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1. 創刊によせて 

 

私は今を去ること 12 年前に聖マリアンナ医科⼤学に赴任しました。早く教室

のことを知りたいと思い、医局の秘書さんに過去の同⾨会の年報や同⾨会便り

を⾒せて下さいと頼みました。「ありません」と⾔われました。私は外部から来

ているので少し意地悪をされているのかなと思いました。実は意地悪でなく同

⾨会という組織そのものが、まだ作られていないと判明しました。そこで⼩林博

雄先⽣にお願いして同⾨会⻑になって頂き、平成 22（2010）年の 8 ⽉に我々聖

マリ脳神経外科の第⼀号の年報が発刊されました。当時医局⻑であった平本準

先⽣の⼤変な努⼒がありました。以来歴代の医局⻑が年報発⾏を紡いでくれて

いることに⼤変感謝し敬意を表します。 

同⾨会便り 
 



さて同⾨会便りですが、前任地の⼤学では毎⽉発刊されメンバー全員に郵送さ

れていました。しかし、聖マリで年報に加えて同⾨会便りを始めるとなると、事

務量が過⼤になるので、これまで同⾨会便り発⾏は控えて来ました。ところが、

医局のホームページリニューワル事業に関連して⾼砂浩史講師が同⾨会便り創

刊を⾃ら進⾔してくれました。とても嬉しく思います。私の⼀番の思い出を記し

ておきます。1988 年 5 ⽉から 2 年 3 か⽉間、私はヴァージニア州のシャーロッ

トビルにあるヴァージニア⼤学で過ごしました。その時同僚に東⼤ 2 名、京⼤ 1

名、九⼤ 1 名の脳外科の先⽣がいました。毎⽉私のところに信州から同⾨会便

りが郵送されてくるのをみて、皆とても驚きかつ羨ましがりました。当時インタ

ーネットもなく、滅多に国際電話もかけない環境で、故郷の動静を知らせる定期

便はかけがえのない絆でした。信州に在住した時には未体験の感動で、故郷はそ

こを離れて初めて有難みが分かるものと実感しました。この同⾨会便りはネッ

ト配信にはなりますが、われわれの絆を⼀層強固にするツールになるものと確

信します。 

⽥中雄⼀郎 

2. 新同⾨会員の紹介 

後藤哲哉 准教授 

4 ⽉からお世話になっております後藤哲哉です。平成

5 年信州⼤卒で、現在 50 歳です。過⽇は⾼砂講師に労

を執っていただき、私の歓迎パーティに皆さんの多数の

御参加を賜りました。改めて感謝いたします。このたび

⽥中雄⼀郎教授から准教授という過分な待遇をご提⽰

頂き、⼀⼤決⼼をして異動して参りました。 



この集合写真は勤務開始翌⽇朝に撮った

のですが、あれからすでに３か⽉たちまし

た。聖マリアンナに役に⽴てているか疑問

ですが、真⾯⽬に臨床、研究、教育に邁進

する所存です。 

前職では、臨床は後頭蓋病変として聴神

経腫瘍、⽚側性顔⾯けいれん、三叉神経痛など、頭蓋底⼿術として経錐体⾻アプ

ローチなど、機能脳神経外科として脳深部刺激術など、そしてグリオーマを主に

担当しておりました。研究では電気⽣理モニタリング、医療機器開発、コンピュ

ータ外科、などを専らとしてきた関係で、術中モニタリングの技術認定に係る委

員会、厚⽣省の新規医療機器導⼊の委員会、経産省 NEDO の peer-review など

に関与しております。これら臨床、研究をとおして皆さんのお役に⽴てれば本懐

です。とくに本年度から施⾏されている臨床研究法（いわゆるディオバン法）は、

新規医療機器を開発する場合はもちろん、未承認医療機器の使⽤（たとえばグリ

オーマの摘出に薬さじを使う）や承認医療機器の適応外使⽤（たとえば冠動脈に

採⽤されているステントを脳⾎管に使う）などに⼤きな障害が発⽣しています。

私が解決できるわけではないのでしょうが、困ったことがありましたらいつで

もご連絡ください。 

新参者ではありますが、聖マリアンナの准教授として、若⼿が⼀⼈前の外科医

になる⼿助けをしたいです。またこの同⾨会便りを読んでいる皆さんの仕事環

境の改善に努⼒させてください。これからなにとぞよろしくお願いいたします。 

 

呉侑樹 先⽣ 

聖マリアンナ医科⼤学脳神経外科同⾨会の皆様、初めまして。2019 年 4 ⽉に

⼊局致しました呉侑樹（ごゆうき）と申します。 



私は 2012 年に埼⽟医科⼤学医学部を卒業し、東京⼥⼦

医⼤病院での研修を終えた後、⽇本医科⼤学脳神経内

科に所属しておりました。⽇本医⼤では脳卒中(脳梗塞

の２次予防、脳⾎管内治療)を中⼼とした神経疾患や⼀

般内科疾患を学んでおりました。学⽣の頃より脳外科

疾患・神経疾患に興味がありました。この度周囲の⾊々

な⽅のサポートや御協⼒のもと聖マリアンナ医科⼤学脳神経外科教室への⾨⼾

を開いて頂きました。脳神経内科とは扱う疾患や「⼿術」のある・なしでは全く

仕事内容が変わっていることを⽇々実感しています。しかし、それ以上に⼿術に

より患者様が良くなることが今現在最も嬉々とする実感も徐々に芽⽣えており

ます。まだまだわからないことだらけで恐縮ですが、今後とも宜しくお願い致し

ます。 

 

⽇⾼岳 先⽣ 

聖マリアンナ医科⼤学平成 29 年卒 ⽇⾼です。 

⼤学ではアメフト部に所属しておりました。脳神経外

科医に華やかさ格好良さを感じ専⾨にしたいと思い

ました。慣れぬ事ばかりで⼤変な毎⽇ですが⽇々頑張

ります。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

3. 平成 31 年 4 ⽉-令和元年 6 ⽉の学会発表・講演 

第 28 回脳神経外科⼿術と機器学会(CNTT) 岡⼭ 2019.4.12-13 
後藤哲哉：グリオーマ摘出における術中 MRI の有⽤性と限界 



 
第 12 回⽇本整容脳神経外科学会 岡⼭ 2019.4.13 
太組⼀朗：⾃家⾻・⾃家組織を⽤いた頭蓋再建 -我々の⽅法と⻑期経過- 
⼩野元：⽪膚合併症予防に対する頭蓋⾻形成術後カスタムメイド⼈⼯⾻の曲率調整 

 
第 138 回脳神経外科学会 関東⽀部学術集会 東京 2019.4.20 
梶友紘：3 本の責任⾎管による Painful tic convulsif の 1 例 

 
第 39 回⽇本脳神経外科コングレス総会 横浜 2019.5.16-19 
⼤塩恒太郎：多発外傷初期治療における多診療科医師との連携 
 

第 33 回⽇本神経救急学会学術集会 ⼤阪 2019.6.8-9 
⼩野元：脳出⾎術後の確定診断が遅延した悪性神経膠腫の⼀例 

 
第 58 回⽇本⽣体医⼯学会⼤会 沖縄 2019.6.6-8 
後藤哲哉：脳の⾎流による共振周波数は頭蓋内圧にのみ依存する 

 
第 14 回韓⽇合同脳卒中外科学会 札幌 2019.6.8-9 
Goto Tetsuya: Internet of Things (IoT)for operation theater and Strategy Desk 

 
第 28 回⽇本聴神経腫瘍研究会 東京 2019.6.8 
⽥中雄⼀郎：教育講演 安全な⼿術の追求 - ⼿術合併症の⽂献解析 

 後藤哲哉：脳へらによる Flocculus 圧排と ABR 延⻑の関係について 
⽚側性顔⾯けいれんと聴神経腫瘍の違い 
 

第 47 回⽇本⼩児神経外科学会 新潟 2019.6.14-15 
⾼砂浩史：⼩児における CranioFix® Absorbable による⾻形成 
 

第 32 回⽇本脳死・脳蘇⽣学会総会 広島 2019.6.15 
⼩野元：脳死下臓器提供と⼼停⽌下臓器提供における医療現場負担の⽐較と考察 
 
第 16 回⽇本脳神経⾎管内治療学会関東地⽅会 東京 2019.6.15 



内⽥将司：⾎管撮影中に再破裂した内頚動脈前壁（⾎⾖状）動脈瘤の 1 例 
神野崇⽣：⾎栓化椎⾻動脈瘤の⺟⾎管閉塞に Cone-beam CT で穿通枝評価を⾏った症例 

 
第 34 回⽇本脊髄外科学会 札幌 2019.6.20 
中村歩希：⾮⾻傷性頚髄損傷の治療成績 
中村歩希：Multiple inflammatory pseudottumor の 1 例 
 

第 13 回⽇本てんかん学会関東甲信越地⽅会 東京 2019.6.29 
松森隆史：当院での神経内視鏡を使⽤した後⅓脳梁離断術について 

 
第 25 回⽇本脳神経モニタリング学会 東京 2019.6.29 
後藤哲哉：術中 MRI とステープル電極の相性 
⾼砂浩史：術中電気⽣理モニタリングのためのヘッドバンド モニタリングカチューシャ 

 

4. 学会参加記 

 

第 28 回 CNTT に参加して  

岡⼭⼤学伊達教授が会⻑で⾏われました。会のメインは⼀⽇⽬午後の外視鏡

のセッションであったと思います。外視鏡は、オリンパス、シュトルツの２つが

有名です。内視鏡⼿術が脳神経外科のなかでも徐々に適応を拡⼤していますが、

外視鏡は顕微鏡⼿術を内視鏡⼿術と同じにする概念です。外視鏡は内視鏡との

相性が良いので、これまで顕微鏡⼿術の⼿技の⼀部に内視鏡を使うときに感じ

ていた⾯倒はなくなりますし、内視鏡を外視鏡でガイドするといった使い⽅が

できます。⼀⽅、空間認識がずれたり、時相が遅れたり、モニター画⾯の置き位

置などの問題があり、いまだ完成されたものではありません。それでも顕微鏡よ

り値段は安く、内視鏡と同じように顕微鏡⼿術で⾏われていたことが徐々に切

り替わっていくのだと感じます。夜の懇親会では、私は移動して就いたばかりだ



ったため上着がフリースだったのですが⽥中教授もなぜかフリース。会場⾒ま

わしても全員スーツの中、マリアンナ⾊を⼆⼈で演出できたのではないかと思

いました。次はマリアンナブルーのフリースで参加かな。 

後藤哲哉 

 

第 58 回⽇本⽣体医⼯学会⼤会に参加して 

今年初めて参加しました。ちょうど本州がひろく梅⾬⼊りした⽇でしたが、逆

に会場の沖縄は晴れ。もう梅⾬明けかなあという天候でした。会場の沖縄コンベ

ンションセンターは安室奈美恵さんのラストコンサートが開かれたところです

が、すぐ横は海⽔浴場です。多くの⼈が海⽔浴を楽しんでいました。スーツの私

たちは違和感の塊のように思われたことでしょう。 

⽣体医⼯学はとても内容の広い学⾨です。⽣体⼯学のなかで医分野がからめば

⽣体医⼯学です。医といっても医療 medical というより健康 healthcare と絡み

のほうが多いし、多くのシンポジウムが⽣体⼯学で、どこが⽣体医⼯学なのかな

あというのが感想です。内容はどれもこれも初めて聞く新鮮なもので会期全部

参加したいなあと思いました。筋⾁の細胞をどうしたらもっと早く動かせるか

とか、ナノマシーンを光で動かすとか。でも翌⽇が聴神経腫瘍研究会なので、⼀



⽇で帰ってこないといけないのはもったいなかったなあ。 

後藤哲哉 

 

第 28 回⽇本聴神経腫瘍研究会に参加して 

いつもの興和ビルで藤⽥の⻑⾕川教授が会⻑をされました。今回は⽥中教授が

特別講演で聴神経腫瘍⼿術における合併症の⽂献的考察を発表されました。世

の中では顔⾯神経機能温存率や聴⼒温存率で議論がされていますので、どうし

てもそちらに⽬が⾏ってしまいますが、低頻度ではあっても術後出⾎がこの⼿

術の適応を難しくしています。腫瘍を多く残存させた場合に、腫瘍内出⾎や腫瘍

周囲のクモ膜下に出⾎が出ることが多く、それ以外にもアプローチに伴う脳出

⾎（脳挫傷、静脈梗塞）なども術後出⾎として問題になります。まれにテント上

に硬膜下⾎腫ができたりもします。摘出術では出⾎はいかんとも防げない合併

症ですので、術前にどれだけしっかり患者さんに説明がされるかが重要と再認

識しました。今年度から本会に興和のバックアップがなくなりました。そのうち

興和のビルも使えなくなるのかもしれません。最近こういうことが多くて世知

⾟いですね。製薬会社は、商品説明の弁当やだれもこないビデオ配信にお⾦を使

うより、みんなに役に⽴っていると思われるところにお⾦を使えば良いのにと

思います。 



後藤哲哉 

  

第 13 回⽇本てんかん学会関東甲信越地⽅会に参加して 

6 ⽉ 29 ⽇東京都医学総合研究所で⾏われた第 13 回⽇本てんかん学会関東甲信

越地⽅会に参加いたしました。 

太組准教授が座⻑のセッションで、最近⾏っている神経内視鏡を⽤いた脳梁離

断術についての発表を⾏いました。てんかん学会関東甲信越地⽅会は年に⼀度 6

⽉に⾏われ、脳神経外科の他に、⼩児科、脳神経内科、精神科など様々な科の先

⽣が参加されます。参加者は 120 ⼈程度と多くはありませんが、てんかん専⾨

医試験を受験するためには 1 度は参加することが必要となります。学会の内容

は良い⾔い⽅をすれば多岐にわたります。今年はランチョンセミナーの他にミ

ニレクチャーが 3 つあり、勉強になりました。昨年はレクチャーはなかったの

で、主幹の先⽣によって変わるのかもしれません。次回は新潟でおこなわれます

ので、若い⽅はてんかん外科を専⾨にするかどうかは別として、⼀度は参加して

みることをおすすめします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松森隆史 



 

第 25 回⽇本脳神経モニタリング学会に参加して 

6 ⽉ 29 ⽇に JA 共済ビル（永⽥町)で⾏われました。⽥中教授、後藤先⽣、CE の

横塚さんの 4 名で参加しました。 

脳神経モニタリング学会は電気⽣理に疎い私には⼤変敷居の⾼い会で、これま

で 3 回の筆頭での発表と 3 回の共同演者としての発表でした。多くの先⽣⽅が

こんな⼿術したい！これを専⾨にしたい！など希望を持たれますが、モニタリ

ングを専⾨にされる先⽣は少ないのが現実です。専⾨としないまでも勉強する

先⽣も少ないかと思います。しかしこのご時世に⼿術をするにはモニタリング

なしでは許されなくなっています。他⼈任せではいけません。最低限でもある程

度の知識は必要です。ただそう⾔う私も何度参加しても敷居の⾼さは変わりま

せんでした。第 26 回の学術集会は、オリンピック開催直前の 7 ⽉ 4 ⽇に⽥中教

授を会⻑として当教室で主催します。関連施設の多くの先⽣が何か取り組まれ

ることを期待します。各施設でのモニタリングの充実にも繋がることと思いま

す。相談やわからないことがあれば後藤先⽣と共にモニタリングを⾏うことも

有意義かと思います。 

⾼砂浩史 



 

5. 医局からのお知らせ 

7 ⽉ 17 ⽇(⽔) 19 時 施設⻑会議 医局カンファレンスルーム 

 

7 ⽉ 24 ⽇(⽔) 19 時 ⼈事委員会 医局カンファレンスルーム 

卒後 17 年⽬以下の先⽣⽅のグループ代表者はお集まり下さい。 

 

7 ⽉ 26, 27 ⽇(⾦,⼟) 第 34 回⽇本脳神経外科国際学会フォーラム(JENEF) / 

第 33 回⽇本脳神経外科同時通訳団夏季研修会 川崎市国際交流センター 

太組⼀朗准教授のもと当科主催となります。奮ってご参加下さい。 

 

8 ⽉ 7 ⽇(⽔) 17 時 医局説明会 医局カンファレンスルーム 

関連病院の研修医や学⽣にも是⾮お声掛けくださいますようお願いします。 

 

8 ⽉ 31 ⽇(⼟) 13:00 聖マリアンナ医科⼤学脳神経外科 納涼会  

あざみ野ガーデンズ (BBQ) 

コメディカルやご家族連れでどうぞお越しください。 

連絡先：内⽥(80177)、⽇⾼(80409)まで 

 

6. 7 ⽉以降の学会 

7 ⽉ 11-12 ⽇  第 31 回⽇本頭蓋底外科学会 （神⼾) 

7 ⽉ 20-21 ⽇ 第 22 回⽇本臨床脳神経外科学会 （岡⼭） 

7 ⽉ 26-27 ⽇  第 34 回⽇本脳神経外科国際学会フォーラム （川崎） 

         第 33 回⽇本脳神経外科同時通訳夏季研修会 （川崎） 



8 ⽉ 31 ⽇   第 38 回 The Mt. Fuji Workshop on CVD （横浜） 

9 ⽉ 13-14 ⽇ 第 24 回⽇本脳腫瘍の外科学会 （浜松） 

        第 20 回⽇本内分泌学会関東甲信越⽀部学術集会 (東京) 

9 ⽉ 21 ⽇   第 139 回⽇本脳神経外科学会関東⽀部会 （東京） 

 

学会発表につきましては、お⼿数ですが各⾃で下記連絡先までお知らせくだ

さい。原則的に同⾨会便り編集部まで連絡されない場合は演題名を掲載できま

せんのでご了承ください。 学会からの採⽤通知メールを当⽅へ転送して頂きま

すと簡単です。宜しくお願い致します。 

脳神経外科医局 nouge@marianna-u.ac.jp 
同⾨会便り編集委員⾼砂 hirocneuro@marianna-u.ac.jp 

 

編集後記 

医局では 4 ⽉より新⼊会員 3 名をお迎えし新たなスタートを切りました。学

会など参加していると我々脳外科の⽴ち位置が⾒えて来ます。我々組織のこれ

からを⾒据え社会ニーズに応えられるよう積極的に打ち出す必要性を感じてお

ります。その⼿始めとしてこれまで更新の乏しかった医局ホームページを新た

に⽴ち上げました。ただ⽴ち上げたままでは時とともに⾒向きされなくなりま

す。⼤変ですが少しずつでも更新しつづける事が必要です。この中で社会に積極

的に情報提供を⾏いつつ患者獲得や新たな同⾨会員の加⼊に繋げられればと思

います。またこれまでの会員相互の情報共有や親睦をよりいっそう深められる

よう同⾨会専⽤ページの作成と年間数回の予定で同⾨会誌を定期発⾏して参り

ます。現役も OB もお互い⼿助けし合いたくなるような内容を含めて⾏きたい

と考えます。会員皆様にも今後様々な情報を発信して頂くようご依頼させて頂

く予定です。ご協⼒とご指導をお願い致します。(⾼砂浩史） 


