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佐久間潤, 根本未緒, 飯島綾子, 市川優寛, 藤井正純, 齋藤 清. 裂脳症を合併した頭頂部脳瘤の一例. 第46
回日本小児神経外科学会; 20180609; 東京. 
 
岩楯兼尚, 藤井正純, 蛭田 亮, 岩味健一郎, 岡田知明, 丸山洋平, 佐藤 拓, 小島隆生, 佐久間潤, 齋藤 

清. 視床後半部外側進展病変に対する二つの手術アプローチの比較. 第23回日本脳腫瘍の外科学会; 20180914; 和
歌山. 
 
〔特別講演〕 
 
Sato T. Surgery of the cavernous sinus. 8th Interdisciplinary Endoscopic Skull Base Surgery Course; 
20180217; Essen, Germany. 
 
Fujii M, Hiruta R, Futamura M, Ichikawa M, Iwadate K, Sato Y, Sakuma J, Maesawa S, Saito K. Challenges 
for preserving higher brain functions, is awake surgery effective. Indo-Japan Neurosurgical Meeting; 
20180304; Hyderabad, India. 
 
市川優寛. ちょっと会津のいい話 Aizu Story. 国際核医学フォーラム; 20180513; 会津若松. 
 
市川優寛. てんかんの診療. 第一三共株式会社社内勉強会; 20180201; 福島. 
 
藤井正純. 大脳白質解剖の温故知新. 第47回日本神経放射線学会; 20180216; つくば. 
 
佐久間潤. 脳卒中で死なないために～福島県の現状と治療の実際～. 福島県民健康セミナー; 20180218; 郡山. 
 
齋藤 清. 福島県立医科大学の取り組み. Southern TOHOKU Research medical conference; 20180223; 郡山. 
 
佐久間潤. 福島県の脳卒中治療の現状と対策－福島県脳卒中登録事業から見えてきたもの－. STOP脳卒中病診連

携フォーラム; 20180320; 郡山. 
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市川優寛. 新規抗てんかん薬の役割. 大塚製薬株式会社社内招聘勉強会; 20180521; 福島. 
 
市川優寛. 食欲不振に対する漢方. ふくしま東洋医学交流会; 20180523; 福島. 
 
藤井正純. 神経科学の温故知新－大脳白質解剖と覚醒下手術－. 第6回 Neurosurgery Symposium in Shinshu; 
20180602; 長野. 
 
齋藤 清. Anterior petrosal approach. 第23回愛知頭蓋底脊椎手術手技ワークショップ; 20180705; 長久手. 
 
齋藤 清. Posterior petrosal approach. 第23回愛知頭蓋底脊椎手術手技ワークショップ; 20180706; 長久手. 
 
藤井正純. Basal interhemispheric approach, Transcallosal approach, Frontal lobectomy, insular glioma 
surgery. 第23回愛知頭蓋底脊椎手術手技ワークショップ; 20180708; 長久手. 
 
藤井正純. 術中MRI. 第12回杉田記念フォーラム; 20180818; 五泉. 
 
市川優寛, 井上智弘, 榎本由貴子, 大石 誠, 大塩恒太郎, 岡崎貴仁, 荻原利浩, 木下 学, 君和田友美, 
清水立矢, 庄島正明, 田部井勇助, 千田光平, 秦 暢宏, 堀江信貴, 安田宗義, 安原隆雄, 他. 参加型脳神経

外科医フォーラム：Is your Life, Beautiful? －脳神経外科医のいまとこれからの問題を徹底討論. 日本脳神経外科

学会第77回学術総会; 20181011; 仙台. 
 
〔招待講演〕 
 
Saito K. Risk in skull base surgery: drilling of skull base bone. SKULLBASECON 2018 (20th Annual 
Conference of Skull Base Surgery Society of India); 20181102; Ludhiana, India. 
 
Saito K, Yamada M, Nagai K, Mudathir B, Sato Y, Iwatate K, Fujii M, Sakuma J. Reconstruction of skull 
base bone defects: When necessary? How to reconstruct? SKULLBASECON 2018 (20th Annual Conference of 
Skull Base Surgery Society of India); 20181102; Ludhiana, India. 
 
村上友太, 星 京香, 伊藤浩美, 齋藤 清, 宮嶋雅一, 新井 一, 高橋浩一, 美馬達夫, 光藤 尚, 荒木信

夫, 橋本康弘. 脳脊髄液減少症における髄液バイオマーカー. 第71回日本自律神経学会総会; 20181025-26; さい

たま. 
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