科科大大学学脳脳神神経経外外科科,,  22 古古川川星星陵陵病病院院鈴鈴木木二二郎郎記記念念ガガンンママハハウウスス

〇〇高高橋橋  義義晴晴 11,,  遠遠藤藤  俊俊毅毅 11,,  針針生生  新新也也 11,,  川川岸岸  潤潤 22,,  城城倉倉  英英史史 22,,  佐佐々々木木  達達也也 22

3344．．対対側側のの前前庭庭神神経経鞘鞘腫腫のの圧圧迫迫にによよるる三三叉叉神神経経痛痛がが BBlliinnkk  rreefflleexx  RR11 波波のの異異常常かからら術術前前にに推推定定ででききたた 11 手手
術術例例
11 岩岩手手県県立立大大船船渡渡病病院院脳脳神神経経外外科科,,  22 岩岩手手医医科科大大学学脳脳神神経経外外科科,,  33 岩岩手手医医科科大大学学臨臨床床検検査査科科

〇〇大大志志田田  創創太太郎郎 11,,  佐佐浦浦  宏宏明明 22,,  柳柳原原  普普 22,,  藤藤本本  健健太太郎郎 22,,  長長澤澤  和和樹樹 33,,  赤赤松松  洋洋祐祐 22,,  小小笠笠原原  邦邦昭昭 22

3355.. ココララーーゲゲンン使使用用吸吸収収性性人人工工硬硬膜膜使使用用後後のの症症候候性性脳脳腫腫脹脹にによよりり再再手手術術とと長長期期経経過過観観察察をを要要ししたた 11 例例

山山形形大大学学医医学学部部脳脳神神経経外外科科

〇〇近近藤藤  大大祐祐,,  山山田田  裕裕樹樹,,  佐佐竹竹  洸洸亮亮,,  菊菊地地  慈慈,,  園園田田  順順彦彦
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1133::4488～～1144::3333  セセッッシショョンン６６ ググリリオオーーママ

座座長長：：棗棗田田 学学（（新新潟潟大大学学））

3366．．非非定定型型髄髄膜膜腫腫とと神神経経膠膠芽芽腫腫のの CCoolllliissiioonn  ttuummoorr のの 11 例例
11 新新潟潟大大学学脳脳研研究究所所脳脳神神経経外外科科学学分分野野,,  22 新新潟潟大大学学脳脳研研究究所所病病理理学学分分野野,,  
33 新新潟潟大大学学脳脳研研究究所所トトラランンススレレーーシショョナナルル研研究究分分野野

〇〇上上野野  明明日日佳佳 11,,  高高橋橋  陽陽彦彦 11,,  坂坂井井  貴貴一一 11,,  齋齋藤藤  太太希希 11,,  中中山山  遥遥子子 11,,  塚塚本本  佳佳広広 11,,  棗棗田田  学学 11,,  

清清水水  宏宏 22,,  岡岡本本  浩浩一一郎郎 33,,  大大石石  誠誠 11,,  柿柿田田  明明美美 22,,  藤藤井井  幸幸彦彦 11

3377．．側側脳脳室室三三角角部部腫腫瘍瘍にによよりり内内側側側側頭頭葉葉ててんんかかんんのの臨臨床床像像をを呈呈ししたた毛毛様様細細胞胞性性星星細細胞胞腫腫のの一一例例
11 東東北北大大学学大大学学院院医医学学系系研研究究科科神神経経外外科科学学分分野野,,  22 東東北北大大学学医医学学系系研研究究科科小小児児病病態態学学分分野野

○○庄庄司司  薫薫 11,,  大大沢沢  伸伸一一郎郎 11,,  金金森森  政政之之 11,,  下下田田  由由輝輝 11,,  及及川川  善善嗣嗣 22,,  植植松松  貢貢 22,,  冨冨永永  悌悌二二 11

3388．．間間脳脳症症候候群群をを呈呈ししたた  OOppttiicc  ppaatthhwwaayy//hhyyppootthhaallaammiicc  ppiillooccyyttiicc  aassttrrooccyyttoommaa((OOHHPPAA))のの一一例例
11 山山形形大大学学医医学学部部脳脳神神経経外外科科,,  22 山山形形大大学学医医学学部部病病理理学学,,  33 山山形形大大学学医医学学部部小小児児科科

○○菊菊地地  慈慈 11,,  松松田田  憲憲一一朗朗 11,,  水水戸戸部部  祐祐太太 11,,  樺樺澤澤  崇崇允允 22,,  北北岡岡  匠匠 22,,  大大江江  倫倫太太郎郎 22,,  二二口口  充充 22,,  

佐佐藤藤  裕裕子子 33,,  目目黒黒  亨亨 33,,  簡簡野野  美美弥弥子子 33,,  三三井井  哲哲夫夫 33,,  園園田田  順順彦彦 11

3399．．SSyyllvviiaann  cciisstteerrnn 内内へへ eexxoopphhyyttiicc  ggrroowwtthh  ppaatttteerrnn をを呈呈ししたた CCyyssttiicc  gglliioommaa  ((ccoommppoossiittee  PPXXAA--GGGG))のの 11 手手術術例例
11 岩岩手手県県立立中中部部病病院院脳脳神神経経外外科科,,  22 岩岩手手医医科科大大学学脳脳神神経経外外科科,,  33 岩岩手手医医科科大大学学病病理理診診断断学学講講座座,,
44 弘弘前前大大学学病病理理診診断断学学講講座座

○○小小島島  大大吾吾 11,,  松松本本  昌昌泰泰 11,,  佐佐藤藤  慎慎平平 22,,  樫樫村村  博博史史 11,,  赤赤松松  洋洋祐祐 22,,  小小笠笠原原  邦邦昭昭 22,,  刑刑部部  光光正正 33,,  

黒黒瀬瀬  顕顕 44

4400．．血血管管芽芽腫腫ととのの鑑鑑別別をを要要ししたたテテンントト上上上上衣衣腫腫のの 11 例例
11 東東北北大大学学大大学学院院医医学学系系研研究究科科神神経経外外科科学学分分野野,,  22 東東北北公公済済病病院院病病理理診診断断科科,,  
33 東東北北大大学学大大学学院院医医学学系系研研究究科科神神経経外外科科先先端端治治療療開開発発学学分分野野,,  
44 東東北北大大学学病病院院先先進進血血管管内内治治療療開開発発寄寄附附研研究究部部門門

○○井井上上  学学 11,,  内内田田  浩浩喜喜 11,,  金金森森  政政之之 11,,  渡渡辺辺  みみかか 22,,  下下田田  由由輝輝 11,,  新新妻妻  邦邦泰泰 33,,  松松本本  康康史史 44,,  

冨冨永永  悌悌二二 11

1144::3333～～1144::3355      閉閉会会挨挨拶拶       会会長長 髙髙橋橋 和和孝孝

～～ 第第 5555 回回東東北北脳脳腫腫瘍瘍研研究究会会
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