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蓋咽頭腫の手術成績. 第45回日本小児神経外科学会; 20170603; 神戸. 
 
伊藤裕平, 織田惠子, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清, 大原喜裕, 佐野秀樹, 菊田 敦. 腫瘍摘出後早期に播

種性再発を来したanaplastic ependymomaの1例. 第11回福島小児血液・腫瘍研究会; 20170610; 郡山. 
 
神宮字伸哉, 藤井正純, 伊藤裕平, 岩楯兼尚, 市川優寛, 佐藤 拓, 佐久間潤, 齋藤 清. 当院における

Basal interhemispheric approachによる脳腫瘍摘出術. 第29回日本頭蓋底外科学会; 20170615; 松本. 
 
神宮字伸哉, 佐藤 拓, 村上友太, 伊藤裕平, 市川優寛, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 頭蓋底部多発ろう

孔に起因する髄液漏に対して修復術を行った1例. 第73回関東脳神経外科懇話会; 20170624; 東京. 
 
蛭田 亮, 藤井正純, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 市川優寛, 佐久間潤, 齋藤 清. 左海馬傍回から後部帯状回に

伸展する lower grade gliomaの一例. 福島脳腫瘍学術講演会; 20170628; 福島. 
 
佐藤祐介. シリンダー手術で摘出困難であった深部肉芽腫病変の1例. 第4回Wet fieldの会; 20170630; 名古屋. 
 
長井健一郎, 鈴木恭一, 市川 剛, 渡部洋一, 山田昌幸, 佐藤 拓, 佐久間潤, 齋藤 清. 術中MEPが一過

性に焼失し、術後に片麻痺・不随意運動・情動障害を呈した内頚動脈瘤の1例. 第23回日本脳神経モニタリング

学会; 20170708; 東京. 
 
佐藤 拓, 伊藤裕平, 藤井正純, 佐久間潤, 鈴木恭一, 髙津 昇, 菅野哲生, 岩崎康男, 今井弘志, 齋藤 

清. レーザー光源を用いた可視光像／近赤外光像同時表示システムの有効性の向上への取り組み. 第13回日本脳

神経外科光線力学学会; 20170715; 京都. 
 
根本未緒, 佐藤 拓, 村上友太, 佐藤祐介, 神宮字伸哉, 市川優寛, 小島隆生, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 

清. 深部肉芽腫病変の一例. 第19回脳教カンファレンス; 20170722; 山梨. 
 
根本未緒, 佐藤 拓, 古川佑哉, 佐藤祐介, 神宮字伸哉, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 第三脳室内海綿状

血管腫の一例. 第54回日本脳神経外科学会東北支部会; 20170902; 盛岡. 
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岩楯兼尚, 藤井正純, 蛭田 亮, 岩味健一郎, 嶋田裕記, 市川優寛, 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22回日本脳腫瘍の外科学会; 20170908; 鹿
児島. 
 
藤井正純, 岩味健一郎, 種井隆文, 岩楯兼尚, 蛭田 亮, 市川優寛, 佐藤 拓, 佐久間潤, 神宮字伸哉, 齋
藤 清. Occipital interhemispheric/transtentorial approach基本と応用. 第22回日本脳腫瘍の外科学会; 
20170908; 鹿児島. 
 
蛭田 亮, 藤井正純, 岩楯兼尚, 伊藤裕平, 神宮字伸哉, 市川優寛, 佐藤 拓, 佐久間潤, 齋藤 清. 第4
脳室上半・上髄帆部病変に対するoccipital transtentorial/cerebellomesencephalic-fissure approachの有用性. 第
22回日本脳腫瘍の外科学会; 20170909; 鹿児島. 
 
藤井正純, 前澤 聡, 二村美也子, 市川優寛, 岩楯兼尚, 蛭田 亮, 佐藤 拓, 佐久間潤, 齋藤 清. 高次

脳機能温存を目指した覚醒下手術. 第22回日本脳腫瘍の外科学会; 20170909; 鹿児島. 
 
佐藤祐介, 佐久間潤, 小祝 萌, 長井健一郎, 根本未緒, 飯島綾子, 蛭田 亮, 嶋田裕記, 古川佑哉, 村上

友太, 山田昌幸, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 市川優寛, 小島隆生, 藤井正純, 齋藤 清. 乳児期に開窓した第三

脳室内くも膜嚢胞の再狭窄により緩徐に頭蓋内圧亢進が進行した一例. 第8回福島神経内視鏡手術研究会; 
20170916; 福島. 
 
根本未緒, 佐藤祐介, 小祝 萌, 長井健一郎, 飯島綾子, 蛭田 亮, 嶋田裕記, 古川佑哉, 村上友太, 山田

昌幸, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 市川優寛, 小島隆生, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 高齢者の亜急性期硬膜

下血腫に対する硬性鏡下血腫除去術. 第8回福島神経内視鏡手術研究会; 20170916; 福島. 
 
市川優寛, 齋藤 清, 佐久間潤, 藤井正純, 小島隆生, 佐藤 拓, 神宮字伸哉, 岩楯兼尚, 佐藤祐介, 黒見

洋介, 山田昌幸. 妊娠関連神経救急に関する院内連携での説明書作成の取り組み. 第76回日本脳神経外科学会総

会; 20171014; 名古屋. 
 
神宮字伸哉, 藤井正純, 佐藤 拓, 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76回日本脳神経外科学会総会; 
20171014; 名古屋. 
 
根本未緒, 佐藤 拓, 佐藤祐介, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 市川優寛, 小島隆生, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 

清. 脳幹部海綿状血管腫に対する治療方針. 第76回日本脳神経外科学会総会; 20171014; 名古屋. 
 
蛭田 亮, 佐久間潤, 小祝 萌, 長井健一郎, 根本未緒, 飯島綾子, 佐藤祐介, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 市
川優寛, 小島隆生, 藤井正純, 齋藤 清, 森田明夫. 聴性脳幹インプラント(ABI)の施行経験. 第81回福島脳神

経外科談話会; 20171021; 福島. 
 
根本未緒, 村上友太, 市川優寛, 渡邉 督, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 頭蓋

内真菌性が疑われた一例. 第81回福島脳神経外科談話会; 20171021; 福島. 
 
山ノ井優, 松本由香, 小祝 萌, 前田卓哉, 藤田隆史, 川上雅久. 頭位自然分娩による重症分娩時頭部外傷の

一例. 第81回福島脳神経外科談話会; 20171021; 福島. 
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市川優寛, 飯島綾子, 齋藤 清. CTで同定されず，MRIにて存在確認された小児眼窩穿通性外傷の一例. 第45
回日本救急医学会総会・学術集会; 20171025; 大阪. 
 
高田ゆかり, 秋野陽介, 柳澤隆行, 岩崎康男, 菅野哲生, 佐藤 拓, 齋藤 清. 手術顕微鏡用レーザー照明装

置搭載の赤外光による蛍光観察. 第27回日本赤外線学会; 20171026; 大阪. 
 
佐久間潤, 佐藤祐介, 根本未緒, 蛭田 亮, 石井 勉, 廣瀬千穂, 石井希代子, 河原田勉. ETVによりMRS
シャント感染から離脱できた13トリソミーの小児例. 第35回日本こども病院神経外科医会; 20171104; 横浜. 
 
神宮字伸哉, 佐藤祐介, 佐藤 拓, 村上友太, 岩楯兼尚, 市川優寛, 小島隆生, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 

清. 下垂体卒中に対する内視鏡下経鼻摘出術の手術成績および術中所見. 第24回日本神経内視鏡学会; 20171109; 
横浜. 
 
伊藤裕平, 紺野 豊, 織田惠子, 堀内一臣, 佐藤直樹, 小島隆生. 血管内治療専門医不在施設における血栓回

収術施行の経験 －mobile teamの有用性と課題－. 福島脳血管内治療カンファレンス2017; 20171118; 福島. 
 
齋藤 清, 岩楯兼尚, 佐藤祐介, 藤井正純. 神経線維腫症2型に対する治療の実情：最適な治療は何か？ 難治

性疾患等政策研究事業「神経皮膚症候群に関する診療科横断的な診療体制の確立」班会議; 20171124; 神戸. 
 
市川優寛, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 佐藤 拓, 小島隆生, 佐久間潤, 藤井正純, 齋藤 清. 視神経脊髄炎と鑑

別が困難であった視神経腫瘍様病変の一例. 第35回日本脳腫瘍学会学術集会; 20171210; 高松. 
 
〔シンポジウム〕 
 
佐藤 拓, 伊藤裕平, 村上友太, 藤井正純, 佐久間潤, 鈴木恭一, 田中博朗, 高津 昇, 菅野哲生, 齋藤 

清. カラーで見える ICG蛍光血管撮影カメラ搭載レーザー顕微鏡システムの実用化とその有用性. 第26回脳神経

外科手術と機器学会; 20170415; 山梨. 
 
齋藤 清, 藤井正純, 岩楯兼尚, 山田昌幸, 黒見洋介, 村上友太, 古川佑哉, 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：最適な治療は何か？ 第26回日本聴神経腫瘍研究会; 20170527; 
東京. 
 
佐久間潤, 松本由香, 飯島綾子, 村上友太, 古川佑哉, 神宮字伸哉, 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. 第45回日本小児神経外科学会; 20170602; 神戸. 
 
佐藤 拓, 板倉 毅, 蛭田 亮, 神宮字伸哉, 市川優寛, 藤井正純, 佐久間潤, 齋藤 清. 眼球運動モニタリ

ングの有用性と限界. 第23回日本脳神経モニタリング学会; 20170708; 東京. 
 
齋藤 清, 岩味健一郎, 岸田悠吾, 渡邉 督, 佐藤 拓, 市川優寛, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 藤井正純, 佐
久間潤. 脊索腫に対する治療戦略と課題. 第22回日本脳腫瘍の外科学会; 20170908; 鹿児島. 
 
齋藤 清, 岩味健一郎, 山田昌幸, 黒見洋介, 村上友太, 古川佑哉, 飯島綾子, 蛭田 亮, 伊藤裕平, 岩楯

兼尚, 神宮字伸哉, 市川優寛, 佐藤 拓, 藤井正純, 佐久間潤. 頭蓋底腫瘍に対する治療戦略：低侵襲時代の
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開頭術の役割. 第76回日本脳神経外科学会総会; 20171012; 名古屋. 
 
村上友太, 佐藤 拓, 佐藤祐介, 神宮字伸哉, 市川優寛, 佐久間潤, 岸田悠吾, 渡邉 督, 齋藤 清. 脳膿

瘍治療に対する神経内視鏡の役割. 第24回日本神経内視鏡学会; 20171109; 横浜. 
 
佐藤祐介, 渡邉 督, 岸田悠吾, 岩楯兼尚, 神宮字伸哉, 佐藤 拓, 市川優寛, 佐久間潤, 齋藤 清. 当院

での視床出血に対する内視鏡下血腫除去術の現状と課題. 第24回日本神経内視鏡学会; 20171110; 横浜. 
 
村上友太, 星 京香, 伊藤浩美, 不破尚志, 本多たかし, 黒田直人, 齋藤 清, 中島 円, 宮嶋雅一, 新井 

一, 橋本康弘. 特発性正常圧水頭症における髄液トランスフェリンの定量及び形態学的検討. 第10回日本水頭症

脳脊髄液学会; 20171119; 東京. 
 
〔特別講演〕 
 
市川優寛. 当科でのイーケプラ静注薬の使用状況. 大塚製薬株式会社社内勉強会; 20170406; 福島. 
 
齋藤 清. 頭蓋底手術と新しい技. 第26回脳神経外科手術と機器学会; 20170415; 山梨. 
 
佐久間潤. 小児の脳神経外科：健やかな成長を願って. 南東北福島病院F-S.T.R.Medical Conference; 20170425; 
福島. 
 
齋藤 清. 頭蓋底再建：合併症を起こさないコツ. 第37回日本脳神経外科コングレス総会; 20170512; 横浜. 
 
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25回東京臨床脳画像解析研究会; 20170531; 東
京. 
 
齋藤 清. 頭蓋底腫瘍に対する手術戦略. 第8回京都脳腫瘍セミナー; 20170624; 京都. 
 
藤井正純, 二村美也子. 作業療法士に必要な脳画像のみかた. 平成29年度福島県作業療法士会勉強会; 20170706; 
福島. 
 
市川優寛. てんかんへの挑み方. フィコンパ発売1周年記念講演会; 20170712; 郡山. 
 
藤井正純. 覚醒下手術の実際について. 第32回運動器と痛みの研究会; 20170713; 福島. 
 
齋藤 清. Anterior petrosal approach. 第22回愛知頭蓋底脊椎手術手技ワークショップ; 20170714; 長久手. 
 
齋藤 清. Posterior petrosal approach. 第22回愛知頭蓋底脊椎手術手技ワークショップ; 20170714; 長久手. 
 
齋藤 清. ドリルの使い方. 第11回杉田記念フォーラム; 20170718; 五泉. 
 
齋藤 清. 頭蓋底外科手術の基本. 第11回杉田記念フォーラム; 20170718; 五泉. 
 
市川優寛. てんかんへの挑み方. 地域で考える てんかん診療勉強会; 20170719; 白河. 
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佐藤祐介. 脳・神経系に関する医療機器. 医工連携人材育成プログラム; 20170808; 郡山. 
 
市川優寛. 脳神経外科医の立場から. ビムパッド錠発売1周年学術講演会; 20170909; 郡山. 
 
市川優寛. てんかんへの挑み方 in いわき －実践的てんかん治療について－. いわきてんかんセミナー; 
20170913; いわき. 
 
市川優寛. 福島県の痙縮治療の実際. 第2回痙縮治療連携セミナー; 20170927; 仙台. 
 
齋藤 清. 頭蓋底外科手術の基本. 脳神経カンファレンス; 20171024; 東京. 
 
佐久間潤. 福島脳卒中発症登録の現状と問題点. ストップ！NO卒中プロジェクト in 福島2017; 20171113; 福島. 
 
藤井正純, 齋藤 清. 神経線維腫症2型に対する治療指針改定と最適な治療. 2017年度神経線維腫症2型医療講

演会＆患者交流会; 20171118; 東京. 
 
市川優寛. 脳神経外科医に伝えたいてんかん治療の肝. 脳腫瘍＆てんかん講演会 inふくしま; 20171201; 福島. 
 
市川優寛. 男性と女性の脳の違い. 第13回福島県性差医療セミナー; 20171203; 福島. 
 
佐久間潤. 福島県の脳卒中撲滅を目指して －福島脳卒中登録事業について－. 脳卒中予防講演会 in 二本松; 
20171204; 二本松. 
 
市川優寛. 難治性てんかんに対する迷走神経刺激療法について. 第7回南東北臨床神経生理セミナー; 20171210; 
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