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ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 3F エメラルド 12F
スカイバンケット

7:20 FD講習会・地方会・血管内治療研究会　参会受付
7:45～8:40 FD講習会

8:55～9:00 開会の挨拶　会長：大熊洋揮
9:00～9:35 外傷

座長：井上　　敬（仙台医療センター）
9:35～10:03 感染・小児

座長：吉村　淳一（新潟大学）　　　　
10:03～10:31 腫瘍 １

座長：和田　　司（岩手医科大学）　　
10:31～10:59 腫瘍 ２

座長：櫻田　　香（山形大学）　　　　
10:59～11:20 腫瘍 ３

座長：園田　順彦（東北大学）　　　　
11:20～11:55 腫瘍 ４

座長：浅野研一郎（弘前大学）　　　　
12:00～13:00
日本脳神経外科
学会東北支部
理事会・総会

12:10～13:10 ランチョンセミナー 座長：中野　高広（弘前大学）　　　　

　「解剖から見た頸動脈内膜剥離術のピットフォールとその対処法」
防衛医科大学校　脳神経外科　准教授　和田孝次郎先生

　「頭蓋底外科テクニックを用いた脳底動脈瘤clipping術」
防衛医科大学校　脳神経外科　教授　森　健太郎先生

13:00～14:00
東北脳神経血管
内治療研究会
世話人会13:20～13:48 機能・水頭症

座長：福多　真史（新潟大学）　　　　
13:48～14:16 脊髄

座長：菅原　　卓（秋田大学）　　　　
14:16～14:21 開会の挨拶　会長：大熊洋揮
14:21～15:03 第28回東北脳神経血管内治療研究会　（動脈瘤）

座長：紺野　　広（八戸赤十字病院）　
15:03～15:38 第28回東北脳神経血管内治療研究会　（虚血・その他）

座長：市川　　剛（福島赤十字病院）　
15:38～15:43 第28回東北脳神経血管内治療研究会 事務報告　江面正幸
15:43～16:04 虚血 1

座長：小久保安昭（山形大学）　　　　
16:04～16:25 虚血 2

座長：佐藤　　拓（福島県立医科大学）
16:25～16:46 血管奇形

座長：昆　　博之（青森県立中央病院）
16:46～17:14 脳動脈瘤・SAH 1

座長：久保　慶高（岩手医科大学）　　
17:14～17:35 脳動脈瘤・SAH ２

座長：柳澤　俊晴（秋田大学）　　　　
17:35～17:40 閉会の挨拶　会長：大熊洋揮

＜プログラム一覧＞
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29．特発性正常圧水頭症治療に対する検討
　　　　新潟市民病院脳神経外科
　　　　◯高橋 陽彦, 佐々木 修, 渡部 正俊, 梨本 岳雄, 菊池 文平, 鈴木 倫明

13:48～14:16（4演題28分）
脊髄

座長：菅原 卓（秋田大学）

30．ハローベストの合併症として緊張性気脳症を生じた一例
　　　　いわき市立総合磐城共立病院脳神経外科
　　　　◯園部 真也, 鹿毛 淳史, 鈴木 保宏, 増山 祥二

31．頭蓋底陥入症に伴う脊髄空洞症の観血的治療に関する試み
　　　　仙台医療センター脳神経外科
　　　　◯大沢 伸一郎, 鈴木 晋介, 佐々木 徹, 金森 政之, 上之原 広司

32．脊髄終糸部に発症したperimedullary AVFの一例
　　　　1岩手県立二戸病院脳神経外科, 2岩手医科大学脳神経外科
　　　　◯福田 健志1, 菅原 淳2, 幸治 孝裕2, 小川 彰2, 小笠原 邦昭2

33．CT angiographyで診断された頚髄微小血管病変の一例
　　　　秋田大学大学院脳神経外科
　　　　◯菅原 卓, 東山 巨樹, 近藤 類, 佐々木 絵里奈, 柳澤 俊晴, 笹嶋 寿郎, 溝井 和夫

14:16～14:21　第28回東北脳神経血管内治療研究会 挨拶　大熊洋揮

14:21～15:03（6演題42分）
第28回東北脳神経血管内治療研究会 　　動脈瘤

座長：紺野 広（八戸赤十字病院）

34．当施設における未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術の治療成績
　　　　福島赤十字病院脳神経外科
　　　　◯市川 剛, 鈴木 恭一, 渡部 洋一

35．Enterprise VRDとSuper 政宗を用いて治療した脳底動脈の一例
　　　　1仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科，
　　　　2東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野
　　　　◯木村 尚人1,2, 江面 正幸1, 荻田 庄吾1, 大沢 伸一郎1, 井上 敬1, 上之原 広司1, 
　　　　　冨永 悌二2

36．Neuroform stentの初期使用経験
　　　　弘前大学大学院医学研究科脳神経外科
　　　　◯奈良岡 征都, 嶋村 則人, 吉川 朋成, 大熊 洋揮
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37．Y字ステントを併用したコイル塞栓術の一例
　　　　八戸赤十字病院脳神経外科
　　　　◯佐藤 雄一, 紺野 広, 鈴木 太郎, 柴内 一夫

38．脳内出血を伴った破裂脳動脈瘤症例に対して、局所麻酔下に塞栓術ついで
　　内視鏡下血腫除去術を施行した1例
　　　　1青森県立中央病院脳神経外科, 2青森県立中央病院放射線科
　　　　◯菊池 登志雄1, 斉藤 敦志1, 昆 博之1, 佐々木 達也1, 西嶌 美知春1, 岩村 暢寿2, 緑川 宏2

39．重複内頚動脈-前脈絡叢動脈瘤にコイル塞栓術を施行した一例
　　　　八戸赤十字病院脳神経外科
　　　　◯鈴木 太郎, 佐藤 雄一, 柴内 一夫, 紺野 広

15:03～15:38（5演題35分）
第28回東北脳神経血管内治療研究会 　　虚血・その他

座長：市川 剛（福島赤十字病院）

40．Mo.Ma Ultra systemの初期使用経験
　　　　新潟大学脳研究所脳神経外科
　　　　◯長谷川 仁, 西野 和彦, 伊藤 靖, 藤井 幸彦

41．CAS後ステント内血栓閉塞を来すも再開通し得た内頸動脈閉塞の1例
　　　　1立川綜合病院循環器・脳血管センター脳神経外科，
　　　　2立川綜合病院循環器・脳血管センター神経内科
　　　　◯阿部 博史1, 神保 康志1, 根元 琢磨1, 高野 弘基2

42．放射線照射後の症候性頸部頸動脈狭窄に対してステント留置術を行った２例
　　　　山形県立中央病院脳神経外科
　　　　◯熊谷 孝, 瀬尾 恭一, 菅井 努, 妻沼 到, 井上 明

43．頭皮AVMの一例
　　　　1仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科、
　　　　2東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野
　　　　◯荻田 庄吾1,2, 木村 尚人1, 江面 正幸1, 井上 敬1, 上之原 広司1, 冨永 悌二2

44．脊髄動静脈瘻の診断・治療におけるconebeam-CTの有用性の検討
　　　　1秋田大学医学部放射線科, 2秋田大学医学部脳神経外科, 3秋田大学医学部神経内科
　　　　◯高橋 聡1, 大谷 隆浩1, 古賀 誠1, 菅原 真人1, 浅野 友之1, 高木 倫子1, 橋本 学1, 
　　　　　菅原 卓2, 東山 巨樹2, 溝井 和夫2, 華園 晃3, 松田 雅純3, 菅原 正伯3, 大西 洋英3

15:38～15:43　第28回東北脳神経血管内治療研究会 事務報告　江面正幸


