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交通のご案内 
 
交 通：徒歩 ／JR福島駅東口から徒歩 7分 

 車 ／東北自動車道 東京方面 福島西インターより 15分 

   仙台方面 福島飯坂インターより 15分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル関連駐車場 

★1：ホテルサンルートプラザ立体駐車場 118台（ハイルーフ不可） 



7:00

日本脳神経血管内治療学会東北地方会　参会受付

7:30-8:30 FD講習会

8:00

8:40-8:45

8:45-9:17

9:00

9:17-9:49

9:49-10:21

10:00

10:30-11:02

11:00 11:02-11:34

11:34-11:50

12:00 12:00-13:00 ランチョンセミナー

13:00

13:15-13:39

13:39-14:11

14:00 14:00-14:05 開会挨拶
14:11-14:35 14:05-14:20 放射線防護・腫瘍塞栓術

座長：緑川 宏（青森県立中央病院）

14:20-14:50

14:35-15:07

14:50-14:55

15:00

15:05-15:35

15:20-15:44

15:35-16:00

15:44-16:08

16:00 16:00-16:30 動脈瘤・その他
16:08-16:40

16:30 閉会挨拶
16:40

座長：和田 司（岩手医科大学）

もやもや病・内視鏡

脳血管障害２

プログラム一覧
A会場　「芙蓉」 B 会場　「桜」

FD講習会・日本脳神経外科学会東北地方会・

日本医科大学 脳神経外科

 教授　森田 明夫　先生

脳血管障害３
座長：西野 和彦（新潟大学）

脳腫瘍１

開会挨拶

座長：嶋村 則人（弘前大学）

座長：柳澤 俊晴（秋田大学大学院）

座長：久保 慶高（岩手医科大学）

脳血管障害１

外傷

閉会挨拶

脳腫瘍２

脳腫瘍３
座長：金森 政之（東北大学）

機能的脳神経外科
座長：福多 真史（新潟大学）

座長：鈴木 明（秋田大学大学院）

「脳動脈瘤の最近の話題」

CAS・虚血

その他
座長：市川 優寛（福島県立医科大学）

座長：浅野 研一郎（弘前大学）

脊髄・脊椎
座長：小久保 安昭（山形大学）

下垂体病変

座長：阿部 博史（立川綜合病院）

座長：織田 惠子（福島県立医科大学）

座長：松本 康史（江南病院）

社団法人日本脳神経外科学会東北支部理事会

会場：2階 「橘」

座長：櫻田 香（山形大学）

座長：藤村 幹（東北大学）

放射線治療

第32回東北脳神経血管内治療研究会

日本脳神経血管内治療学会東北地方会幹事会

会場：2階「橘」

座長：近藤 礼（山形市立病院済生館）

ステント併用瘤内塞栓術

事務局報告

硬膜動静脈瘻
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演者の先生へ 
 

1. 受付開始 午前 7時からホテルサンルートプラザ福島 2階にて行います。 

2. 口演時間は 6分、討論 2分です。時間厳守をお願いいたします。 

3. 発表は PCプレゼンテーションのみとし、使用するプロジェクターは 1台です。 

4. 会場スクリーンの解像度は 1024×768 ドットです。出力時に画像は「4:3」の比

で投影されます。 

5. ご自身の PCまたはメディア（USBフラッシュメモリ、CD-R）をご持参下さい。動

画を使用される場合は必ずご自身の PCをご持参ください。 

6. 音声の使用はできません。 

7. 発表者ツールのご利用はご遠慮下さい。 

8. ご発表のデータの持ち込みについて 

－PCお持ち込みの場合－ 

1. OSはWindows、Macintoshのどちらでも使用可能です。プロジェクターへ

の接続は標準的なMini D-Sub 15ピンと HDMIです。それ以外のインタ

ーフェイスを装備している場合には、必ず各自で変換アダプターをご持参

ください。特に、Macをご使用の方は専用アダプターを持参してください。 

2. 発表中または準備中にバッテリー切れとなることがございますので、電源

アダプターを忘れずにご用意ください。 

3. 発表中にスクリーンセーバーや省電力機能が作動しないように設定をお

願いします。 

4. 学会が用意するプロジェクターとの接続がうまくいかない場合がありますの

で、バックアップメディアとして USB メモリまたは CD-Rを必ずお持ち下さ

い。動画ファイルは PowerPointデータと同一階層に保存してください。 

 

－メディアを持参される場合－ 

1. 学会で準備している PCは、Windows XP、Windows Vista、PowerPoint 

2003&2007&2010&2013、Mac OS X、PowerPoint 2004&2008&2011で

す。Keynoteの準備はしておりませんので予めご了承ください。また、

Windows Media Player(.wmv)および Quick Time(.mov)しか再生できませ

んのでご注意ください。 

2. フォントは OS標準で装備されているものをご使用ください。 

3. 画像解像度 XGA（1024X768）に設定してください。 

4. 発表データファイルには、演題番号と演者名を付けてください。 

例） A01福島太郎.ppt 

5. 万一の場合に備えて必要最小限のファイルを入れた USB メモリをお持ち

ください。 

6. 動画等すべてのデータを同じフォルダに入れてください。 



 

 
5 

 

9. 発表者の方は、発表 30分前までに PC受付に PC本体またはメディアを提出

し、試写を行ってください。 

10. 発表の際は、演壇上にて、ご自身で PC操作を行ってください。 

11. 発表スライドの最初に開示すべき COIがあるかどうかを入れて下さい。 

 

座長の先生へ 

 
各セッションの進行は座長に一任いたします。終了時間を厳守して下さい。 

 

Faculty Development 講習会 
 

会場： ホテルサンルートプラザ福島 2階「芙蓉」 

時間： 午前 7時 30分～8時 30分 

受付： 事前登録は不要です。当日会場において講習開始 30分前から受付を行

います。(社)日本脳神経外科学会カードで受講確認を行いますので、受

講をご希望の方はご自身の IC会員カードを受付にお持ちください。途中

入場および退席はできません。 

 

理事会・総会 

 

日本脳神経外科学会東北支部理事会・総会は 12時から 2階「橘」にて開催いた

します。理事の先生方および評議員の先生方はご出席をお願いいたします。 

 

会場見取り図 

 



8:40 開会挨拶                                           会長：    齋藤　清

8:45-9:17

外傷         　　　　　　　　                    　 座長：　   嶋村　則人　（弘前大学）

A0１

雄勝中央病院脳神経外科 ○國塚 久法, 大塚 聡郎

A02 低髄圧症候群に慢性硬膜下血腫を併発した3例

岩手県立中央病院脳神経外科 ○親泊 ひより, 木村 尚人, 原 一志, 三河 茂喜 

 　菅原 孝行

A03

仙台市立病院脳神経外科 ○刈部 博, 林 俊哲, 成澤 あゆみ, 亀山 元信

A04

弘前大学医学部脳神経外科 ○小笠原 ゆかり, 奈良岡 征都, 嶋村 則人

　 伊藤 勝博, 大熊 洋揮

9:17-9:49

脳血管障害１　　                                  座長： 　柳澤　俊晴　(秋田大学)

A05

大崎市民病院脳神経外科 ○三野 正樹, 横沢 路子, 吉田 昌弘

　 

A06

秋田大学大学院脳神経外科 ○濵崎 亮, 柳澤 俊晴, 富樫 俊太郎, 高橋 佑介

　 國分 康平, 田村 晋也, 鈴木 明, 笹嶋 寿郎

　 清水 宏明

A07

新生大型内頚動脈瘤の１手術症例

秋田県立脳血管研究ｾﾝﾀｰ脳神経外科 ○吉川 剛平, 小林 慎弥, 石川 達哉, 師井 淳太

　 引地 堅太郎, 佐野 圭昭, 佐野 由佳, 田邉 淳

　 齋藤 浩史, 前田 匡輝, 稲葉 眞貴, 古谷 伸春

　 遠藤 拓朗, 鈴木 明文

A08

広南病院脳神経外科 ○坂田 洋之, 遠藤 英徳

東北大学大学院神経病態制御学分野 　 藤村 幹

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野  　冨永 悌二

A会場「芙蓉」

Reversible cerebral vasoconstriction syndromeの既往を有し,遺残三叉神経動脈に合併した

未破裂脳動脈瘤に対する前頭側頭開頭術後に垂直複視と眼瞼下垂を呈した3症例

外傷性頭蓋内出血急性期例転送時における浸透圧利尿剤の使用について

頭蓋内圧モニターにより外減圧術を回避しえた重症頭部外傷の二例

穿頭術後1年9か月で再発し開頭術を行った器質化慢性硬膜下血腫の1例

眼科初診で診断が遅れた破裂脳動脈瘤（Terson症候群）の一例

術前診断が困難であった破裂内頚-後交通動脈瘤の一手術例
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9:49-10:21

脳血管障害２　                                    座長： 　久保　慶高　(岩手医科大学）

A09

南相馬市立総合病院脳神経外科 ○橋野 洸平, 及川 友好, 嶋田 裕記, 社本 博 

　 内山 裕之

A10

脳動脈瘤の一例

岩手県立中部病院脳神経外科 ○佐藤 由衣子, 樫村 博史, 武田 勝, 麻生 謙太

岩手医科大学脳神経外科 　 小笠原 邦昭

A11

広南病院脳神経外科 ○阿部 考貢, 遠藤 英徳, 坂田 洋之, 藤原 悟

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 　 藤村 幹, 冨永 悌二

秋田大学大学院脳神経外科 　 清水 宏明

東北大学医学部付属病院病理部  　渡辺 みか

A12

広南病院脳神経外科 ○面高 俊介, 遠藤 英徳, 藤原 悟

東北大学大学院神経病態制御学分野 　 藤村 幹

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野  　新妻 邦泰, 冨永 悌二

広南病院血管内脳神経外科 　 佐藤 健一, 松本 康史

10:21-10:30

10:30-11:02

脳血管障害３　                                    座長： 　西野　和彦　（新潟大学）

A13

立川綜合病院 循環器・脳血管ｾﾝﾀｰ脳神経外科 ○高橋 陽彦, 阿部 博史, 神保 康志

A14

弘前大学医学部脳神経外科 ○片山 耕輔, 嶋村 則人, 奈良岡 征都, 大熊 洋揮

A15

新潟大学脳研究所脳神経外科学分野 ○吉田 至誠, 西野 和彦, 長谷川 仁, 藤原 秀元

　 佐藤 圭輔, 大野 秀子, 米岡 有一郎, 藤井 幸彦

A16

岩手医科大学脳神経外科 ○松本 昌泰, 吉田 研二, 小林 正和, 小笠原 邦昭

両側前大脳動脈遠位部kissing動脈瘤の1例

前大脳動脈近位部から分岐したpersistent primitive olfactory artery起始部に発生した

STA interposition graftを用いて血行再建を行った感染性前大脳動脈瘤の1例

出血源の診断に造影MRIが有用であったhigh grade AVMの一例

休憩

動眼神経麻痺を呈した破裂中大脳動脈瘤の1例

自然再開通を認めた頚部内頚動脈閉塞症の１例

視神経管骨折を伴った外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻の一例

血液透析用カテーテルを総頚動脈に穿刺・誤挿入された2例：抜去法に関する考察
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11:02-11:34

もやもや病・内視鏡　                            座長： 　藤村　幹　（東北大学）

A17

岩手医科大学脳神経外科 ○吉田 純, 久保 慶高, 吉田 研二, 千田 光平

　 小林 正和, 及川 公樹, 松本 昌泰, 小笠原 邦昭

A18

宮城県立こども病院脳神経外科 ○君和田 友美, 白根 礼造

仙台市立病院脳神経外科 　 林 俊哲, 成澤 あゆみ

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 　 冨永 悌二

A19

仙台医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 ○石田 朋久, 井上 敬, 井上 智夫, 江面 正幸

　 上之原 広司

東北大学大学院神経病態制御学分野  　藤村 幹

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 　 下田 由輝, 冨永 悌二

独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター  　佐藤 広崇

A20

青森県立中央病院脳神経外科 ○Jia Wenting, 斉藤 敦志, 昆 博之, 中村 太源

　 佐々木 達也

青森県立中央病院神経内科  　今 智矢, 冨山 誠彦

11:34-11:50

放射線治療　　　　　　                        座長： 　鈴木　明　（秋田大学）

A21

総合南東北病院脳神経外科 ○山本 航, 菊池 泰裕, 後藤 博美, 北田 友紀

　 吉本 高志, 渡邉 一夫

大阪医科大学脳神経外科 　 宮武 伸一

京都大学原子炉実験所  　鈴木 実

A22

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 ○岩渕 直也, 斎藤 竜太, 森田 隆弘, 岩崎 真樹

　 冨永 悌二

11:50-12:00

12:00-13:00

ランチョンセミナー                  　　 　      座長： 　藤井　正純　（福島県立医科大学）

脳動脈瘤の最近の話題

日本医科大学　脳神経外科学教室 教授   森田　明夫　先生

(共催：第一三共株式会社)

13:00-13:15

小児もやもや病における後方循環の関与

Klippel-Feil症候群に合併した成人水頭症に対して内視鏡的第3脳室底開窓術を施行した一例

脳梗塞発症6日後に脳出血とくも膜下出血を続発した成人もやもや病の一例

休憩

神経内視鏡下生検によって診断に至ったErdheim-Chester病の1例

サイクロトロンを用いたホウ素中性子捕捉療法　‒南東北病院の現況報告-

Stroke-like migraine attacks after radiation therapy（SMART）症候群を呈した1例

休憩
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13:15-13:39

脊髄・脊椎　　　　                             　 座長： 　小久保　安昭　（山形大学）

A23

社会医療法人将道会総合南東北病院脳神経外科 ○松島 忠夫, 冨井 雅人, 風間 健, 水野 順一

　 西村 真実, 平野 孝幸, 窪田 圭一, 奥山 澄人

　 松山 純子, 高橋 義晴, 今泉 茂樹

A24

仙台医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 ○井上 智夫, 鈴木 晋介, 佐々木 徹, 金森 政之

 　上之原 広司

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 　 冨永 悌二

A25

新潟大学脳研究所脳神経外科学分野 ○瀧野 透, 矢島 直樹, 小倉 良介, 五十川 瑞穂

　 青木 洋, 藤井 幸彦

13:39-14:11

下垂体病変                　　　　　             座長： 　和田　司　（岩手医科大学）

A26

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 ○川口 奉洋, 冨永 悌二

東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科 　 野村 和弘, 荒川 一弥

広南病院脳神経外科 　 小川 欣一

A27

広南病院脳神経外科 ○小川 欣一

東北大学大学院神経外科学分野  　冨永 悌二

A28

青森市民病院脳神経外科 ○片貝 武, 竹村 篤人, 田畑 英史, 飛嶋 華

A29

福島県立医科大学脳神経外科 ○岸田 悠吾, 岩味 健一郎, 佐藤 拓, 神宮字 伸哉

 　岩楯 兼尚, 織田 惠子, 市川 優寛, 藤井 正純

　 佐久間 潤, 齋藤 清

14:11-14:35

脳腫瘍１　　　                                      座長： 　櫻田　香　（山形大学）

 

A30

新潟市民病院脳神経外科 ○太田 智慶, 齋藤 祥二, 渡部 正俊, 菊池 文平

　 三浦 叡人, 斉藤 明彦, 佐々木 修

A31

岩手医科大学脳神経外科 ○野村 順一, 別府 高明, 小笠原 邦昭

岩手医科大学 　 佐々木 真理

遅発性術後出血による脳血管攣縮を合併した下垂体腺腫の一例

経鼻内視鏡的髄液鼻漏閉鎖　～ bath plug closureを選択した一例～

脳実質内への浸潤と広範な浮腫を来したラトケ嚢胞

ASLを用いたVHLにおける小脳・網膜血管芽腫の同時画像診断-症例報告-

Embosphereを術前塞栓術に用いた巨大大脳鎌髄膜腫の1例

環椎-後頭骨の不安定性により追加固定術を要した歯突起後方偽腫瘍の１例

超高齢者軸椎骨折の手術治療の1例

巨大海綿状血管腫の一例からみた、錐体骨病変に対する内視鏡下経鼻手術の利点と限界

外傷性環椎後頭関節脱臼を伴った頚髄損傷の一例
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A32

山形大学医学部脳神経外科 ○笹生 香菜子, 小久保 安昭, 板垣 寛, 山田 裕樹

　 櫻田 香, 佐藤 慎哉, 園田 順彦

山形大学医学部先進がん医学講座  　嘉山 孝正

14:35-15:07

脳腫瘍２　　　　　　                              座長： 　浅野　研一郎　（弘前大学）

A33

福島県立医科大学脳神経外科 ○黒見 洋介, 藤井 正純, 古川 佑哉, 村上 友太

 　山田 昌幸, 岩楯 兼尚, 織田 惠子, 岩味 健一郎

　 神宮字 伸哉, 岸田 悠吾, 市川 優寛, 佐藤 拓

 　佐久間 潤, 齋藤 清

A34

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 ○斎藤 竜太, 園田 順彦, 金森 政之, 庄司 拓大

　 針生 新也, 眞野 唯, 隈部 俊宏, 冨永 悌二

A35

弘前大学医学部脳神経外科 ○角田 聖英, 浅野 研一郎, 松田 尚也, 大熊 洋揮

弘前大学大学院医学研究科病理診断学講座 　 黒瀬 顕

A36

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 ○金森 政之, 斎藤 竜太, 冨永 悌二

仙台医療ｾﾝﾀｰ脳神経外科 　 上之原 広司

15:07-15:20

15:20-15:44

脳腫瘍３　　　　　　　　　                        座長： 　金森　政之　（東北大学）

A37

岩手医科大学脳神経外科 ○小笠原 靖, 別府 高明, 村上 寿孝, 小笠原 邦昭

岩手医科大学医歯薬総合研究所　　 　 佐々木 真理

超高磁場MRI診断・病態研究部門

A38

山形県立中央病院脳神経外科 ○菅井 努, 根元 琢磨, 田村 智, 野村 俊春

　 熊谷 孝, 井上 明

山形県立中央病院泌尿器科 　 沼畑 健司

緑町関口クリニック 　 関口 賢太郎

新潟大学脳研究所脳神経外科学分野  　鷲山 和雄

A39

白河厚生総合病院脳神経外科 ○佐藤 加奈子, 遠藤 俊毅

白河厚生総合病院総合診療科 　 東 光久

白河厚生総合病院病理診断科 　 野沢 佳弘

テモゾロミド投与におけるＢ型肝炎対策の意義

覚醒下手術中にFront Aslant Tractを同定した左上前頭回腫瘍の一例

原発不明リンパ上皮腫様癌の小脳転移の一例

MRIモニタリング下化学療法剤局所投与による脳幹部悪性神経膠腫の治療

Glioblastoma componentを有する脳室外発生退形成性上衣腫の一例

休憩

出血発症した基底核germinomaの１例

Germinomaの治療22年後に脳転移を伴う精巣腫瘍を発症した一例

耳閉感で発症した小脳橋角部海綿状血管腫の一例
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15:44-16:08

機能的脳神経外科　　　          　　          座長： 　福多　真史　（新潟大学）

A40

一例

秋田大学大学院脳神経外科 ○古山 陽佑, 高橋 佑介, 柳澤 俊晴, 高橋 和孝

　 工藤 絵理奈, 富樫 俊太郎, 清水 宏明

A41

東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野 ○古知 龍三郎, 岩崎 真樹, 下田 由輝, 冨永 悌二

八戸市立市民病院脳神経外科 　 大沢 伸一郎

旭川医科大学病理部  　武井 英博

国立病院機構仙台医療センター病理診断科 　 鈴木 博義

東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野  　中里 信和

A42

岩手医科大学脳神経外科 ○西川 泰正, 小川 彰, 小笠原 邦昭

岩手医科大学麻酔科 　 大畑 光彦, 鈴木 健二

16:08-16:40

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 座長： 　市川　優寛　（福島県立医科大学）

A43

中通総合病院脳神経外科 ○菅原 厚, 佐藤 知

中通総合病院小児科 　 赤羽 仁三, 赤羽 道子

中通総合病院産婦人科 　 利部 徳子

秋田赤十字病院脳神経外科  　西巻 啓一

秋田赤十字病院産婦人科 　 眞田 広行

A44

広南病院脳神経外科 ○田代 亮介, 小川 欣一

東北大学大学院神経外科学分野 　 冨永 悌二

A45

弘前大学医学部脳神経外科 ○小笠原 ゆかり, 小山 香名江, 嶋村 則人

　 大熊 洋揮

A46

山形市立病院済生館脳卒中ｾﾝﾀｰ ○毛利 渉, 近藤 礼, 佐藤 慎治, 齊藤 元太

　 長畑 守雄, 齋藤 伸二郎

山形大学医学部脳神経外科  　園田 順彦

山形大学医学部先進がん医学講座 　 嘉山 孝正

16:40 閉会挨拶　　　　　　　　　      　　　　　　　　会長：   齋藤　清

眼窩先端症候群を呈したアスペルギルス感染症の一例

経腸栄養用チューブ先端位置確認システムの開発

Cushing病発病および東日本大震災によるストレス負荷によりB型肝炎ウイルス再活性化をきたした1例

脊髄刺激療法により両下肢痛が軽減した神経線維腫症1型に合併した多発性神経根腫瘍の一例

BRAF V600E遺伝子変異を伴った限局性皮質形成異常の1手術例

保存的治療中にNonconvulsive Status Epilepticusによると思われる増悪を来した急性硬膜下血腫の

思春期早発症を合併したくも膜嚢胞の１例　―続報：27年後に出産―
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第 32 回 

日本脳神経血管内治療学会東北地方会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 2015 年9 月 5 日（土）14:00 ～ 

会 場 ホテルサンルートプラザ福島  

2 階 「桜」 

         〒960-8401 福島市大町 7-11 ℡ : 024-525-2211 

 

会 長 佐藤 直樹 

         医療法人辰星会 枡記念病院 脳神経外科 

 

 

＜事務局＞ 

〒964-0867 福島県二本松市住吉 100 医療法人辰星会 枡記念病院 

℡：0243-22-3100 Fax : 0243-22-3680   事務担当 ： 紺野 裕一 
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ご発表について 

１．PC 受付開始は、午前 7 時からホテルサンルートプラザ福島 2 階「芙蓉」前にて行います。

ご発表の 30 分前までに受付を終了してください。 

２．口演時間は５分、討論 2 分です。時間厳守をお願いいたします。 

３．OS は Windows、Macintosh のどちらでも使用可能です。PC 本体にモニター出力用の

D-sub15pin ミニ端子が付いていることを確認してください。一部小型 PC では変換コネ

クターが必要な機種がありますので、必ずお持ちください。 

４．発表中にスクリーンセーバーや省電力機能によって電源が切れないよう、予め設定の確認・

変更をお願いいたします。また、バッテリー切れが生じないよう電源アダプターを必ずお持

ちください。 

５．発表形式は PC 持ち込みによる口演発表です。ご自身の PC が稼働しなかった場合の対応

として、バックアップ用 USB フラッシュメモリー、または CD-R をご持参することをお

勧めいたします。動画ファイルは PowerPoint データーと同一階層に保存してください。 

６．ご発表の際には、PC は演台上にて、ご自身で操作をお願いいたします。 

 

参会受付 

１．受付場所：ホテルサンルートプラザ福島 2 階「芙蓉」前 

（第 52 回日本脳神経外科学会東北支部学術集会受付と同じ場所になります。） 

２．参 会 費：参会費は徴収いたしませんが、必ず受付で芳名帳への記帳のうえ、会場にお入り 

  願います。（参会証をお渡しいたします。） 

３．受付時間：午前 7 時から 

 

日本脳神経血管内治療学会東北地方会幹事会 

 幹事会は、13 時 30 分から、ホテルサンルートプラザ福島 2 階「橘」にて開催いたします。

顧問・幹事の先生は出席をお願いいたします。 

 

 

※ 会場までのご案内と会場見取り図は P１および P5 をご覧ください。 

 

 

＜事務局・問い合わせ先＞ 

〒964-0867 福島県二本松市住吉 100 医療法人辰星会 枡記念病院 

℡：0243-22-3100   Fax : 0243-22-3680         事務担当 ： 紺野 裕一 
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プログラム 
 

13:30～14:00 幹事会 

 

 

14:00     開会挨拶   会長 佐藤 直樹 

 

14:05～14:20 

口演１ 放射線防護・腫瘍塞栓術   

座長: 緑川 宏 (青森県立中央病院 神経血管内治療部) 

 

1. apparent hot spots (a-HOTS) mapping system による患者皮膚局所線量値と

DSA 装置に表示される総空気カーマ(AK)値の検討：AK 値は局所皮膚線量の推定に 

役立つのか？ 

1山形市立病院済生館 脳卒中センター 2GE ヘルスケア ジャパン(株) 

3 (株)トライフォー 4山形市立病院済生館 中央放射線室 

○長畑 守雄², 柴草高一¹, 横山健二³, 蜂谷幸大⁴，山上将則⁴, 佐藤慎冶¹, 毛利 渉¹，    

齋藤元太¹, 近藤 礼¹，齋藤 伸二郎¹ 

 

2. 当院施設における髄膜腫に対する腫瘍塞栓術についての検討 

山形県立中央病院 脳神経外科 

○根本琢磨, 熊谷 孝, 田村 智, 野村俊春, 菅井 努, 井上 明 

 

 

14:20～14:50 

口演 2 CAS・虚血      

座長: 近藤 礼 (山形市立病院済生館 脳神経外科) 

 

3. Direct road map を用いた CAS の一例 

-Mo.Ma Ultra と PercuSurge GuardWire の併用による新法の試み 

仙台医療センター 脳神経外科 

○西澤威人, 園部真也, 石田朋久, 下田由輝, 江面正幸, 上之原 広司 
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4. 頚動脈ステント留置術中にステント内部への折れ込みを呈した２例 

弘前大学医学部脳神経外科 

○奈良岡 征都, 嶋村則人, 松田尚也, 大熊洋揮 

 

5. ステントによる血管形成術が奏功した特発性内頸動脈解離による脳梗塞の１治療例 

¹総合南東北病院脳神経外科  ²仙台医療センター脳神経外科 

○平野孝幸¹, 奥山澄人¹, 窪田圭一¹, 松山純子¹, 西村真実¹, 江面正幸² 

 

6. Tandem lesions を有する急性期脳主幹動脈閉塞症の 2 例 

桑名恵風会 桑名病院 脳神経外科 

○森田健一, 中里真二, 森田幸太郎, 近 貴志, 渡邉正人 

 

 

14:50～14:55 事務局報告 江面 正幸 (国立病院機構仙台医療センター脳神経外科) 

 

 

 

14:55～15:05     - 休  憩 -  

 

 

 

15:05～15:35 

口演 3 硬膜動静脈瘻           

座長: 松本 康史 (広南病院 血管内脳神経外科) 

 

7. Onyx による塞栓を行った硬膜動静脈瘻の一例 

¹岩手県立中央病院 脳神経外科 ²岩手県立中央病院 神経内科 

³国立病院機構 仙台医療センター 脳神経外科 

○佐藤吉通¹, 木村尚人¹, 親泊 ひより¹, 原 一志¹, 三河茂喜¹, 菅原孝行¹, 

土井尻 遼介¹, 高橋 賢¹, 菊池貴彦¹, 江面正幸³ 

 

8. Onyx による TAE が奏功した tentorial dural AVF の一例 

新潟大学脳研究所脳神経外科 

○藤原秀元, 伊藤 靖, 佐藤圭輔, 長谷川 仁, 西野和彦, 藤井幸彦 
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9. 経静脈性塞栓術にて治療しえた出血発症 tentorial dural AVF の 1 例 

¹秋田大学医学部付属病院 脳神経外科 ²秋田大学医学部付属病院 放射線科 

○国分康平¹, 柳澤俊晴¹, 高橋佑介¹, 小野隆弘¹, 富樫 俊太郎¹, 浜崎 亮¹,清水宏明¹, 

高橋 聡², 古賀 誠², 戸沢智樹², 和田優貴², 大谷隆浩², 橋本 学² 

 

10. cortical reflux を有する intercavernous dural AVF の 1 治療例 

新潟大学脳研究所 脳神経外科学分野 

○佐藤圭輔, 伊藤 靖, 藤原秀元, 長谷川 仁, 西野和彦, 藤井幸彦 

 

 

15:35～16:00 

口演 4 ステント併用瘤内塞栓術  

座長: 阿部 博史 (立川綜合病院循環器・脳血管センター 脳神経外科) 

 

11. ステント併用瘤内塞栓術を施行した症候性内頚動脈海綿静脈洞部大型動脈瘤の１例 

¹広南病院 血管内脳神経外科 ²東北大学大学院 医学系研究科 神経外科学分野 

○眞野 唯¹, 佐藤健一¹，井上泰豪¹，松本康史¹，冨永悌二 2 

 

12. Jailing 法を工夫した脳底動脈瘤の一例 

¹岩手県立中央病院 神経内科 ²岩手県立中央病院 脳神経外科 

○髙橋 賢¹, 木村尚人², 土井尻 遼介¹, 梶谷卓未², 原 一志², 三河茂喜², 菊池貴彦¹, 

菅原孝行² 

 

13. NeuroForm の近位端が血管を横断するように留置された一例 －屈曲部へのステン

ト留置におけるピットフォール－ 

仙台医療センター 脳神経外科 

○園部真也 , 江面正幸 , 石田朋久 , 下田由輝 , 大前智也 , 平野孝幸 , 坪井  謙 ,     

井上 敬,  上之原 広司 
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16:00～16:30 

口演 5 動脈瘤・その他  

座長: 織田 惠子 (福島県立医科大学 脳神経外科) 

 

14. Ehlers-Danlos 症候群に発症した direct CCF の１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 

³山形大学医学部 がん先進医学講座 

○佐藤慎治¹, 近藤 礼¹, 長畑守雄¹, 毛利 渉¹, 齋藤元太¹, 齋藤 伸二郎¹, 園田順彦², 

嘉山孝正³ 

     

15. ＡＴⅢ欠乏症を有する海綿静脈洞部内頸動脈瘤の一例 

¹脳神経疾患研究所付属総合南東北病院 脳神経外科  ²高槻病院 脳神経外科 

○堀内一臣¹, 赤須 功¹, 宗像良二¹, 前野和重², 渡邉 善一郎¹, 渡邉一夫¹ 

 

16. 脳動脈瘤塞栓術中にアンラベルしたコイル回収に難渋した一例 

¹石井脳神経外科・眼科病院 脳神経外科  ²枡記念病院 脳神経外科 

○八木橋 彰憲¹, 高萩周作¹, 佐藤直樹² 

 

17. コイル塞栓術後に内視鏡下血腫除去術を施行したくも膜下出血の一例 

福島赤十字病院 脳神経外科 

○市川 剛, 鈴木恭一, 渡部洋一 

 

 

16:30   閉会挨拶   会長：佐藤 直樹 
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