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毛塚良江, 坂本祐子, 高橋香子. 特別養護老人ホームで働く介護職の看取りケア態度と研修の実態. 第38回日本

看護科学学会学術集会; 20181215-16; 松山. プログラム集. 88. 
 
 
 

母性看護学・助産学部門 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
伊藤慎也, 後藤あや, 石井佳世子, 太田 操, 安村誠司, 藤森敬也. 【Lessons learned on public health from 
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident】 Overview of the pregnancy and birth survey section of 
the Fukushima Health Management Survey: Focus on mothers' anxieties about radioactive exposure（福島第

一原子力発電所での事故から得られた公衆衛生における教訓 福島県県民健康調査「妊産婦に関する調査」の概説 

放射線被ばくへの不安を抱える母親に焦点をあてて）. 保健医療科学. 201802; 67(1):59-70. 
 
〔その他〕 
 
渡邉一代. 平成29年度学術委員会萱間真美氏講演会報告. 福島県立医科大学看護学部紀要. 201803; (20):23-24. 
 
 
 

附属病院長 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
Murakami Y, Takahashi K, Hoshi K, Ito H, Kanno M, Saito K, Nollet K, Yamaguchi Y, Miyajima M, Arai H, 
Hashimoto Y, Mima T. Spontaneous intracranial hypotension is diagnosed by a combination of lipocalin-type 
prostaglandin D synthase and brain-type transferrin in cerebrospinal fluid. Biochimica et Biophysica Acta 
General Subjects. 201808; 1862(8):1835-1842. 
 
Sakuma J, Fujii M, Kishida Y, Iwami K, Oda K, Iwatate K, Ichikawa M, Bakhit M, Sato T, Waguri S, 
Watanabe S, Saito K. Skull base invasive low-grade meningiomas, a distinct genetic subgroup: A microarray 
gene expression profile analysis. bioRxiv. 201807; doi: 10.1101/371716. 
 
Sato T, Bakhit M, Suzuki K, Sakuma J, Fujii M, Murakami Y, Ito Y, Sure U, Saito K. A Novel Intraoperative 
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Laser Light Imaging System to Simultaneously Visualize Visible Light and Near-Infrared Fluorescence for 
Indocyanine Green Videoangiography. Cerebrovascular Diseases Extra. 201807; 8(2):96-100. 
 
Murakami Y, Ichikawa M, Bakhit M, Jinguji S, Sato T, Fujii M, Sakuma J, Saito K. Palliative shunt surgery 
for patients with leptomeningeal metastasis. Clinical neurology and Neurosurgery. 201805; 168(5):175-178. 
 
Murakami Y, Matsumoto Y, Hoshi K, Ito H, Fuwa T, Yamaguchi Y, Nakajima M, Miyajima M, Arai H, Nollet 
K, Kato N, Nishikata R, Kuroda N, Honda T, Sakuma J, Saito K, Hashimoto Y. Rapid increase of “brain-
type” transferrin in cerebrospinal fluid after shunt surgery for idiopathic normal pressure hydrocephalus: a 
prognosis marker for cognitive recovery. Journal of Biochemistry. 201809; 164(3):205-213. 
 
Nishio N, Fujimoto Y, Hiramatsu M, Maruo T, Tsuzuki H, Mukoyama N, Shimono M, Sone M, Kawabe Y, 
Saito K, Fujii M, Makashima T. Maxillary sinus carcinoma outcomes over 60 years: experience at a single 
institution. Nagoya Journal of Medical Science. 201802; 80(1):91-98. 
 
Saito K. Is intraoperative lumbar subarachnoid drainage necessary for endoscopic endonasal pituitary 
surgery? Neurology India. 201801; 66(1):49-50. 
 
Murakami Y, Jinguji S, Kishida Y, Ichikawa M, Sato T, Fujii M, Sakuma J, Murakami F, Saito K. Multiple 
Surgical Treatments for Repeated Recurrence of Skull Base Mesenchymal Chondrosarcoma. NMC Case 
Report Journal. 201810; 5(4):99-103. 
 
Sato T, Bakhit MS, Suzuki K, Sakuma J, Fujii M, Murakami Y, Ito Y, Sugano T, Saito K. Utility and safety of 
a novel surgical microscope laser light source. PLOS ONE. 201802; 13(2): e0192112. 
 
佐久間潤, 飯島綾子, Bakhit Mudathir S, 岩楯兼尚, 佐藤 拓, 齋藤 清, 清野真也, 金澤崇史, 高済英影. 
MRAによる脳動脈評価のピットフォール MRAにて血流信号の途絶が認められた3症例からの教訓. CI研究. 
201803; 39(3-4):161-166. 
 
佐久間潤, 古川佑哉, 岸田悠吾, 市川優寛, 佐藤 拓, 藤井正純, 齋藤 清. 先天性鞍上部のう胞性病変の治

療経験. 小児の脳神経. 201803; 43(1):40-44. 
 
佐久間潤, 松本由香, Mudathir Bakhit, 根本未緒, 飯島綾子, 市川優寛, 佐藤 拓, 藤井正純, 齋藤 清. 当
科での脊髄髄膜瘤患者治療成績と今後の展望. 小児の脳神経. 201809; 43(3):343-349. 
 
吉田雄一, 倉持 朗, 太田有史, 古村南夫, 今福信一, 松尾宗明, 筑田博隆, 舟崎裕記, 齋藤 清, 佐谷秀

行, 錦織千佳子. 日本皮膚科学会ガイドライン 神経線維腫症1型（レックリングハウゼン病）診療ガイドライ

ン2018. 日本皮膚科学会雑誌. 201801; 128(1):17-34. 
 
村上友太, 高橋浩一, 星 京香, 伊藤浩美, 齋藤 清, 宮嶋雅一, 新井 一. 脳脊髄液減少症（特発性低髄液

圧症候群）と脳型トランスフェリン. 日本頭痛学会誌. 201808; 45(1):25-33. 
 
神宮字伸哉, 藤井正純, 岩楯兼尚, 佐藤 拓, 市川優寛, 佐久間潤, 齋藤 清. Trans-lamina terminalis 
approachによる第三脳室内病変摘出時における前交通動脈切断に関する検討. 日本内分泌学会雑誌. 201810; 
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94(Suppl. HPT):48-50. 
 
市川 剛, 佐藤 拓, 佐久間潤, 鈴木恭一, 渡部洋一, 平 敏, 佐藤昌宏, 齋藤 清. 骨パジェット病に合併

した中硬膜動脈瘤に対して経動脈的塞栓術を施行した1例. 脳卒中の外科. 201807; 46(4):290-293. 
 
長井健一郎, 佐藤 拓, 鈴木恭一, 山田昌幸, 市川 剛, 渡部洋一, 齋藤 清, 佐久間潤. 術後に不随意運動

と情動障害を呈した内頸動脈瘤の1例. 福島医学雑誌. 201804; 68(1):21-25. 
 
〔その他〕 
 
佐久間潤, 飯島綾子, Mudathir S Bakhit, 岩楯兼尚, 佐藤 拓, 齋藤 清, 清野真也, 金澤崇史, 高済英彰. 
MRAによる脳動脈評価のピットフォール－MRAにて血流信号の途絶が認められた3症例からの教訓－. CI研究. 
201803; 39(3-4):161-166. 
 
佐久間潤, 古川佑哉, 岸田悠吾, 市川優寛, 佐藤 拓, 藤井正純, 齋藤 清. 先天性鞍上部のう胞性病変の治

療経験. 小児の脳神経. 201803; 43(1):40-44. 
 
佐久間潤, 松本由香, Mudathir Bakhit, 根本未緒, 飯島綾子, 市川優寛, 佐藤 拓, 藤井正純, 齋藤 清. 当
科での脊髄髄膜瘤患者治療成績と今後の展望. 小児の脳神経. 201809; 43(3):343-349. 
 

著 書・訳 書 

 
岩味健一郎, 齋藤 清. Anterior interhemispheric approach, anterior craniofacial approach. In: 端 和夫, 三
國信啓 編. 改訂第5版 脳神経外科臨床マニュアル. 東京: 丸善出版; 201812. p.927-940. 
 
岩楯兼尚, 板倉 毅, 佐久間潤, 齋藤 清. 脳幹・脳深部病変の術中モニタリング. In: 斉藤延人, 森田明夫, 伊
達 勲, 菊田健一郎. 新NS Now 15 脳幹・脳深部の手術：手術アプローチの基本と手術の考えかた. 東京: メジカ

ルビュー社; 201809. p.122-137. 
 
齋藤 清, 岩味健一郎, 岸田悠吾. 頭蓋底脊索腫の再手術. In: 森田明夫, 伊達 勲, 菊田健一郎. 新NS Now 16 
脳神経外科における再手術・再治療. 東京: メジカルビュー社; 201812. p.122-137. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
Saito K, Iwatate K, Ichikawa M, Nemoto M, Jinguji S, Yamada M. Our Struggle for Neurofibromatosis Type 
2. Joint Neurosurgical Convention 2018; 20180201; Hawaii, USA. 
 
Nemoto M, Sato T, Ichikawa M, Kojima T, Fujii M, Sakuma J, Saito K. A Case Report of Third Ventricular 
Cavernoma. Joint Neurosurgical Convention 2018; 20180202; Hawaii, USA. 
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Saito K, Fujii M, Sato Y, Yamada M, Kuromi Y, Iwatate K, Jinguji S, Ichikawa M, Sato T, Sakuma J. 
Reconstruction of skull base. Indo-Japan Neurosurgical Meeting; 20180303; Hyderabad, India. 
 
Sato T, Bakhit M, Suzuki K, Sakuma J, Fujii M, Murakami Y, Ito Y, Sure U, Saito K. A novel intraoperative 
laser light imaging to simultaneously visualize visible light and near-infrared fluorescence for indocyanine 
green angiography. European Stroke Conference; 20180412; Athens, Greece. 
 
藤井正純, 前澤 聡, 二村美也子, 蛭田 亮, 岩楯兼尚, 市川優寛, 佐久間潤, 齋藤 清. 視床後方外側進展

病変に対する二つの対側からのアプローチ Two "cross court" approaches for lateral posterior thalamic lesions. 
国際核医学フォーラム; 20180512; 会津若松. 
 
Sato T, Bakhit M, Suzuki K, Sakuma J, Fujii M, Murakami Y, Ito Y, Sure U, Saito K. Usefulness of a novel 
intraoperative laser light imaging to simultaneously visualize visible light and near-infrared fluorescence for 
indocyanine green angiography. 9th European-Japanese cerebrovascular congress; 20180608; Milan, Italy. 
 
Fujii M, Hayashi Y, Nishio N, Fujimoto Y, Kamei Y, Iwami S, Saito K. Image-guided skull base surgery, from 
surgical navigation toward navigation. 14th Asian-Oceanian International Congress on Skull Base Surgery; 
20180921; Taichung, Taiwan. 
 
Nagai K, Hiruta R, Jinguji S, Nemoto M, Iwatate K, Ichikawa M, Sato T, Kojima T, Fujii M, Sakuma J, Saito 
K. Partial debulking of tumor with orbital expansion to alleviate exophthalmos due to invasive spheno-orbital 
meningioma. 14th Asian-Oceanian International Congress on Skull Base Surgery; 20180922; Taichung, 
Taiwan. 
 
Murakami Y, Takahashi K, Hoshi K, Saito K, Miyajima M, Arai H, Mima T, Hashimoto Y. Novel CSF 
biomarkers for diagnosing Spontaneous intracranial hypotension: combination of lipocalin-type prostaglandin 
D synthase & brain-type transferrin. Hydrocephalus 2018; 20181020; Bologna, Italy. 
 
佐藤祐介, 神宮字伸哉, 齋藤 清. 内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術中に中脳出血を来した一例. シーボルト神

経内視鏡ワークショップ; 20180106; 佐賀. 
 
長井健一郎, 佐久間潤, 飯島綾子, 蛭田 亮, 古川佑哉, 村上友太, 小島隆生, 齋藤 清. 脳動脈瘤破裂によ

る小児くも膜下出血の1例. 第23回日本脳神経外科救急学会; 20180202; 奈良. 
 
佐久間潤, 伊藤裕平, 織田惠子, 齋藤 清. 脊髄血管芽腫の一例. 第18回東北脊髄外科研究会; 20180209; 仙
台. 
 
神宮字伸哉, 藤井正純, 佐藤 拓, 伊藤裕平, 佐藤祐介, 岩楯兼尚, 市川優寛, 小島隆生, 佐久間潤, 齋藤 

清. Trans-lamina terminalis approachによる第三脳室内病変摘出時における前交通動脈切断に関する検討. 第28
回日本間脳下垂体腫瘍学会; 20180209; 浜松. 
 
伊藤裕平, 神宮字伸哉, 佐藤祐介, 佐藤 拓, 蛭田 亮, 村上友太, 古川佑哉, 岩楯兼尚, 市川優寛, 藤井

正純, 佐久間潤, 岩崎麻里子, 工藤明宏, 島袋充生, 喜古雄一郎, 齋藤 清. 腫瘍の局在診断に苦慮した症候

性ACTHおよびGH産生性重複下垂体腺腫の1例. 第28回日本間脳下垂体腫瘍学会; 20180209; 浜松. 
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佐藤祐介, 藤井正純, 長井健一郎, 根本未緒, 山ノ井優, 蛭田 亮, 飯島綾子, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 市
川優寛, 佐久間潤, 齋藤 清. 大腸がんに対するbevacizumab投与後に下垂体卒中を来した一例. 第28回日本

間脳下垂体腫瘍学会; 20180209; 浜松. 
 
神宮字伸哉, 佐藤 拓, 佐藤祐介, 伊藤裕平, 市川優寛, 小島隆生, 藤井正純, 佐久間潤, 鴻野央征, 岩崎

麻里子, 工藤明宏, 島袋充生, 長谷川剛生, 鈴木弘行, 緑川早苗, 齋藤 清. 当院で診断および治療に一考を

要したACTH依存性クッシング症候群. 第28回日本間脳下垂体腫瘍学会; 20180210; 浜松. 
 
蛭田 亮, 神宮字伸哉, 根本未緒, 市川優寛, 小島隆生, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 慢性硬膜下血腫内

で球形に増大したAcute-on-Chronic Subdural Hematomaの1例. 第34回白馬脳神経外科セミナー; 20180215; 
北海道虻田郡留寿都. 
 
齋藤 清, 藤井正純, 岩楯兼尚, 山田昌幸, 黒見洋介, 佐藤祐介, 神宮字伸哉, 市川優寛, 佐藤 拓, 佐久

間潤. 神経線維腫症2型に対する治療. 第34回白馬脳神経外科セミナー; 20180216; 北海道虻田郡留寿都. 
 
村上友太, 齋藤 清, 星 京香, 橋本康弘, 宮嶋雅一, 新井 一, 高橋浩一, 美馬達夫. 脳脊髄液減少症と脳

型トランスフェリン. 第17回日本脳脊髄液圧減少症研究会; 20180224-25; 川越. 
 
村上友太, 星 京香, 伊藤浩美, 不破尚志, 菅野真由美, 本多たかし, 加藤菜穂, 西形里絵, 黒田直人, 齋
藤 清, 中島 円, 宮嶋雅一, 新井 一, 橋本康弘. 脈絡叢組織に対するレクチン染色を用いた形態学的検討. 
第19回日本正常圧水頭症学会; 20180224; 京都. 
 
蛭田 亮, 神宮字伸哉, 根本未緒, 市川優寛, 小島隆生, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 慢性硬膜下血腫内

で球形に増大をきたしたacute-on-chronic subdural hematomaの1例. 第41回日本脳神経CI学会; 20180302; 
新潟. 
 
佐久間潤, 小島隆生, 弓屋 結, 中野裕紀, 齋藤 清, 大平哲也. 福島県における脳卒中登録データベースの

現状－第１報－. 第43回日本脳卒中学会学術総会; 20180317; 福岡. 
 
岩楯兼尚, 藤井正純, 蛭田 亮, 岩味健一郎, 岡田知明, 丸山洋平, 飯島綾子, 伊藤裕平, Mudathir Bakhit, 
二村美也子, 佐藤祐介, 市川優寛, 佐藤 拓, 小島隆生, 佐久間潤, 八木沼洋行, 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32回日本微小脳神経外科解剖研究会; 20180421; 高松. 
 
佐久間潤, 小島隆生, 蛭田 亮, 飯島綾子, 富永亮司, 二階堂琢也, 齋藤 清. 脊髄硬膜動静脈瘻に1例－

DIVAによる術中蛍光血管撮影の有用性－. 第41回福島脊椎脊髄疾患研究会; 20180421; 郡山. 
 
根本未緒, 井原 哲, 玉田一敬, 津田恭治, 師田信人, 佐久間潤, 齋藤 清. 非症候群性矢状縫合早期癒合症

の兄弟例. 第46回日本小児神経外科学会; 20180608; 東京. 
 
蛭田 亮, 藤井正純, 岩楯兼尚, 石川寛延, 清野真也, 市川優寛, 佐藤 拓, 小島隆生, 佐久間潤, 齋藤 

清. RESOLVEは3T超高磁場術中MRIにおける拡散強調画像の歪みを低減する. 第18回日本術中画像情報学会; 
20180609; 軽井沢. 
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岩楯兼尚, 佐久間潤, 板倉 毅, 村上克彦, 丸山洋平, 岡田知明, 蛭田 亮, Mudathir Bakhit, 佐藤祐介, 
市川優寛, 佐藤 拓, 小島隆生, 藤井正純, 古田 実, 八木沼洋行, 齋藤 清. 眼球運動モニタリング時にお

ける安全かつ正確な針電極留置方法の確立. 第24回日本脳神経モニタリング学会; 20180707; 東京. 
 
蛭田 亮, 古川佑哉, 市川 剛, 鈴木恭一, 渡部洋一, 佐藤 拓, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 限られた

設備で摘出術を施行した中心前回グリオーマの1例. 第24回日本脳神経モニタリング学会; 20180707; 東京. 
 
岩楯兼尚, 藤井正純, 古田 実, 松塚 崇, 阪場貴夫, 山ノ井優, 長井健一郎, Mudathir Bakhit, 山田昌幸, 
佐藤祐介, 市川優寛, 佐藤 拓, 小島隆生, 佐久間潤, 齋藤 清. 眼窩部腫瘍に対する手術戦略. 第30回日本

頭蓋底外科学会; 20180713; 東京. 
 
蛭田 亮, 神宮字伸哉, 根本未緒, 岩楯兼尚, 市川優寛, 佐藤 拓, 小島隆生, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 
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