
（一般講演）
著者名 タイトル 発表学会 開催地 発表日 発表の年

1
Kobayashi, I., Naritaka, H., Oka, H., Sato, Y.,

Tanaka, S., Fujii, K., Kameya, T.

Expression of Pit-1, GHRH-R and GH mRNA in silent

somatotroph adenomas

8th International Pituitary

Pathology Meeting Greece 10/6 2001

2
Oka, H., Kameya, T., Kawano, N.,

Kobayashi, I., Utsuki, S., Kondo, K., Fujii, K.

Radiation-induced sarcoma arising from the sphenoid sinus

after radiotherapy of a GH-producing pituitary adenoma

8th International Pituitary

Pathology Meeting Greece 10/8 2001

3
Kondo, K., Oka, H., Kawano, N., Kobayashi,

I., Utsuki, S., Morii, S., Fujii, K.

Long-term functional outcome of intra-3rd ventriclar

craniopharyngiomas

8th International Pituitary

Pathology Meeting Greece 10/8 2001

4
Fujii, K., Tanaka, R., Nagata, S., Rhoton,

AL., Jr.

Microsurgical Anatomy and Operative Approaches to the

Lateral Ventricles

The 2nd International

Mt.Bandai Symposium

for Neuroscience

福島　 10/29 2001

5
Kusumi, M., Yamada, M., Kitahara, T., Endo,

M., Iida, H., Sagiuchi, T., Fujii, K.

Aneurysm rerupture during angiography -significance of the

timing of examination-

The 7th International

Workshop on

Cerebrovasucular

Surgery (IWCVS)

京都 9/5 2002

6
Yamada, M., Kurata, A., Tanaka, R., Fujii,

K., Endo, M., Kitahara, T., Miyasaka, Y.

Treatment outcome of cerebral AVM in the posterior cranial

fossa.  -Influence of induction of radiosurgery-

The 4th International

Symposium on Cerebral

and Spinal Cord AVM

京都 9/6 2002

7
Mochizuki, T., Yamada, M., Kurata, A.,

Tanizaki, Y., Nakayama., K., Fujii, K.

Rebleeding of the pontine AVM after radiosurgery from the

residual AV fistula: Case report

The 4th International

Symposium on Cerebral

and Spinal Cord AVM

京都 9/6 2002

8
Fujii, K., Nagata, S., Tanaka, R., Rhoton, AL,

Jr.

Microsurgical Anatomy of the Supratentorial Choroidal

Arteries

1st International

Symposium on the

Microsurgical Anatomy

松本 10/5 2002

9
Oka, H., Sheithauer, BW., Utsuki, S.,

Tanaka, S., Kondo, K., Fujii, K.

Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumors: A new malignant

pediatric brain tumor to be distinguished from

medulloblastoma/ PNET

1st Meeting of the Asian

Society for Neuro-

Oncology

熊本 11/19 2002

10
Utusuki, S., Oka, H., Tanaka, S., Iwamoto,

K., Fujii, K.

Recurrence type of germinomas with detectable HCG in only

cerebrospinal fluid

The First International

Symposium on CNS

Germ cell tumors

京都 9/19 2003

11
Yamada, M., Ohsawa, S., Sato, K.,

Hagiwara, H., Fujii, K.

A questionnaire survey of Moyamoya disease in Kanagawa

prefecture in Japan in 2003

7th Japanese and

Korean Friendship

Conference on Surgery

for Cerebral Stroke

Korea 6/5 2004

12
Yamada, M., Kurata, A., Suzuki, S.,

Hagiwara, H., Sato, K., Fujii, K.

Effect of direct amd indirect combined bypass surgery for

Moyamoya disease with ischemic presentation- comparioson

with indirect bypass surgery

7th Japanese and

Korean Friendship

Conference on Surgery

for Cerebral Stroke

Korea 6/5 2004



13
Fujii, K.、Tanaka, R., Yamada, M., Shimizu,

S., Rhoton, AL., Jr.

The Microsurgical Anatomy of the Choroidal Arteries 2nd International

Symposium on

Microsurgical Anatomy

Turkey 10/2 2004

14
Kondo, K., Oka, H., Tanaka, S., Utsuki, S.,

Tanizaki, Y., Fujii, K.

Craniopharyngioma of the 3rd ventricle: Clinico-radiological

study by long term follow up

The 3rd Meeting of the

Asian Society for Neuro-

Oncology

Shanghai 11/18 2004

15
Utsuki, S., Oka, H., Tanizaki, Y., Kondo, K.,

Kawano, N., Fujii, K.

Pathology  features of intracranial germinoma with regard to

fibrous tissue granulomatous change

The 3rd meeting of the

Asian society  for Neuro-

oncology

Shanghai 11/19 2004

16 Yamada, M., Suzuki, S., Yuzawa, I., Fujii, K.
Statistical evaluation of brain SPECT image in moyamoya

disease

The 1st Meeting of Asian

Stroke Forum
東京 3/12 2005

17
Ohsawa, S., Suzuki, S., Yamada, M., Fujii,

K.

A case of superior sagittal sinus thrombosis associaed with

Crohn's disease and macrocytic anemia

The 1st Meeting of Asian

Stroke Forum
東京 3/12 2005

18
Utsuki, S., Oka, H., Shimizu, S., Suzuki, S.,

Tanizaki, Y., Kondo, K., Fujii, K.

The fluorescence diagnosis using 5-amnolevulinic acid for

benign central nervous system tumors is useful

6th Annual symposium

of Japanese 5-ALA

Association

東京 9/10 2005

19
Fujii, K., Yamada, M., Suzuki, S., Asano, Y.,

Kan, S.

Statistical evaluation of brain spect image in moyamoya

disease

The 9th Kyusyu and

Young-Honam

Neurosurgery Joint

Meeting

Pusan 10/29 2005

20

Suzuki, S., Kurata, A., Niki, J., Ozawa, H.,

Yamada, M., Fujii, K., Kan, S., Kitahara, T.,

Miyasaka, Y.

Endovascular surgery for ruptured aneurysms with

vasospasm

The 8th Korean and

Japanese Friendship

Comference on Surgery

for Cerebral Stroke

仙台 8/6 2006

21

Utsuki, S., Oka, H., Shimizu, S., Suzuki, S.,

Miyajima, Y., Fujii, K.

Study of False positive tissues for fluorescence diagnosis

using 5/aminolevulinic acid

7th Annual symposium

of japanese 5-ALA

Association

東京 11/4 2006

22 Fujii, K.

Microsurgical anatomy of the lateral ventricles and velum

interpositum

3rd International

Symposium on

Microneurosurgical

Anatomy

Turkey 11/6 2006

23

久須美真理、岡　秀宏、宇津木聡、中原邦
晶、谷崎義徳、鈴木祥生、田中　聡、小林
郁夫、藤井清孝

コレステリン肉芽腫を伴った下垂体嚢胞の1例 第11回日本間脳下垂体
腫瘍学会 新潟 1/23 2001

24
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、田中　聡、藤井清孝

妊娠中に発症したlow grade astrocytoma 症例の治療と転帰 第1回神奈川脳腫瘍
フォーラム

東京 1/26 2001

25
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、田中　聡、藤井清孝

妊娠中に発症したlow grade astrocytoma 症例の治療と転帰 第5回相模原若手脳神経
外科懇話会

相模原 2/17 2001

26
岡　秀宏、藤井清孝 下垂体腫瘍に対する蝶形骨洞的腫瘍摘出術の手術アプローチ

―その基本手術と応用―

第6回北里脳神経外科微
小解剖セミナー

相模原 2/19 2001

27
宇津木聡、岡　秀宏、藤井清孝 頭蓋咽頭腫の手術アプローチと長期経過観察からみた手術成

績
第6回北里脳神経外科微
小解剖セミナー

相模原 2/19 2001



28
今野慎吾、宇津木聡、岡　秀宏、近藤宏
治、田中　聡、鈴木祥生、藤井清孝

側頭葉に発生した cystic germinoma の1例 第81回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 2/24 2001

29
岩本和久、小澤達也、藤沼邦彦、大塚紀子、萩
原宏之、岡　秀宏、高木宏、藤井清孝

脳腫瘍との鑑別が困難であった高齢発症のMS の1例 第80回東京脳腫瘍研究
会

神奈川 3/10 2001

30
今野慎吾、岡　秀宏、宇津木聡、川野信之、鈴
木祥生、近藤宏治、安井美江、藤井清孝、岩渕
啓一、柳下三郎

著明な肉芽腫様変化を伴った鞍上部 Germinoma の一例 第80回東京脳腫瘍研究
会 神奈川 3/10 2001

31
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、川野信之、鈴
木祥生、近藤宏治、安井美江、藤井清孝、岩渕
啓一、柳下三郎

出産後に急速な発育を示したlow grade astrocytoma の一例 第80回東京脳腫瘍研究
会 相模原 3/10 2001

32
佐藤澄人、飯田秀夫、国井正剛、藤井清孝 術中ナビゲーターが有用であった脳腫瘍の2例 第10回脳神経外科手術

と機器学会（CNTT）
岡山 4/13 2001

33
鈴木祥生、倉田　彰、高木宏、中原邦晶、
岡　秀宏、宮坂佳男、藤井清孝

超選択的動注化学療法が著効した広範な硬膜および頭蓋骨転
移性腫瘍の1例

第21回ニューロ・オン
コロジィの会

東京 4/14 2001

34

萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、鈴木祥
生、田中　聡、近藤宏治、倉田　彰、藤井
清孝

分娩後に急速に進行した Secondary glioblastoma の一症例 第21回ニューロ・オン
コロジィの会 東京 4/14 2001

35

田中　聡、小林郁夫、倉田　彰、宇津木
聡、鈴木祥生、岡　秀宏、安井美江、藤井
清孝

グリオーマに対する個別化補助療法の現状と将来 第21回ニューロ・オン
コロジィの会 東京 4/14 2001

36
鈴木祥生、遠藤昌孝、倉田　彰、谷崎義徳、中
原邦晶、上笹　航、北原孝雄、西巻　博、相馬一
亥、大和田隆、藤井清孝

急性硬膜外血腫に対する血管内治療の有効性 第15回日本神経救急研
究会 鹿児島 5/12 2001

37

中原邦晶、福田倫也、倉田　彰、鈴木祥生、宇
津木聡、上笹　航、今野慎吾、萩原宏之、谷崎
義徳、近藤宏治、五野由佳里、遠藤昌孝、北原
孝雄、相馬一亥、大和田隆、野末果林、門前達
哉、飯塚高浩、鈴木則宏、宮坂佳男、藤井清
孝、坂井文彦、菅  信一

後頭蓋窩虚血性脳血管障害の治療戦略―選択的血栓溶解療法
の適応

第15回日本神経救急研
究会

鹿児島 5/12 2001

38

岡　秀宏、宇津木聡、鈴木祥生、近藤宏
治、谷崎義徳、田中　聡、安井美江、藤井
清孝、川野信之

頭蓋咽頭腫における細胞接着分子タンパク（cadherin,

catenin）の発現に関する免疫組織学的検討
第19回日本脳腫瘍病理
学会 東京 5/23 2001

39
宇津木聡、佐藤雄一、岡　秀宏、川野信之、田
中　聡、鈴木祥生、近藤宏治、谷崎義徳、安井
美江、藤井清孝

Invasive meningioma の脳浸潤先端部における細胞接着因子
タンパクの発現に関する病理組織学的検討

第19回日本脳腫瘍病理
学会 東京 5/23 2001

40

中原邦晶、鈴木祥生、岡　秀宏、宇津木
聡、田中　聡、近藤宏治、谷崎義徳、安井
美江、川野信之、藤井清孝

中枢神経悪性リンパ腫における Epstein-Barr virus (EBV) の
発現：in situ hybridization による検討

第19回日本脳腫瘍病理
学会 東京 5/23 2001

41
萩原宏之、宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、田
中　聡、近藤宏治、谷崎義徳、安井美江、藤井
清孝、柳下三郎

出産後に悪性転化を示した low grade srtrocytoma の一例 第19回日本脳腫瘍病理
学会 東京 5/23 2001

42
田中　聡、小林郁夫、長島　正、堀　智勝、渡辺
高志、岡　秀宏、藤井清孝

薬剤耐性遺伝子の発現からみたastrocytictumorのprogression 第19回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/24 2001



43
今野慎吾、橘  滋国、山田　勝、近藤宏治、
藤井清孝

起立性低血圧で発症したC2神経鞘腫の1例 第82回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 6/30 2001

44
湯澤  泉、入倉克巳、山田　勝、藤井清孝、遠藤
昌孝、大和田隆

低体温時酸塩基平衡が脳血流・脳酸素代謝に及ぼす影響 第4回日本脳底体温療法
研究会

山口 7/6 2001

45
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清
孝、岩渕啓一

広範な骨破壊像を呈した悪性頭蓋底部骨腫瘍の一例 第81回東京脳腫瘍研究
会

伊勢原 7/28 2001

46

倉田　彰、鈴木祥生、山田　勝、入倉克巳、田中
柳水、藤井清孝、北原孝雄、大桃丈知、宮坂佳
男

破裂解離性椎骨動脈瘤に対するコイル塞栓術の有用性につい
て―直達手術例、バルーン近位閉塞治療例と比較して―

第20回 The Mt. Fuji

Workshop on CVD 札幌 8/25 2001

47
鈴木祥生、倉田　彰、大桃丈知、平山　寿、宮坂
佳男、田中柳水、入倉克巳、山田　勝、岡　秀
宏、遠藤昌孝、北原孝雄、藤井清孝

脳動脈瘤の血管内閉塞術の合併症の検討 第20回 The Mt. Fuji

Workshop on CVD 札幌 8/25 2001

48
中原邦晶、宮坂佳男、高木宏、菅  信一、藤井
清孝

頭蓋骨骨折か骨縫合線かの鑑別が困難であった1症例 第83回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 9/1 2001

49

望月崇弘、田中柳水、仁木　淳、小泉寛
之、福島　浩、荘司光彦、岩本和久、山田
勝、橘  滋国、藤井清孝

MRI 画像で診断困難であった胸髄 mobile neurinoma の一例 第83回日本脳神経外科
学会関東地方会 東京 9/1 2001

50
鈴木祥生、遠藤昌孝、倉田　彰、大桃丈知、北
原孝雄、大和田隆、平山　寿、宇津木聡、中原
邦晶、藤井清孝

急性期硬膜外血腫に対する血管内治療の有効性 第17回神奈川脳血管内
手術懇話会 横浜 9/10 2001

51
清水  暁、三井公彦、諏訪知也、三島大徳、
藤井清孝

椎骨動脈の微小外科解剖 第8回日本脊椎・脊髄神
経手術手技学会

京都 9/14 2001

52
仁木　淳、岡　秀宏、宇津木聡、今野慎
吾、近藤宏治、藤井清孝

診断に難渋した鞍上部胚細胞腫の一例 神奈川脳腫瘍フォーラ
ム第2回学術集会

横浜 9/14 2001

53
中原邦晶、岡　秀宏、宇津木聡、野渡正彦、佐
藤雅彦、釼持　学、今野慎吾、福島　浩、宮坂佳
男、高木宏、藤井清孝

Miniature Ommmaya's reservoir による超低出生体重児の出
血性水頭症に対する管理

第60回日本脳神経外科
学会総会 岡山 10/24 2001

54
北原孝雄、遠藤昌孝、石渡雅男、倉田　彰、宮
坂佳男、大和田隆、藤井清孝

重症くも膜下出血（GRADE5）に対する治療戦略と成績 第60回日本脳神経外科
学会総会

岡山 10/25 2001

55
岡　秀宏、藤井清孝、川野信之 長期経過観察からみた頭蓋咽頭腫の手術成績 第60回日本脳神経外科

学会総会
岡山 10/25 2001

56
山田　勝、倉田　彰、遠藤昌孝、北原孝雄、藤井
清孝、宮坂佳男、中山賢司、大高弘稔、森井誠
二

頭蓋内解離性椎骨動脈瘤の治療―急性期コイル塞栓術導入に
よる転帰の変化―

第60回日本脳神経外科
学会総会 岡山 10/26 2001

57
大桃丈知、倉田　彰、宮坂佳男、中山茂信、藤
井清孝

直達手術困難な Broad neck 脳動脈瘤に対するカバードステ
ントの開発差―最終報告―

第60回日本脳神経外科
学会総会

岡山 10/26 2001

58
鈴木祥生、倉田　彰、大桃丈知、平山　寿、宮坂
佳男、田中柳水、入倉克巳、山田　勝、岡　秀
宏、遠藤昌孝、北原孝雄、藤井清孝

動脈瘤の血管内閉塞術の合併症の検討 第60回日本脳神経外科
学会総会 岡山 10/26 2001

59
田中　聡、小林郁夫、岡　秀宏、藤井清孝、渡辺
高志、堀　智勝

薬剤耐性遺伝子診断に基づいた悪性脳腫瘍の個別化補助療法 第60回日本脳神経外科
学会総会

岡山 10/26 2001

60
北原孝雄、遠藤昌孝、石渡雅男、岩本和久、鈴
木祥生、河村砂織、倉田　彰、藤井清孝、宮坂
佳男、相馬一亥、大和田隆

くも膜下出血の治療成績の検討 第29回日本救急医学会
総会 東京 11/7 2001



61

倉田　彰、鈴木祥生、山田　勝、入倉克
巳、田中柳水、藤井清孝、北原孝雄、大桃
丈知

破裂解離性椎骨動脈瘤に対する治療―直達手術、バルーン近
位閉塞、解離部でのコイル塞栓術との比較―

第17回日本脳神経血管
内治療学会 新潟 11/21 2001

62
大桃丈知、倉田　彰、宮坂佳男、藤井清孝 Broad Neck な動脈瘤治療用カバードステントの開発～病理

組織を含めた最終報告～
第17回日本脳神経血管
内治療学会

新潟 11/21 2001

63
望月崇弘、山田　勝、倉田　彰、岩本和
久、藤井清孝

血管内手術とガンマナイフによって治療した脳幹 AVM の一
例

第84回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 11/24 2001

64
宇津木聡、岡　秀宏、田中　聡、石渡雅
男、近藤宏治、藤井清孝

テント上 diffuse astrocytoma に対する放射線単独療法の長期
予後

第22回ニューロ・オン
コロジィの会

東京 12/15 2001

65
久須美真理、岡　秀宏、宇津木聡、田中
聡、石渡雅男、藤井清孝

視神経膠腫、類モヤモヤ病、小脳神経膠芽腫を合併したNF1

の症例
第22回ニューロ・オン
コロジィの会

東京 12/15 2001

66
田中　聡、小林郁夫、岡　秀宏、宇津木
聡、安井美江、藤井清孝

グリオーマ治療における EBM と IAT の接点 第22回ニューロ・オン
コロジィの会

東京 12/15 2001

67
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、田中
聡、大澤成之、藤井清孝

化学療法抵抗性の乳児髄芽腫に対する放射線治療のタイミン
グ

第3回東京若手脳腫瘍治
療懇話会

東京 12/21 2001

68
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、石渡雅
男、安井美江、藤井清孝

腫瘍内出血をきたした脳幹腫瘍の一例 第82回東京脳腫瘍研究
会

東京 12/22 2001

69
岡　秀宏、萩原宏之、宇津木聡、田中
聡、大澤成之、藤井清孝

化学療法抵抗性の乳児髄芽腫に対する放射線治療のタイミン
グ

第2回北里脳腫瘍フォー
ラム

相模原 1/18 2002

70
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、福島
浩、石渡雅男、藤井清孝

グリオーマとの鑑別に難渋した脳幹腫瘍の一例 神奈川脳腫瘍フォーラ
ム第3回学術集会

横浜 2/1 2002

71
岡　秀宏、藤井清孝 プロラクチノーマの治療戦略 第12回日本間脳下垂体

腫瘍学会
東京 2/5 2002

72

久須美真理、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清
孝

診断に苦慮した側脳室三角部腫瘍の一例 第6回脳神経外科疾患の
臨床と病理のJoint

Conference

東京 2/9 2002

73
福島　浩、岡　秀宏、宇津木聡、石渡雅
男、藤井清孝

Gorlin sundrome の1例 第85回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 3/2 2002

74
田中　聡、小林郁夫、岡　秀宏、宇津木聡、藤井
清孝、紙谷秀規、堀　智勝

脳腫瘍に対するオーダーメード治療としてのIndividual

adjuvant therapy (IAT)

第35回制癌剤適応研究
会

名古屋 3/8 2002

75

萩原宏之、倉田　彰、鈴木祥生、大桃丈
知、宇津木聡、石渡雅男、菅  信一、藤井清
孝

Isolated type transvers-sigmoid sinus dural AVF の検討 第19回神奈川脳血管内
手術懇話会 横浜 3/11 2002

76

宮島良輝、倉田　彰、鈴木祥生、大桃丈知、宇
津木聡、石渡雅男、萩原宏之、菅  信一、藤井
清孝

Inferior petrosal sinus dural AVF の1例 第19回神奈川脳血管内
手術懇話会 横浜 3/11 2002

77
田中柳水、藤井清孝、アルバート L. ロートン Jr. 側頭骨の解剖 第16回微小脳神経外科

解剖セミナー
大阪 3/18 2002

78
田中柳水、清水  暁、岡　秀宏、山田　勝、倉田
彰、藤井清孝、Rhoton, AL. Jr

Middle cranial fossa approach の microsurgical anatomy 第11回脳神経外科手術
と機器学会

山梨 4/12 2002

79
宇津木聡、岡　秀宏、田中　聡、近藤宏
治、谷崎義徳、安井美江、藤井清孝

Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor とmedulloblastoma:その組
織診断の再評価

第23回ニューロ・オン
コロジィの会

東京 4/13 2002



80
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、石渡雅
男、安井美江、藤井清孝

第三脳室内悪性リンパ腫の一例 第23回ニューロ・オン
コロジィの会

東京 4/13 2002

81
山田　勝、倉田　彰、田中柳水、藤井清孝、遠藤
昌孝、北原孝雄、宮坂佳男

後頭蓋窩AVMの治療成績の検討―Radiosurgery導入後の 第31回日本脳卒中の外
科学会

仙台 4/25 2002

82

川野信之、宇津木聡、岡　秀宏、谷崎義
徳、近藤宏治、藤井清孝、安井美江、根本
典子、宮沢七郎

Ependymoma における microlumen の光学顕微鏡における検
出―抗原賦活 EMA と CD99（MIC-2）免疫染色の有用性―

第20回日本脳腫瘍病理
学会 広島 5/11 2002

83

宇津木聡、岡　秀宏、田中　聡、近藤宏
治、谷崎義徳、安井美江、川野信之、藤井
清孝

Medulloblastoma における接着因子の発現意義 第20回日本脳腫瘍病理
学会 広島 5/11 2002

84
久須美真理、山田　勝、*北原孝雄、遠藤昌
孝、石渡雅男、萩原宏之、藤井清孝

脳血管撮影中に再破裂をきたした脳動脈瘤症例の検討 第16回日本神経救急学
会

東京 5/11 2002

85
上笹　航、岡　秀宏、田中　聡、今野慎
吾、宇津木聡、藤井清孝

脳出血と間違われた転移性脳腫瘍の一例 第4回東京若手脳腫瘍治
療懇話会

東京 5/31 2002

86
宮島良輝、倉田　彰、鈴木祥生、藤井清
孝、宇津木聡

出血発症inferior petrosal sinus dural AVF の希な1例 第86回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 6/1 2002

87
宇津木聡、岡　秀宏、田中　聡、近藤宏
治、谷崎義徳、安井美江、藤井清孝

Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor と medullpblastoma の予
後：組織診断の再評価の重要性

第30回日本小児神経外
科学会

旭川 6/7 2002

88

岡　秀宏、宇津木聡、田中　聡、近藤宏
治、谷崎義徳、今野慎吾、中原邦晶、藤井
清孝

小児神経膠芽腫の手術アプローチと個別化補助療法 第30回日本小児神経外
科学会 旭川 6/8 2002

89
福島　浩、岡　秀宏、宇津木聡、岩本和
久、石渡雅男、宮島良輝、藤井清孝

Medulloblastoma と meningioma を合併した Gorlin

syndrome の一例
第30回日本小児神経外
科学会

旭川 6/8 2002

90

望月崇弘、田中柳水、仁木　淳、小泉寛
之、荘司光彦、岩本和久、山田　勝、橘
滋国、藤井清孝

MRI画像で診断困難であった胸髄mobile neurinoma 第17回日本脊髄外科研
究会 静岡 6/13 2002

91
田中柳水、井上琢哉、清水  暁、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr

顔面神経の外科解剖 第14回日本頭蓋底外科
学会

福岡 6/21 2002

92
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝、川
野信之、柳下三郎

Spongioblastic patternを呈した再発腫瘍の1例 第83回東京脳腫瘍研究会
東京 7/6 2002

93
大澤成之、山田　勝、田中柳水、藤井清孝 EC-ICバイパスを用いて治療した血栓化後下小脳動脈瘤の1

例
第4回北里ブレインア
タックセミナー

相模原 7/10 2002

94
小泉寛之、岡　秀宏、宇津木聡、田中
聡、上笹　航、今野慎吾、藤井清孝

星細胞腫治療後の放射線誘発肉腫に対するメトトレキセート
大量療法とロイコボリン救助療法

神奈川脳腫瘍フォーラ
ム第4回学術集会

横浜 9/13 2002

95
荘司光彦、田中千彦、菅  信一、田中柳水、藤
井清孝

画像上経時変化が確認できたくも膜嚢胞に合併した慢性硬膜
下血腫の1例

第87回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 9/14 2002

96
佐藤公俊、岡　秀宏、今野慎吾、藤井清孝 Ciliated craniopharyngioma の1例 第87回日本脳神経外科

学会関東地方会
東京 9/14 2002

97
倉田　彰、小澤　仁、山田　勝、田中柳水、湯澤
泉、藤井清孝、北原孝雄、鈴木祥生

破裂解離性椎骨動脈瘤に対する解離部位でのコイル塞栓術の
有用性について

第61回日本脳神経外科
学会総会

松本 10/2 2002

98
田中柳水、橘  滋国、石渡雅男、清水  暁、
飯田秀夫、藤井清孝

頚髄神経鞘腫―当施設で経験した22例― 第61回日本脳神経外科
学会総会

松本 10/4 2002



99
鷺内隆雄、飯田秀夫、橘  滋国、藤井清孝 脊髄疾患における拡散強調画像 第37回日本脊髄障害医

学会
和歌山 11/9 2002

100
佐藤公俊、宇津木聡、岡　秀宏、安井美江、藤
井清孝、川野信之、柳下三郎

前頭蓋底とethmoid sinusに主座を置く腫瘍の1例 第84回東京脳腫瘍研究
会

東京 11/9 2002

101
田中　聡、宇津木聡、岩本和久、岡　秀
宏、藤井清孝、渡辺高志、堀　智勝

リアルタイムPCRに基づいたindividual adjuvant therapy

(IAT)

第20回日本脳腫瘍学会
熊本 11/16 2002

102
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、岡　秀
宏、藤井清孝

視神経への炎症波及による視力障害にて発症した下垂体腫瘍
の1例

第88回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 11/23 2002

103
大桃丈知、倉田　彰、鈴木祥生、藤井清孝 A1M1を含む内頸動脈本幹部の血栓塞栓性急性閉塞に対する

治療戦略
第18回日本脳神経血管
内治療学会

沖縄 12/4 2002

104

倉田　彰、小澤　仁、中原邦晶、藤井清孝、北原
孝雄、鈴木祥生、大桃丈知

破裂解離性椎骨動脈瘤に対する解離部位でのコイル塞栓術の
有用性についてー直達手術例、バルーン近位閉塞治療例と比
較してー

第18回日本脳神経血管
内治療学会 沖縄 12/4 2002

105
鈴木祥生、倉田　彰、大桃丈知、中山茂信、平
山　寿、安井美江、岡　秀宏、藤井清孝

電気的血栓化による血管閉塞の実験的研究 第17回日本脳血管内治
療学会

沖縄 12/4 2002

106
福島　浩、岡　秀宏、清水  暁、藤井清孝 若年成人に発症した眼窩内腫瘍の一手術例 第5回東京若手脳腫瘍治

療菅懇話会
東京 12/20 2002

107
倉田　彰、大桃丈知、鈴木祥生、藤井清孝、北
原孝雄、菅  信一

破裂解離性椎骨動脈瘤の臨床像及びコイル塞栓術の有用性に
ついて

第8回日本脳神経外科救
急医学会

大阪 1/17 2003

108
田中　聡、宇津木聡、岩本和久、安井美
江、岡　秀宏、藤井清孝

グリオーマに対するリアルタイムPCRに基づいたindividual

adjuvant therapy (IAT)

第4回北里腫瘍フォーラ
ム

相模原 1/24 2003

109
岡　秀宏、清水  暁、中原邦晶、福島　浩、
佐藤公俊、宮島良輝、藤井清孝

頭蓋底腫瘍手術におけるパルーＩおよびアースロケアマルチ
エレクトロードシステム2000の有用性

神奈川脳腫瘍フォーラ
ム第5回学術集会

横浜 1/31 2003

110

佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、谷崎義徳、宮島良輝、清水  暁、鈴木祥
生、藤井清孝

症候性ラトケ嚢胞に合併した ciliated craniopharyngioma の
一例

第13回日本間脳下垂体
腫瘍学会 島根 2/4 2003

111

岡　秀宏、宇津木聡、田中　聡、近藤宏
治、谷崎義徳、佐藤公俊、宮島良輝、清水
暁、鈴木祥生、藤井清孝

小脳視床膠芽腫の手術アプローチと個別化学補助療法 第13回日本間脳下垂体
腫瘍学会 島根 2/5 2003

112
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、廣瀬隆一、長
谷川ひとみ、岡　秀宏、藤井清孝

ACTHが高値であったprolactinomaの一例 第13回日本間脳下垂体
腫瘍学会

島根 2/5 2003

113
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、廣瀬隆一、長
谷川ひとみ、本告　匡、岡　秀宏、藤井清孝

視神経への炎症波及により視力障害を主訴として発症した下
垂体腫瘍の一例

第13回日本間脳下垂体
腫瘍学会

島根 2/5 2003

114
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、谷崎義徳、佐藤公俊、藤井清孝

第三脳室内に限局した稀な原発性頭蓋内悪性リンパ腫の一例 第13回日本間脳下垂体
腫瘍学会

島根 2/5 2003

115

近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、佐藤公俊、宮島良輝、清水  暁、鈴木祥
生、藤井清孝

トルコ鞍内海綿状血管腫の1例 第13回日本間脳下垂体
腫瘍学会 島根 2/5 2003

116
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、田中　聡、藤井
清孝、岩淵啓一、柳下三郎、川野信之

Low grade astrocytomaへの放射線照射後にpolar

spongioblastic patternを呈したgliosarcomaの一例
第26回日本脳神経CI学
会総会

名古屋 2/8 2003

117
宮島良輝、山田　勝、倉田　彰、中原邦晶、田中
柳水、藤井清孝、菅  信一

診断に苦慮した小脳海綿状血管腫の一例 第9回県央ストロークカ
ンファレンス

相模原 2/20 2003



118
田中　聡、岩本和久、宇津木聡、高梨淳子、岡
秀宏、藤井清孝、堀　智勝

誘発筋電計MEB-2200による術中マッピング・モニタリング 第12回脳神経外科手術
と機器学会

福岡 4/11 2003

119
岡　秀宏、倉田　彰、藤井清孝 脳腫瘍手術におけるアースロケアマルチエレクトロードシス

テム2000の使用経験
第12回脳神経外科手術
と機器学会

福岡 4/12 2003

120
宇津木聡、岡　秀宏、近藤宏治、谷崎義
徳、田中　聡、藤井清孝

胚細胞性腫瘍の治療成績ー北里大学におけるPE療法導入前
後の治療成績の比較ー

第25回ニューロ・オン
コロジィの会

東京 4/12 2003

121
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、田中　聡、藤井
清孝、岩渕啓一、柳下三郎、川野信之

Low grade astrocytomaへの放射線照射後にpolar

spongioblastic patternを呈したgliosarcomaの一例
第21回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/1 2003

122

大澤成之、岡　秀宏、田中　聡、宇津木聡、藤井
清孝、栗原克由

Secondary glioblastoma に対する遺伝子診断に基づいた個別
化補助療法の効果：突然死による法医解剖所見から

第21回日本脳腫瘍病理
学会 東京 5/1 2003

123
近藤宏治、岡　秀宏、川野信之、藤井清孝、柳
下三郎

蝶形骨洞に発生した腫瘍の一例 第21回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/1 2003

124
福島　浩、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、近藤宏治、安井美江、藤井清孝

Chordoid meningiomaの一例 第21回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/1 2003

125
宇津木聡、岡　秀宏、田中　聡、岩本和久、安井
美江、本告　匡、藤井清孝、川野信之

初回手術23年後再手術を行ったoligodendrogliomaの一例 第21回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/2 2003

126

岡　秀宏、川野信之、柳下三郎、藤井清孝 Neurofubromatosis type1に合併したtrabecular cell

hyperplasia：画像上くも膜嚢胞と鑑別が困難な新疾患概念
第21回日本脳腫瘍病理
学会 東京 5/2 2003

127
谷崎義徳、岡　秀宏、橘  滋国、宇津木聡、中山
賢司、藤井清孝、原　敦子、川野信之

悪性転化を認めた脊髄星細胞腫の剖検所見 第21回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/2 2003

128
福島　浩、岡　秀宏、宇津木聡、安井美
江、近藤宏治、谷崎義徳、藤井清孝

頭蓋骨原発のMalignant lymphomaの一例 第21回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/2 2003

129
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏治、谷
崎義徳、安井美江、藤井清孝、原　敦子、岩渕
啓一、川野信之

Olfactory neuroepitheliomaと考えられた1例 第21回日本脳腫瘍病理
学会 東京 5/2 2003

130
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、谷崎義徳、安井美江、藤井清孝

第3脳室内に局限した原発性頭蓋内悪性リンパ腫の一例 第21回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/2 2003

131
田中　聡、宇津木聡、岩本和久、岡　秀
宏、安井美江、藤井清孝

グリオーマにおける薬剤耐性遺伝子発現のリアルタイムRT-

PCRによる検討とIndivisual adjuvant therapy (IAT)

第21回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/2 2003

132
清水　暁、田中柳水、三井公彦、藤井清孝 椎骨静脈および吻合枝の外科解剖 第17回微小脳神経外科

解剖セミナー
大阪 5/19 2003

133
岡　秀宏、清水  暁、宇津木聡、田中　聡、
藤井清孝

頭蓋底腫瘍手術におけるアースロケアマルチエレクトロード
システム2000の使用経験

第15回日本頭蓋底外科
学会

東京 6/11 2003

134
山田　勝、倉田　彰、藤井清孝、北原孝雄、遠藤
昌孝、大和田隆

出血性頭蓋内解離性椎骨動脈瘤（DVA）ー保存的治療24例の
転帰不良因子の検討ー

第17回日本神経救急学
会学術集会

東京 6/14 2003

135
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、岡　秀
宏、藤井清孝

PDD研究用紫色半導体レーザー装置を用いた術中蛍光診断 第90回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 6/14 2003

136
中原邦晶、倉田　彰、山崎友也、藤井清孝、西
巻　博

Ehlas-Danlos syndromeに対するステント留置術の有用性に
ついて

第90回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 6/14 2003

137
山田　勝、宮島良輝、今野慎吾、中原邦晶、藤
井清孝、瀬崎晃一郎

頭蓋骨早期癒合症における段階的distravtionを用いた頭蓋骨
remodeling

第31回日本小児神経外
科学会

新潟 7/3 2003



138
宇津木聡、岡　秀宏、田中　聡、近藤宏
治、谷崎義徳、藤井清孝

松果体・鞍上部以外に発生したgerminomaの画像上の特徴 第31回日本小児神経外
科学会

新潟 7/3 2003

139
山田　勝、田中柳水、萩原宏之、湯澤  泉、
倉田　彰、佐藤澄人、藤井清孝

もやもや病にたいする直接間接血行再建術 第22回Mt. Fuji

Workshop on CVD
長崎 8/30 2003

140
佐藤公俊、岡　秀宏、小林郁夫、宇津木
聡、藤井清孝

クモ膜嚢胞との鑑別に苦慮したTrabecular cell hyperplasiaの
一例

神奈川脳腫瘍フォーラ
ム第6回学術集会

神奈川 9/12 2003

141

仁木　淳、岡　秀宏、佐藤澄人、萩原宏
之、小林郁夫、藤井清孝、宇津木聡、田中
聡

Multicentric gliomaの1例 第91回日本脳神経外科
学会関東地方会 東京 9/20 2003

142
湯澤  泉、倉田　彰、小澤　仁、大桃丈知、鈴木
祥生、萩原宏之、藤井清孝、北原孝雄、菅　信
一

高齢者手術への挑戦と限界ー脳動脈瘤塞栓術についてー 第16回日本老年脳神経
外科学会 仙台 9/30 2003

143
佐藤澄人、岡　秀宏、萩原宏之、久須美真理、
宇津木聡、田中　聡、藤井清孝、岡本浩嗣、外
須美夫

運動機能温存を目的とした覚醒下開頭術の有用性 第1回日本Awake

Surgery研究会 沖縄 11/6 2003

144

久須美真理、岡　秀宏、佐藤澄人、仁木
淳、萩原宏之、宇津木聡、田中　聡、藤井
清孝

運動および言語機能温存目的で覚醒下脳腫瘍摘出術を施行し
た2症例

第1回日本Awake

Surgery研究会 沖縄 11/6 2003

145

宇津木聡、岡　秀宏、田中　聡、岩本和
久、佐藤澄人、萩原宏之、本告　匡、藤井
清孝

半導体レーザー装置を用いた術中脳腫瘍蛍光診断とその組織
学的検討

第8回日本脳腫瘍の外科
学会 沖縄 11/8 2003

146
田中　聡、宇津木聡、岩本和久、佐藤澄
人、岡　秀宏、藤井清孝

Intensive chemotherapyを前提としたeloquent gliomaの手術 第8回日本脳腫瘍の外科
学会

沖縄 11/8 2003

147
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、岡　秀
宏、藤井清孝

脳腫瘍蛍光診断とその分裂像との関係 第4回5ALA研究会
岐阜 11/15 2003

148
岡　秀宏、宇津木聡、小林郁夫、藤井清孝、
Scheithauer, BW.

Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumors: 多施設臨床共同研究への
提案

第21回日本脳腫瘍学会
兵庫 11/17 2003

149
鈴木祥生、倉田　彰、大桃丈知、田中柳水、山
田　勝、菅　信一、藤井清孝

直達手術不成功脳動脈瘤に対する脳血管内手術の有用性につ
いて

第19回日本脳血管内治
療学会

横浜 11/17 2003

150
田中　聡、岡　秀宏、宇津木聡、岩本和久、安井
美江、藤井清孝、堀　智勝

グリオーマに対するMGMTの定量的RT-PCRに基づいたIAT

の多施設臨床共同研究の提案
第21回日本脳腫瘍学会

兵庫 11/18 2003

151
鈴木祥生、大桃丈知、遠藤昌孝、倉田
彰、藤井清孝

急性硬膜外血腫に対する血管内手術について 第79回多摩医学会講演
会

東京 11/29 2003

152
望月崇弘、岡　秀宏、鷺内隆雄、小林郁
夫、藤井清孝

興味ある画像所見を呈した脳梗塞の一例 第11回相模若手脳神経
外科懇話会

相模原 12/2 2003

153

佐藤公俊、岡　秀宏、鷺内隆雄、小林郁
夫、藤井清孝

画像上描出困難な末端肥大症の治療 第1回かながわ間脳下垂
体疾患カンファレンス 横浜 12/10 2003

154
岡　秀宏、清水　暁、藤井清孝 頭蓋外伸展を示す舌下神経鞘腫に対する手術法 第7回東京若手脳腫瘍治

療懇話会
東京 12/19 2003



155

鈴木祥生、大桃丈知、森田泰章、森　健
一、長谷川彰、梶原伸二、佐藤智仁、杉崎
美奈子、中原邦晶、沼畑孝志、高木　宏、
倉田　彰、藤井清孝

調布病院におけるPerfusion CTの活用例ー慢性硬膜下血腫の
手術適応決定への活用

第1回CT Perfusion研究
会

東京 1/24 2004

156
岡　秀宏、田中　聡、宇津木聡、佐藤澄人、藤井
清孝、外須美夫、早川和重

Eloquent areaに発生したグリオーマに対する覚醒下開頭術と
遺伝子解析による補助療法

第6回北里腫瘍フォーラ
ム

相模原 1/30 2004

157
小林郁夫、Long, J., 岡　秀宏、安井美江、藤井
清孝、Lloyd, RV.

HP75におけるTGFbや酪酸塩による7B2, PC1, PC2の発現の
制御

第14回日本間脳下垂体
腫瘍学会

金沢 2/3 2004

158
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、廣瀬隆一、長
谷川ひとみ、岡　秀宏、藤井清孝

reversible encephalopathyの像を呈したSheehan症候群の一
例

第14回日本間脳下垂体
腫瘍学会

金沢 2/4 2004

159
近藤宏治、岡　秀宏、小林郁夫、宇津木
聡、藤井清孝

カベルゴリンが有効であった男性プロラクチノーマの2例 第14回日本間脳下垂体
腫瘍学会

金沢 2/4 2004

160
萩原宏之、岡　秀宏、久須美真理、宇津木
聡、小林郁夫、藤井清孝

Pilomyxoid astrocytomaの1例 第14回日本間脳下垂体
腫瘍学会

金沢 2/4 2004

161
田中　聡、小林郁夫、高梨淳子、岡　秀宏、宇津
木聡、藤井清孝、氏家　弘、堀　智勝

下垂体および傍鞍部腫瘍に対する術中VEPモニタリング 第15回日本間脳下垂体
腫瘍学会

東京 2/12 2004

162
荘司光彦、岡　秀宏、宇津木聡、萩原宏
之、藤井清孝

画像上鑑別診断に苦慮した小脳腫瘍の1例 神奈川脳腫瘍フォーラ
ム第7回学術集会

横浜 2/13 2004

163
清水　暁、田中柳水、菅　信一、藤井清孝 大動脈における体節動脈の解剖 第9回北里微小脳神経外

科解剖セミナー
相模原 2/14 2004

164

岡　秀宏、宇津木聡、佐藤公俊、鷺内隆
雄、藤井清孝

術前診断に苦慮した若年性脳多発病変の一例 第7回脳神経外科疾患の
臨床と病理のJOINT

CONFERENCE

東京 2/21 2004

165
小林郁夫、岡　秀宏、鷺内隆雄、佐藤公俊、藤
井清孝、原　敦子、岩渕啓一、菅　信一、柳下三
郎

若年成人に発症した脳多発性病変の一例 第86回東京脳腫瘍研究
会 八王子 2/28 2004

166
福島　浩、宮坂佳男、高木　宏、倉田
彰、藤井清孝

”みつこぶラクダ状”のICA anterior wall aneurysmの1例 第25回神奈川血管内手
術懇話会

横浜 3/1 2004

167
佐藤公俊、岡　秀宏、小林郁夫、鷺内隆
雄、藤井清孝

Acute multiple screlosisの一例 第12回相模若手脳神経
外科懇話会

相模原 3/9 2004

168
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、本告　匡、岡
秀宏、藤井清孝

5-Aminolevulinicを用いた脳腫瘍術中蛍光診断 第161回北里研究会
東京 3/11 2004

169
山田　勝、倉田　彰、鷺内隆雄、萩原宏之、北原
孝雄、森井誠二、宮坂佳男、大桃丈知、藤井清
孝、岩本邦憲

非出血性頭蓋内解離性椎骨動脈瘤15例の長期転帰と画像所見 第33回日本脳卒中の外
科学会 名古屋 3/19 2004

170
田中　聡、岩本和久、宇津木聡、小林郁夫、高
梨淳子、佐藤澄人、藤井清孝

脳血管障害における術中経頭蓋MEPモニタリングの有用性 第33回日本脳卒中の外
科学会

名古屋 3/20 2004

171
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、廣瀬隆一、長
谷川ひとみ、辻　俊一、藤井清孝

脳梗塞で発症し自然消失した脳動静脈奇形の一例 第27回日本脳神経CI学
会総会

愛知 4/2 2004

172
中原邦晶、飯田秀夫、大澤成之、宇津木聡、三
富哲郎、藤井清孝

脊髄静脈拡張を伴った特発性低髄液圧症候群の検討 第27回日本脳神経CI学
会総会

名古屋 4/2 2004

173
宮坂佳男、高木宏、山田　勝、田中柳水、
倉田　彰、藤井清孝

テント上表在性脳動静脈奇形の解剖と手術 第18回微小脳神経外科
解剖セミナー

徳島 5/16 2004



174
田中柳水、清水　暁、大澤成之、山田
勝、藤井清孝

解剖に基づいたもやもや病に対する外科治療 第18回微小脳神経外科
解剖セミナー

徳島 5/17 2004

175

宇津木聡、岡　秀宏、近藤宏治、谷崎義
徳、小林郁夫、田中　聡、安井美江、藤井
清孝

頭蓋内germinomaにおける病理組織像 第22回日本脳腫瘍病理
学会 新潟 5/20 2004

176
柿沼廣邦、岩渕啓一、川野信之、服部　学、宇
津木聡、岡　秀宏、藤井清孝、岡安　勲

脳腫瘍における捺印・圧挫細胞診の診断学的有用性について
の検討・第2報

第22回日本脳腫瘍病理
学会

新潟 5/20 2004

177
宇津木聡、田中　聡、小林郁夫、岩本和久、岡
秀宏、安井美江、藤井清孝、本告　匡

軸椎への遠隔転移をきたしたglioblastomaの一例 第22回日本脳腫瘍病理
学会

新潟 5/21 2004

178
仁木　淳、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義徳、近藤
宏治、小林郁夫、田中　聡、藤井清孝

Multicentric gliomaの一例 第22回日本脳腫瘍病理
学会

新潟 5/21 2004

179
小林郁夫、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義徳、近
藤宏治、原　敦子、藤井清孝、川野信之、柳下
三郎

髄腔内播種が認められたpilocytic astrocytomaの一剖検例 第22回日本脳腫瘍病理
学会 新潟 5/21 2004

180
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、安井美江、藤井清孝

脊髄原発のAtipycal teratoid/ rhabdoid tumorの一例 第22回日本脳腫瘍病理
学会

新潟 5/21 2004

181
萩原宏之、岡　秀宏、藤井清孝 pilomyxoid astrocytomaと診断した小児の1症例 第22回日本脳腫瘍病理

学会
新潟 5/21 2004

182
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義徳、安
井美江、藤井清孝、原　敦子

眼窩内adenoid cystic carcinomaの1剖検例 第22回日本脳腫瘍病理
学会

新潟 5/21 2004

183
田中　聡、小林郁夫、宇津木聡、安井美江、岡
秀宏、藤井清孝、渡辺高志、堀　智勝

グリオーマにおけるMGMT遺伝子の発現とIndividual adjuvant

therapy (IAT)

第22回日本脳腫瘍病理
学会

新潟 5/21 2004

184

宇津木聡、岡　秀宏、近藤宏治、谷崎義
徳、小林郁夫、田中　聡、安井美江、藤井
清孝

脳腫瘍に対する放射線照射後の頭蓋内病変 第32回日本小児神経外
科学会 埼玉 5/27 2004

185
山田　勝、湯澤　泉、藤井清孝 「神奈川県におけるモヤモヤ病のアンケート調査」ー特に小

児例についてー
第32回日本小児神経外
科学会

埼玉 5/28 2004

186
山田　勝、湯澤　泉、田中柳水、鷺内隆
雄、萩原宏之、岡　秀宏、藤井清孝

小児もやもや病に対する直接間接複合血行再建術の効果ー間
接血行再建術との比較ー

第32回日本小児神経外
科学会

埼玉 5/28 2004

187

谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、望月崇
弘、福島　浩、荘司光彦、小林郁夫、田中
聡、藤井清孝

化学療法抵抗性の放射線誘導性肉腫をどう治療するか？ 第8回東京若手脳腫瘍治
療懇話会 東京 6/4 2004

188
石渡雅男、橘　滋国、藤井清孝 MRIにて診断に難渋した脊髄髄内腫瘍の3例 第19回日本脊髄外科学

会
福井 6/18 2004

189
佐藤公俊、宇津木聡、岡　秀宏、谷崎義
徳、近藤宏治、藤井清孝

脳室内海綿状血管腫の1例 第46回関東脳神経外科
懇話会

東京 6/26 2004

190
清水　暁、田中柳水、Rhoton, AL., Jr.、岡　秀
宏、藤井清孝

内耳道後壁削除における内リンパ嚢・内リンパ管損傷のリス
ク：解剖学的検討

第16回日本頭蓋底外科
学会

横浜 7/1 2004

191
佐藤公俊、清水　暁、岡　秀宏、中原邦
晶、宇津木聡、藤井清孝

傍脊柱進展した舌下神経鞘腫に対するTranscervical

approach

第16回日本頭蓋底外科
学会

横浜 7/2 2004

192

岡　秀宏、宇津木聡、清水　暁、鈴木祥生、藤井
清孝、田中啓司

原発巣不明のカルチノイドに対するオクトレオタイド治療 第3回かながわ間脳下垂
体疾患カンファレンス 横浜 7/9 2004



193
萩原宏之、倉田　彰、鈴木祥生、小澤　仁、大桃
丈知、藤井清孝

Isolated type T-S dural AVF に対する治療戦略 第26回神奈川脳血管内
手術懇話会

横浜 7/12 2004

194
山崎友也、岡　秀宏、宇津木聡、萩原宏
之、藤井清孝

Pilomyxoid astrocytomaの一例 第13回相模若手脳神経
外科懇話会

相模原 7/13 2004

195
岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝 神経内視鏡を用いた脳腫瘍摘出手術 第7回北里腫瘍フォーラ

ム
相模原 7/13 2004

196

宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、清水
暁、谷崎義徳、福島　浩、藤井清孝

5-ALAを用いた脳腫瘍蛍光診断の半定量的検討 第8回Waterfront

Neurosurgical

Conference

浦安 7/17 2004

197
佐藤公俊、山田　勝、鷺内隆雄、藤井清孝 脳梁出血で発症した高齢者一側性内頸動脈低形成の1例 第17回日本老年脳神経

外科学会
香川 7/17 2004

198
宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、清水
暁、藤井清孝

spectrometerを用いた良性脳腫瘍術中診断 第5回5-ALA研究会
札幌 8/7 2004

199
石渡雅男、宮坂佳男、高木宏、倉田　彰、
藤井清孝

MRI (FLAIR法)が有用であったくも膜下出血の2例 第94回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 9/16 2004

200

大澤成之、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、鈴木祥生、福島　浩、荘司光彦、山崎
友也、藤井清孝

腫瘍外出血をきたした聴神経鞘腫の一例 第94回日本脳神経外科
学会関東地方会 東京 9/16 2004

201
清水　暁、田中柳水、菅　信一、鈴木祥生、倉田
彰、藤井清孝

大動脈における分節動脈起始部の解剖ー選択的脊髄動脈造影
のためにー

第11回日本脊椎・脊髄
神経手術手技学会

大宮 9/19 2004

202
谷崎義徳、岡　秀宏、福島　浩、宇津木
聡、藤井清孝

頭蓋骨原発のMalignant lymphomaの一例 神奈川脳腫瘍フォーラ
ム第8回学術集会

横浜 9/24 2004

203

湯澤　泉、山田　勝、藤井清孝 ラット一過性中大脳動脈閉塞モデルにおけるシロスタゾール
前投与とオザグレルナトリウム併用の脳保護効果

第16回日本脳循環代謝
学会総会 埼玉 9/25 2004

204
佐藤澄人、山田　勝、倉田　彰、藤井清孝 Hemifacial spasmの術中Abnormal muscle responseモニタリ

ングにおける問題点
第7回脳神経減圧術研究
会

名古屋 10/5 2004

205
山田　勝、湯澤　泉、倉田　彰、藤井清孝 大学病院脳神経外科診療における包括医療(DPC)導入後の変

化
第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/6 2004

206
田中　聡、小林郁夫、鷺内隆雄、竹内正弘、岡
秀宏、宇津木聡、安井美江、藤井清孝

悪性グリオーマに対する定量的RT-PCRに基づいたIndividual

adjuvant therapyのRandomized clinical trial

第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/6 2004

207
倉田　彰、鈴木祥生、湯澤　泉、小澤　仁、藤井
清孝、菅　信一、萩原宏之、大桃丈知

海綿層静脈洞部硬膜動静脈瘻の臨床像および放射線学的検討
を踏まえたその治療戦略

第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/7 2004

208
岡　秀宏、清水　暁、宇津木聡、鈴木祥
生、藤井清孝

頭蓋底部腫瘍手術にアースロケアマルチエレクトロードシス
テム2000は有効か？

第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/7 2004

209
清水　暁、田中柳水、菅　信一、鈴木祥生、倉田
彰、藤井清孝

大動脈における分節動脈起始部：脊髄動脈造影の選択的カ
ニュレーションのための解剖

第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/7 2004

210
河島雅到、宮島良輝、小泉寛之、仁木　淳、望
月崇弘、遠藤昌孝、北原孝雄、藤井清孝

脳動脈瘤評価における三次元DSAの有用性：86脳動脈瘤の検
討

第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/7 2004

211

宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、清水
暁、福島　浩、谷崎義徳、田中　聡、藤井
清孝

spectrometerを用いた術中脳腫瘍蛍光診断 第63回日本脳神経外科
学会総会 名古屋 10/8 2004



212
鈴木祥生、倉田　彰、北原孝雄、菅　信一、大桃
丈知、小澤　仁、湯澤　泉、福島　浩、鷺内隆
雄、山田　勝、岡　秀宏、藤井清孝

破裂微小脳動脈瘤に対する脳血管内手術 第63回日本脳神経外科
学会総会 名古屋 10/8 2004

213
小澤達也、徳王　宏、湯之上俊二、馮　立平、パ
トラキットコムジョルン・シリポン、原　敏浩、藤井
清孝、荒木令江、佐谷秀行

髄内腫瘍摘出術、最近の進歩 第63回日本脳神経外科
学会総会 名古屋 10/8 2004

214
小澤　仁、倉田　彰、鈴木祥生、藤井清孝、菅
信一

新しい塞栓物質：プラチナボール 第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/8 2004

215
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝、川
野信之、柳下三郎

小脳テントより発生した診断に苦慮した悪性小脳腫瘍の1例 第87回東京脳腫瘍研究会
東京 10/16 2004

216
飯田秀夫、中原邦晶、久須美真理、北原孝雄、
藤井清孝

破裂脳動脈瘤によるクモ膜下出血に対するクリティカルパス
の導入

第32回日本救急医学会
総会学術集会

千葉 10/29 2004

217
久須美真理、飯田秀夫、中原邦晶、北原孝雄、
遠藤昌孝、藤井清孝

穿通性頭部外傷の放射線学的特徴および治療戦略 第32回日本救急医学会
総会学術集会

千葉 10/29 2004

218
岡　秀宏、藤井清孝 巨大頭蓋咽頭腫に対する手術アプローチ 第48回関東脳神経外科

懇話会
東京 11/6 2004

219
佐藤澄人、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清
孝、岡本浩嗣

Awake  surgery術後、超皮質性感覚失語をきたした左前頭葉
low grade gliomaの1例

第2回日本Awake

surgery研究会
金沢 11/10 2004

220
岡　秀宏、佐藤澄人、宇津木聡、清水　暁、鈴木
祥生、藤井清孝、岡本浩嗣

Eloquent areaの脳腫瘍性病変に対する脳モニタリング・覚醒
下の手術成績

第9回日本脳腫瘍の外科
学会

金沢 11/11 2004

221

鈴木祥生、倉田　彰、岡　秀宏、宇津木
聡、菅　信一、大桃丈知、鷺内隆雄、清水
暁、谷崎義徳、藤井清孝

内頸動脈系からも栄養される髄膜腫の術前選択的塞栓術の検
討

第9回日本脳腫瘍の外科
学会 金沢 11/11 2004

222

大澤成之、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、鈴木祥生、福島　浩、荘司光彦、山崎
友也、藤井清孝

腫瘍外出血をきたした聴神経鞘腫の1例 第9回日本脳腫瘍の外科
学会 金沢 11/11 2004

223
清水　暁、田中柳水、大澤成之、河島雅到、岡
秀宏、藤井清孝、Rhoton, AL.

屍体頭部を用いた外科解剖の学習法・検体準備・
dissection・３Ｄ写真撮影

第9回日本脳腫瘍の外科
学会

金沢 11/12 2004

224
清水　暁、Rhoton, AL., 藤井清孝 McaCarty keyholeの最適な位置・解剖学的検討 第9回日本脳腫瘍の外科

学会
金沢 11/12 2004

225

宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、清水
暁、福島　浩、谷崎義徳、田中　聡、藤井
清孝

肉眼的に蛍光発色を示さない腫瘍に対するspectromenterを
用いた診断

第9回日本脳腫瘍の外科
学会 金沢 11/12 2004

226

鈴木祥生、倉田　彰、湯澤　泉、福島　浩、鷺内
隆雄、小澤　仁、藤井清孝、北原孝雄、菅　信
一、大桃丈知

破裂微小脳動脈瘤に対する血管内手術について 第20回日本脳神経血管
内治療学会

札幌 11/18 2004

227
倉田　彰、鈴木祥生、湯澤　泉、山田　勝、藤井
清孝、菅　信一、北原孝雄、大桃丈知、小澤　仁

AVMに対する、リキッドコイル塞栓術の有用性 第20回日本脳神経血管
内治療学会 札幌 11/19 2004

228
森嶋啓之、桜井　孝、倉田　彰、橋本卓雄、藤井
清孝、北原孝雄、菅　信一

破裂解離性椎骨動脈瘤に対するコイル塞栓術の有効性 第20回日本脳神経血管
内治療学会

札幌 11/19 2004

229
宇津木聡、岡　秀宏、近藤宏治、谷崎義
徳、田中　聡、藤井清孝

悪性gliomaの治療成績：過去の治療成績との比較 第28回ニューロ・オン
コロジーの会

東京 12/4 2004



230
小泉寛之、岡　秀宏、宇津木聡、佐藤澄
人、望月崇弘、谷崎義徳、藤井清孝

診断までに長期間を有した中脳原発germinomaの1例 第28回ニューロ・オン
コロジーの会

東京 12/4 2004

231

萩原宏之、大桃丈知、倉田　彰、鈴木祥
生、山田　勝、鷺内隆雄、湯澤　泉、藤井
清孝

横－S状静脈洞部isolated type dural AVF に対する治療戦略 第1回日本脳神経血管内
治療学会関東地方会 東京 12/11 2004

232
仁木　淳、鈴木祥生、倉田　彰、清水　暁、望月
崇弘、宮島良輝、小泉寛之、小澤　仁、藤井清
孝

外傷性鼻出血に対する血管内塞栓術の有用性 第95回日本脳神経外科
学会関東地方会 東京 12/11 2004

233

宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、福島
浩、藤井清孝

梗塞性下垂体卒中を呈した下垂体腺腫の一例 第3回かながわ間脳下垂
体疾患カンファレンス 横浜 12/15 2004

234
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、仁木
淳、藤井清孝

長期間経過中頭蓋内に再発を来したadenoid cystic carcoma

の一例
第9回東京若手脳腫瘍治
療懇話会

東京 12/17 2004

235
鷺内隆雄、岡　秀宏、宇津木聡、小林郁夫、田
中　聡、石井勝己、浅野雄二、早川和重、藤井
清孝

123I-IMPおよび67Ga-citrate SPECTで非特異的な所見を呈し
た多発性硬化症の一例

第62回日本核医学会関
東甲信越地方会 東京 1/22 2005

236

岡　秀宏、宇津木聡、佐藤澄人、谷崎義
徳、清水　暁、鈴木祥生、藤井清孝

Eloquent areaに発生した悪性グリオーマに対する集学的治療
－脳神経外科領域における手術および補助療法の進歩

第8回北里腫瘍フォーラ
ム 相模原 1/28 2005

237

湯澤　泉、山田　勝、藤井清孝 ラット一過性中大脳動脈閉塞モデルにおけるシロスタゾール
の効果

第5回Kanagawa

Ischemic Stroke

Symposium

横浜 1/29 2005

238
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、安井美江、藤井清孝、川野信之

腫瘍内感染を起こしたastrocytomaの一例 第88回東京脳腫瘍研究
会

東京 1/29 2005

239
鈴木祥生、大澤成之、山田　勝、福島　浩
、荘司光彦、山崎友也、藤井清孝

クローン病と大球性貧血を伴った上矢状静脈洞血栓症の一例 第15回神奈川脳卒中
フォーラム

横浜 2/4 2005

240
佐藤澄人、岡　秀宏、宇津木聡、福島　浩、藤井
清孝、岡本浩嗣、外須美夫、小保内綾子

Awake surgery を施行した左前頭葉言語領野近傍に発生した
gliomaの一例

神奈川脳腫瘍フォーラ
ム第9回学術集会

横浜 2/4 2005

241
藤井清孝 Velum interpositumの外科解剖 第10回北里脳神経外科

微小解剖セミナー
相模原 2/5 2005

242
田中柳水、清水　暁、大澤成之、山田
勝、藤井清孝

解剖にもとづいたもやもや病に対する外科治療 第10回北里脳神経外科
微小解剖セミナー

相模原 2/5 2005

243
清水　暁、田中柳水、藤井清孝 屍体頭部を用いた外科解剖の学習法ー検体準備から3D写真

撮影までー
第10回北里脳神経外科
微小解剖セミナー

相模原 2/5 2005

244
大澤成之、鈴木祥生、福島　浩、荘司光
彦、山崎友也、山田　勝、藤井清孝

クローン病と大球性貧血を伴った上矢状静脈洞血栓症の一例 第15回神奈川脳卒中
フォーラム

横浜 2/6 2005

245
岡　秀宏、鈴木祥生、宇津木聡、近藤宏
治、谷崎義徳、藤井清孝

虚血性下垂体卒中の臨床病理学的検討 第15回日本間脳下垂体
腫瘍学会

東京 2/11 2005

246
岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏治、谷崎義
徳、佐藤公俊、藤井清孝

ラトケ嚢胞の画像診断と治療成績 第15回日本間脳下垂体
腫瘍学会

東京 2/11 2005

247
近藤宏治、田中　洋、宇津木聡、岡　秀宏、藤井
清孝

Chiasmal apoplexyの1症例 第15回日本間脳下垂体
腫瘍学会

東京 2/11 2005



248
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、鈴木祥
生、清水　暁、近藤宏治、藤井清孝

腫瘍内出血を来した視床下部星細胞腫の1例 第15回日本間脳下垂体
腫瘍学会

東京 2/11 2005

249
宇津木聡、岡　秀宏、谷崎義徳、近藤宏
治、田中　聡*、安井美江、藤井清孝

Hypothalamic / chiasmatic  gliomaの治療成績の検討 第15回日本間脳下垂体
腫瘍学会

東京 2/12 2005

250
田中　聡、小林郁夫、高梨淳子、岡　秀宏、宇津
木聡、藤井清孝、氏家　弘、堀　智勝

下垂体および傍鞍部腫瘍に対する術中VEPモニタリング 第15回日本間脳下垂体
腫瘍学会

東京 2/12 2005

251

宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、清水
暁、谷崎義徳、近藤宏治、田中　聡、藤井
清孝

Spectrometerによる術中PPIX定量化の試み 第1回日本脳神経外科気
光線力学研究会 東京 2/12 2005

252

宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、望月崇弘、藤井清孝

腫瘍内感染を起こしたglioblastomaの1例 第8回脳神経外科疾患の
臨床と病理のJoint

Conference

東京 2/26 2005

253
鈴木祥生、倉田　彰、佐藤澄人、湯澤
泉、仁木　淳、山田　勝、藤井清孝

顔面痙攣に対するスーパ－キンソンカテーテリゼーション
有用性

第28回神奈川脳血管内
手術懇話会

横浜 3/7 2005

254
望月崇弘、清水　暁、宇津木聡、鈴木祥
生、岡　秀宏、藤井清孝

開頭術ドレーピングにおける液漏れ防止の工夫 第3回神奈川脳神経外科
手術手技研究会

横浜 3/12 2005

255
中原邦晶、飯田秀夫、宇津木聡、三富哲郎、藤
井清孝

後頭蓋窩に発生したfibrous tumorの放射線学的検討 第28回日本脳神経CI学
会総会

香川 3/18 2005

256
宇津木聡、岡　秀宏、鷺内隆雄、谷崎義
徳、近藤宏治、藤井清孝

germinoma MRI画像と病理組織 第28回日本脳神経CI学
会総会

香川 3/18 2005

257
久須美真理、飯田秀夫、中原邦晶、北原孝雄、
遠藤昌孝、藤井清孝

穿通性頭部外傷10例における放射線学的診断と治療戦略につ
いての検討

第28回日本神経外傷学
会

大宮 3/26 2005

258
岡　秀宏、宇津木聡、清水　暁、鈴木祥
生、近藤宏治、谷崎義徳、藤井清孝

頭蓋咽頭腫のpituitary stalk 温存術と転帰 第29回ニューロ・オンコロ
ジィーの会

東京 4/2 2005

259

小泉寛之、岡　秀宏、宇津木聡、佐藤澄
人、望月崇弘、谷崎義徳、鈴木祥生、清水
暁、藤井清孝

診断までに長期間を有した中脳原発germinomaの1例 第96回日本脳神経外科
学会関東地方会 東京 4/2 2005

260

小泉寛之、岡　秀宏、宇津木聡、佐藤澄
人、望月崇弘、谷崎義徳、鈴木祥生、清水
暁、藤井清孝

診断まで長期間を要した中脳原発germinomaの一例 第15回相模若手脳神経
外科懇話会 相模原 4/5 2005

261
岡　秀宏、宇津木聡、清水　暁、鈴木祥
生、倉田　彰、藤井清孝

経鼻的下垂体腫瘍摘出術の基本的アプローチと工夫 第14回脳神経外科手術
と機器学会

富山 4/8 2005

262
田中　聡、鷺内隆雄、小林郁夫、高梨淳子、氏
家　弘、宇津木聡、岡　秀宏、藤井清孝

脳幹部錐体路直接刺激MEPモニタリング 第14回脳神経外科手術
と機器学会

富山 4/8 2005

263

谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木　聡、清水
暁、鈴木祥生、宮島良輝、望月崇弘、藤井
清孝

初期治療１３年後に頭蓋内に再発した眼窩内adenoid

cracinomaの1例
第23回日本脳腫瘍病理
学会 東京 4/21 2005

264
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木　聡、鈴木祥
生、安井美江、藤井清孝

髄膜腫における増殖能とLDL receotor - related protein(LRP)

発現の免疫組織学的検討
第23回日本脳腫瘍病理学
会

東京 4/21 2005

265
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木　聡、鈴木祥
生、清水　暁、藤井清孝

腫瘍内出血を来した視床下部星細胞腫の1例 第23回日本脳腫瘍病理
学会

東京 4/21 2005



266
倉田　彰、鈴木祥生、湯澤　泉、小澤　仁、岡
秀宏、山田　勝、藤井清孝、菅　信一、萩原宏
之、大桃丈知

海面静脈洞硬膜動静脈瘻の臨床像および放射線学的検討を踏
まえたその治療戦略

第30回日本脳卒中学会総
会 盛岡 4/21 2005

267
山田　勝、倉田　彰、湯澤　泉、鈴木祥生、河島
雅到、大澤成之、藤井清孝、北原孝雄、鷺内隆
雄、久須美真理

包括医療導入と脳神経外科診療 第30回日本脳卒中学会
総会 盛岡 4/22 2005

268
岡　秀宏、河島雅到、清水　暁、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr.

Microsurgical anatomy and surgical approach to the trigone 第19回微少脳神経外科
解剖セミナー

小倉 5/16 2005

269
田中　聡、岡　秀宏、宇津木聡、秋元治
朗、藤井清孝

膠芽腫および退形成星細胞腫に対する個別化補助療法のラン
ダム化比較試験について

第10回東京若手脳腫瘍
治療懇話会

東京 5/20 2005

270
川野信之、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、谷崎義徳、藤井清孝、安井美江

Ependymomaと脳とのインターフェイス 第23回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/22 2005

271
山田　勝、湯澤　泉、鈴木祥生、藤井清孝 統計学的脳血流SPECT画像解析によるもやもや病の病態評

価
第33回日本小児神経外
科学会

奈良 5/25 2005

272
宇津木聡、清水　暁、岡　秀宏、鈴木祥
生、宮島良輝、望月崇弘、藤井清孝

テレビで可変シャントバルブの圧設定が変化したと思われる
1例

第33回日本小児神経外
科学会

奈良 5/25 2005

273

宇津木聡、岡　秀宏、谷崎義徳、近藤宏
治、清水　暁、鈴木祥生、安井美江、藤井
清孝

Hypothalamic/chiasmitic gliomaの剖検例の検討 第33回日本小児神経外
科学会 奈良 5/25 2005

274
清水　暁、宇津木聡、鈴木祥生、岡　秀
宏、藤井清孝

圧調整カムの迷入によるCodman-Hakim programmable valve

の閉塞-症例報告-

第33回日本小児神経外
科学会

奈良 5/25 2005

275
中原邦晶、清水　暁、宇津木聡、岡　秀
宏、飯田秀夫、藤井清孝

嚢胞性脊椎破裂における頭蓋裂孔と水頭症：出生児の頭蓋裂
孔の有無は水頭症進行の予測に有用か？

第33回日本小児神経外
科学会

奈良 5/25 2005

276
佐藤公俊、岡　秀宏、清水　暁、宇津木
聡、鈴木祥生、藤井清孝

脳室腹腔短絡術後のVancomycin Resistant Enterococcus

gallinarumによる髄膜炎症例
第33回日本小児神経外
科学会

奈良 5/25 2005

277

宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、安井美江、藤井清孝、川野信之、柳下
三郎

小児発生の髄膜腫と考えられた1例 第33回日本小児神経外
科学会 奈良 5/25 2005

278

佐藤公俊、倉田　彰、鈴木祥生、山田
勝、藤井清孝、菅　信一

治療に難渋したdural AVFの1例 第1回ニューロバスキュ
ラ－カンファレンス 相模原 5/31 2005

279

中原邦晶、清水　暁、宇津木聡、橘　滋
国、飯田秀夫、鈴木祥生、岡　秀宏、藤井
清孝

嚢胞性脊椎破裂における頭蓋裂孔と水頭症：出生児の頭蓋裂
孔の有無は水頭症の進行の予測に有用か

第20回日本脊髄外科学
会 札幌 6/8 2005

280
大澤成之、岡　秀宏、宇津木聡、鈴木祥
生、清水　暁、福島　浩、藤井清孝

腫瘍外出血をきたした聴神経鞘腫の1例 第14回日本聴神経腫瘍
研究会

東京 6/11 2005

281

山田　勝、湯澤　泉、藤井清孝、浅野雄二 もやもや病の統計学的脳血流SPECT画像解析 第9回Waterfront

Neurosurgical

Conference

千葉 6/12 2005

282

中原邦晶、岡　秀宏、宇津木聡、栗田真
理、飯田秀夫、藤井清孝

くも膜下出血を呈した下垂体腺腫の一例 第4回かながわ間脳下垂
体疾患カンファレンス 横浜 6/18 2005



283
岡　秀宏、清水　暁、宇津木聡、鈴木祥
生、近藤宏治、藤井清孝

下垂体腫瘍における経鼻的経蝶形骨洞的腫瘍摘出術の工夫 第17回日本頭蓋底外科
学会

大阪 7/8 2005

284
清水　暁、岡　秀宏、大澤成之、福島
浩、宇津木聡、田中柳水、藤井清孝

特発性大後頭神経痛における後頭動脈の関与の可能性：解剖
学的検討

第17回日本頭蓋底外科
学会

大阪 7/8 2005

285
小泉寛之、清水　暁、岡　秀宏、大澤成
之、福島　浩、藤井清孝

Retro-odontoid disc herniation の1例 第17回日本頭蓋底外科
学会

大阪 7/8 2005

286
近藤宏治、宇津木聡、谷崎義徳、中原邦
晶、岡　秀宏、藤井清孝

神経内視鏡生検を行った髄腔内播種性小児腫瘍 第89回東京脳腫瘍研究
会

東京 7/16 2005

287
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝 頭頂葉に発生し、診断に苦慮した嚢胞性腫瘍の1例 第89回東京脳腫瘍研究

会
東京 7/16 2005

288

中原邦晶、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、近藤宏治、安井美江、川野信之、藤井
清孝

鑑別診断が困難であった小児後頭蓋窩腫瘍の検討 第89回東京脳腫瘍研究
会 東京 7/16 2005

289
宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、清水
暁、谷崎義徳、近藤宏治、藤井清孝

悪性グリオーマの治療成績－化学療法導入前後の治療成績の
比較

第9回北里腫瘍フォーラ
ム

相模原 7/22 2005

290
谷崎義徳、岡　秀宏、佐藤雄一、宇津木聡、藤
井清孝、*長塩　亮

ヒト悪性グリオーマにおけるNeuroleukin/gp78mRNA発現：
in situ hybridization (ISH)

第6回日本分子脳神経外
科学会

大阪 9/5 2005

291
清水　暁、宇津木聡、佐藤公俊、岡　秀
宏、藤井清孝、三井公彦

5-Aminolevulinic acid (5-ALA) を用いた脊髄髄内腫瘍の術中
螢光ナビゲーション

第4回神奈川脳神経外科
手術手技研究会

横浜 9/10 2005

292

佐藤澄人、山田　勝、小泉寛之、滝山容子、荻
野裕、三島大徳、藤井清孝

当院で視床下核刺激療法を施行したパーキンソン病患者の認
知機能について

第3回神奈川ニューロサ
イエンスジョイントカ
ンファレンス

相模大野 9/15 2005

293

清水　暁、宇津木聡、佐藤公俊、岡　秀
宏、藤井清孝、三井公彦

5-Aminolevulinic acid (5-ALA) を用いた脊髄髄内腫瘍の術中
蛍光ナビゲーション

第12回日本脊椎・脊髄
神経手術手技学会学術
集会

東京 9/17 2005

294
石渡雅男、宮坂佳男、小泉寛之、宇津木
聡、岡　秀宏、藤井清孝

Primary hypothalamic-third ventricle  malignant lymphomaの
一例

第97回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 9/17 2005

295
大澤成之、山田　勝、鈴木祥生、藤井清孝 クローン病と大球性貧血を伴った上矢状静脈洞血栓症の一例 第97回日本脳神経外科

学会関東地方会
東京 9/17 2005

296
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝 神経内視鏡生検を行った髄腔内播種性小児腫瘍 神奈川脳腫瘍フォーラ

ム第10回学術集会
横浜 9/30 2005

297
中原邦晶、清水　暁、宇津木聡、橘　滋
国、鈴木祥生、岡　秀宏、藤井清孝

嚢胞性脊椎破裂における頭蓋列孔と水頭症：出生時の頭蓋列
孔の有無は水頭症進行の予測に有用か

第64回日本脳神経外科
学会総会

横浜 10/5 2005

298
鷺内隆雄、田中　聡、小林郁夫、藤井清孝 脳動脈瘤手術における術中経頭蓋MEPモニタリング 第64回日本脳神経外科

学会総会
横浜 10/5 2005

299
岡　秀宏、清水　暁、河島雅到、宇津木聡、倉田
彰、藤井清孝、Rhoton, AL.

Velum interposiumへの到達に必要な微小解剖と手術アプ
ローチ

第64回日本脳神経外科
学会総会

横浜 10/6 2005

300
田中　聡、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝、秋元
治朗、竹内正弘、柿本篤志

膠芽腫および退形成星細胞腫に対する個別化補助療法のラン
ダム化比較試験

第64回日本脳神経外科
学会総会

横浜 10/6 2005

301
山田　勝、湯澤　泉、鈴木祥生、倉田
彰、藤井清孝

閉塞性脳血管障害の統計学的脳血流SPECT画像解析 第64回日本脳神経外科
学会総会

横浜 10/7 2005



302

宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、清水
暁、谷崎義徳、近藤宏治、田中　聡、藤井
清孝

Cystを形成するglioblastomaとcystを形成しないglioblastoma

の臨床像の比較
第64回日本脳神経外科
学会総会 横浜 10/7 2005

303

宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、清水
暁、谷崎義徳、近藤宏治、田中　聡、藤井
清孝

5-Aminolevulnic acidを用いた術中脳腫瘍蛍光診断-疑陽性組
織の検討-

第43回日本癌治療学会
総会学術集会 名古屋 10/27 2005

304
倉田　彰、鈴木祥生、大桃丈知、小澤　仁、佐藤
公俊、山田　勝、藤井清孝、北原孝雄、石渡雅
男、宮坂佳男

スパズム期破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手術 第21回日本脳神経血管
内治療学会総会 和歌山 11/9 2005

305
大桃丈知、倉田　彰、宮坂佳男、鈴木祥生、萩
原宏之、藤井清孝

Broad neckな動脈瘤治療用 Covered Stent の開発に関する実
験的研究

第21回日本脳神経血管
内治療学会総会

和歌山 11/9 2005

306

大桃丈知、倉田　彰、萩原宏之、北原孝雄、藤
井清孝

破裂急性期にコイル塞栓術を施行後に、残存ネックに対して
クリッピングを施行した-手術例～興味ある手術所見～

第21回日本脳神経血管
内治療学会総会 和歌山 11/9 2005

307
山崎友也、鈴木祥生、倉田　彰、荘司光彦、山
田　勝、仁木　淳、宇津木聡、藤井清孝、菅　信
一、大桃丈知

上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻variantの2症例 第21回日本脳神経血管
内治療学会総会 和歌山 11/9 2005

308
仁木　淳、倉田　彰、鈴木祥生、藤井清孝、大桃
丈知

破裂急性期の血管造影は、いかにして瘤破裂を引き起こすの
か？～第１報～

第21回日本脳神経血管
内治療学会総会

和歌山 11/9 2005

309
鈴木祥生、倉田　彰、仁木　淳、鷺内隆雄、萩原
宏之、湯澤　泉、山田　勝、藤井清孝、菅　信
一、大桃丈知

脳神経麻痺を有する未破裂内勁動脈瘤に対する血管内手術の
有用性

第21回日本脳神経血管
内治療学会総会 和歌山 11/9 2005

310
小澤　仁、倉田　彰、鈴木祥生、藤井清孝、菅
信一

Anterior Wall Internal Carotid Artery Aneurysmについての検
討

第21回日本脳神経血管
内治療学会総会

和歌山 11/9 2005

311
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝 ヒト悪性グリオーマにおけるNeuroleukin/gp78mRNA発現：

in situ hybridization

第1回脳腫瘍の基礎シン
ポジウム

東京 11/12 2005

312

谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、佐藤公
俊、近藤宏治、川野信之、藤井清孝、安井
美江

出血を繰り返し海綿状血管腫との鑑別に苦慮した脳腫瘍の一
例

第11回東京若手脳腫瘍
治療懇話会 東京 11/18 2005

313

佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、近藤宏治、川野信之、藤井清孝、安井
美江

出血を繰り返し海綿状血管腫との鑑別に苦慮した脳腫瘍の一
例

第90回東京脳腫瘍研究
会 八王子 11/19 2005

314
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、佐藤公
俊、近藤宏治、川野信之、藤井清孝

Ependymal differentitationを伴った悪性グリオ－マの一例 第90回東京脳腫瘍研究
会

八王子 11/19 2005

315
大澤成之、倉田　彰、鈴木祥生、小澤　仁、仁木
淳、佐藤公俊、山崎友也、藤井清孝

放射線治療後、両側頸動脈狭窄症に対するステント併用治療 第30回神奈川脳血管内
手術懇話会

横浜 11/21 2005

316
湯澤　泉、山田　勝、藤井清孝 新しいラット慢性脳低潅流モデル作成の試み 第17回日本脳循環代謝

学会総会
名古屋 11/25 2005

317

清水　暁、岡　秀宏、福島　浩、宇津木
聡、鈴木祥生、近藤宏治、谷崎義徳、藤井
清孝

頭蓋底手術における眼窩上神経温存のための外科解剖：形成
外科的文献に学ぶ

第10回日本脳腫瘍の外
科学会 佐賀 11/25 2005

318
山田　勝、湯澤　泉、藤井清孝 閉塞性脳血管障害の統計学的脳血流SPECT画像解析 第17回日本脳循環代謝

学会総会
名古屋 11/26 2005



319

宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、清水
暁、谷崎義徳、近藤宏治、田中　聡、藤井
清孝

5- Aminolevulinic acidを用いた蛍光診断の疑陽性例の検討 第10回日本脳腫瘍の外
科学会 佐賀 11/26 2005

320
齋藤正範、岡　秀宏、押田好美、姫田久美、鈴
木淳子、宮岡　等、藤井清孝

脳腫瘍術後の睡眠時後頭部陽性鋭波(POSTS) 第35回日本臨床神経生
理学会学術大会

福岡 12/1 2005

321
宇津木聡、岡　秀宏、谷崎義徳、近藤宏
治、藤井清孝

悪性グリオーマに対する5-ALAを用いたphotodynamic

therapyの基礎実験
第30回ニューロ・オン
コロジィの会

東京 12/3 2005

322
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、近藤宏治、藤井清孝

出血を繰り返し、海綿状血管腫との鑑別に苦慮した脳腫瘍の
一例

第30回ニューロ・オン
コロジィの会

東京 12/3 2005

323
佐藤公俊、清水　暁、宇津木聡、鈴木祥
生、岡　秀宏、藤井清孝

Codman-Hakim programmable valveの実際の開放圧が設定圧
と著明な解離を示した一例

第98回日本脳神経外科
関東地方会

東京 12/10 2005

324
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、藤井清孝

神経内視鏡による生検を行った髄腔内播腫性小児脳腫瘍 第12回日本神経内視鏡
学会

東京 12/17 2005

325
宇津木聡、岡　秀宏、清水　暁、鈴木祥
生、谷崎義徳、近藤宏治、藤井清孝

Malignant gliomaの摘出率の向上を目指したphotodynamic

diagnosis

第10回北里腫瘍フォー
ラム

相模原 1/13 2006

326
小泉寛之、岡　秀宏、宇津木聡、佐藤澄
人、藤井清孝

Bechet病との鑑別に苦慮した悪性リンパ腫の一例 第13回東京脳腫瘍治療
懇話会

東京 1/19 2006

327
倉田　彰、仁木　淳、佐藤公俊、湯澤　泉、小澤
仁、山田　勝、北原孝雄、藤井清孝

PICA including type破裂解離性椎骨動脈瘤に対するstent in

stent留置術
第2回東京・神奈川脳血
管内治療懇話会

神奈川 1/21 2006

328
宇津木聡、岡　秀宏、近藤宏治、谷崎義
徳、清水　暁、鈴木祥生、藤井清孝

頭蓋内germ cell tumorの晩期再発例の検討 第16回日本間脳下垂体
腫瘍学会

神戸 2/4 2006

329
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、藤井清孝

肉芽種性下垂体炎の1例 第16回日本間脳下垂体
腫瘍学会

神戸 2/4 2006

330
宇津木聡、岡　秀宏、谷崎義徳、近藤宏
治、清水　暁、鈴木祥生、藤井清孝

ラット脳腫瘍モデルにおける5-ALAを用いたphotodynamoc

therepy

第2回日本脳神経外科光
線力学研究会

神戸 2/4 2006

331
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、近藤宏治、藤井清孝

出血を繰り返し、海綿状血管腫との鑑別に苦慮した脳腫瘍の
1例

神奈川腫瘍フォーラム
第11回学術集会

横浜 2/10 2006

332
岡　秀宏、藤井清孝 トルコ鞍近傍髄膜腫の手術 第11回北里脳神経外科

微小解剖セミナー
相模原 2/18 2006

333

佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、近藤宏治、佐藤澄人、藤井清孝

出血を繰り返し、海綿状血管腫との鑑別に苦慮した脳腫瘍の
一例

第9回脳神経外科疾患の
臨床と病理のJOINT

CONFERENCE

東京 2/25 2006

334
鷺内隆雄、小林郁夫、山田　勝、藤井清孝 脳動脈瘤手術における運動誘発筋電位(MEP)モニタリング 第17回神奈川Stroke

Forum
横浜 3/3 2006

335
北原孝雄、河島雅到、遠藤昌孝、鈴木祥生、山
田　勝、倉田　彰、藤井清孝

急性期破裂脳動脈瘤の治療選択と治療成績 第35回日本脳卒中の外
科学会

横浜 3/20 2006

336
山田　勝、湯澤　泉、鈴木祥生、倉田
彰、鷺内隆雄、藤井清孝

統計学的脳血流SPECT画像解析による血行再建術後評価 第31回日本脳卒中学会
総会

横浜 3/20 2006

337
宇津木聡、岡　秀宏、谷崎義徳、近藤宏
治、宮島良輝、藤井清孝

診断に困難をきわめた鞍上部germinoma症例の検討 第31回ニューロ・オン
コロジィの会

東京 4/1 2006

338
岡　秀宏、清水　暁、宇津木聡、鈴木祥
生、藤井清孝

新バイポーラ摂子IsoCoolの基礎研究と臨床経験 第15回脳神経外科手技
と機器学会

京都 4/6 2006



339
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、鈴木祥生、清
水　暁、谷崎義徳、安井美江、藤井清孝、川野
信之、原　敦子

病理組織学的に腫瘍との鑑別が困難な小児硬膜外出血の一例 第91回東京脳腫瘍研究
会 東京 4/15 2006

340
大澤成之、岡　秀宏、宇津木聡、清水　暁、谷崎
義徳、安井美江、藤井清孝、川野信之、原　敦
子

眼窩内hemangiopericytomaと考えられた一例 第91回東京脳腫瘍研究
会 東京 4/15 2006

341

佐藤澄人、山田　勝、小泉寛之、藤井清孝、滝
山容子、荻野　裕、坂井文彦、磯本明彦

パーキンソン病に対する視床下核刺激療法の方向感覚や体重
への影響

第4回神奈川ニューロサ
イエンスジョイントカ
ンファレンス

相模原 4/21 2006

342
佐藤公俊、山田　勝、鈴木祥生、湯澤
泉、藤井清孝

PCA領域の虚血状態で発症したもやもや病の1例 第99回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 4/22 2006

343
河島雅到、藤井　聡、中山賢司、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr.

バイパス手術に必要な解剖 第20回微小脳神経外科
解剖セミナー

東京 5/15 2006

344

望月崇弘、清水　暁、宇津木聡、山崎友
也、仁木　淳、安井美江、岡　秀宏、飯田
秀夫、藤井清孝

脊髄硬膜の組織学的検討：生理的動静脈短絡について 第21回日本脊髄外科学
会 金沢 5/25 2006

345
山田　勝、鈴木祥生、湯澤　泉、藤井清孝 小児もやもや病に対する血行再建術の評価ー患者アンケート

結果を含めてー
第34回日本小児神経外
科学会

札幌 5/31 2006

346

宇津木聡、岡　秀宏、近藤宏治、谷崎義
徳、宮島良輝、清水　暁、鈴木祥生、藤井
清孝

頭蓋内germinoma晩期再発例の検討 第34回日本小児神経外
科学会 札幌 6/1 2006

347

中原邦晶、清水　暁、宇津木聡、岡　秀宏、鈴木
祥生、山田　勝、菅　信一、藤井清孝

頭蓋成長に伴うシャント脳室にカテーテルの相対的短縮化：
VPシャントシステムの前方留置と後方留置では短縮化の程
度に差はあるのか?

第34回日本小児神経外
科学会 札幌 6/1 2006

348
北原孝雄、遠藤昌孝、倉田　彰、小泉寛之、藤
井清孝、相馬一亥

くも膜下出血における治療実態と分析 第19回日本脳死・脳蘇
生学会総会・学術集会

富山 6/3 2006

349
萩原宏之、河島雅到、中山賢司、植村研一、藤
井清孝

海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻について 第9回磯子区医師会・脳
血管センター勉強会

神奈川 6/12 2006

350
佐藤公俊、北原孝雄、遠藤昌孝、鈴木祥生、倉
田　彰、藤井清孝、相馬一亥

脳動脈瘤瘤内塞栓術における瘤内脈圧計測の意義と有用性 第20回日本神経救急学
会学術集会

立川 6/17 2006

351
栗田真理、北原孝雄、石渡雅男、宮坂佳男、藤
井清孝

1歳未満の外傷性頭蓋内出血手術例の検討 第20回日本神経救急学
会学術集会

立川 6/17 2006

352
岩本和久、鈴木祥生、倉田　彰、仁木　淳、小泉
寛之、大澤成之、佐藤公俊、遠藤昌孝、北原孝
雄、藤井清孝

破裂解離性椎骨動脈瘤の1例 第3回日本脳神経血管内
治療学会関東地方会 東京 6/24 2006

353
岡　秀宏、柿沼廣邦、岩渕啓一、宇津木聡、谷
崎義徳、近藤宏治、安井美江、川野信之、藤井
清孝、岡安　勲

脳腫瘍における術中迅速細胞診・組織診の有用性 第24回日本脳腫瘍病理
学会 沖縄 6/29 2006

354

谷崎義徳、川野信之、岡　秀宏、宇津木
聡、佐藤公俊、近藤宏治、安井美江、藤井
清孝

Ependymal differentiationを伴ったglioblastomaの一例 第24回日本脳腫瘍病理
学会 沖縄 6/29 2006

355
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義徳、原
敦子、渡辺　純、藤井清孝、岡安　勲

初診時から髄腔内播腫を認めた小児後頭蓋窩glioblastomaの1

剖検例
第24回日本脳腫瘍病理
学会

沖縄 6/29 2006



356

宇津木聡、岡　秀宏、谷崎義徳、近藤宏
治、宮島良輝、清水　暁、鈴木祥生、安井
美江、藤井清孝

Glioma症例における放射線壊死の病理組織像 第24回日本脳腫瘍病理
学会 沖縄 6/30 2006

357

谷崎義徳、岡　秀宏、佐藤雄一、宇津木聡、近
藤宏治、長塩　亮、藤井清孝

ヒト悪性グリオーマにおけるNeuroleukin(NLK)/gp78mRNA

発現：in situ hybridization(ISH)

第24回日本脳腫瘍病理
学会 沖縄 6/30 2006

358
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、近藤宏治、藤井清孝

出血を繰り返し、海綿状血管腫との鑑別に苦慮した脳腫瘍の
一例

第24回日本脳腫瘍病理
学会

沖縄 6/30 2006

359

近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、鈴木祥生、佐藤公俊、藤井清孝

トルコ鞍内海綿状血管腫の一例 第6回かながわ間脳下垂
体疾患カンファレンス 横浜 7/1 2006

360

馬渕一樹、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、鈴木祥生、近藤宏治、藤井清孝

星細胞腫に合併した非機能性下垂体腺腫の一例 第6回かながわ間脳下垂
体疾患カンファレンス 横浜 7/1 2006

361
馬渕一樹、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、佐藤公俊、藤井清孝

術後皮下髄液貯留に対する腰椎ドレナージにより脳浮腫を生
じた一例

第19回相模若手脳神経
外科懇話会

相模原 7/4 2006

362
小泉寛之、佐藤澄人、岡　秀宏、宇津木
聡、清水　暁、鈴木祥生、藤井清孝

脳神経外科における定位的脳腫瘍生検 第11回北里腫瘍フォー
ラム

相模原 7/21 2006

363
岡　秀宏、清水　暁、鈴木祥生、藤井清孝 新バイポーラピンセット[IsoCool]の基礎研究と使用経験 第18回日本頭蓋底外科

学会
名古屋 7/27 2006

364
大澤成之、清水　暁、宇津木聡、岡　秀
宏、藤井清孝

頭蓋底部組織の操作に伴うtrigeminocardiac reflex 第18回日本頭蓋底外科
学会

名古屋 7/27 2006

365
清水　暁、小泉寛之、宇津木聡、岡　秀
宏、藤井清孝

ボート型expanded polyterafluoroethyleneシートを用いた後
頭蓋硬膜形成

第18回日本頭蓋底外科
学会

名古屋 7/28 2006

366
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、鈴木祥
生、清水　暁、谷崎義徳、藤井清孝

グリオーマ再発前後におけるプロテオームの検討：同一症例
による解析から

第7回日本分子脳神経外
科学会

東京 9/2 2006

367
小澤達也、宇津木聡、岡　秀宏、藤井清孝、佐
谷秀行

神経線維腫症1型遺伝子産物ニューロフィブロミン低下によ
るマトリクス内細胞運動及び細胞凝集の亢進

第7回日本分子脳神経外
科学会

東京 9/2 2006

368
小泉寛之、仁木　淳、大澤成之、遠藤昌孝、北
原孝雄、山田　勝、藤井清孝

急性硬膜下血腫で発症した破裂distal ACA動脈瘤の1例 第18回神奈川脳卒中
フォーラム

横浜 9/8 2006

369
大澤成之、岡　秀宏、清水　暁、宇津木
聡、佐藤公俊、藤井清孝

眼窩内Hemangiopericytomaの一手術例 神奈川脳腫瘍フォーラ
ム第12回学術集会

横浜 9/8 2006

370
石渡雅男、栗田真理、宮坂佳男、藤井清孝 非外傷性前大脳動脈瘤解離による脳硬塞の一例 第100回日本脳神経外科

学会関東地方会
東京 9/9 2006

371
馬渕一樹、清水　暁、宇津木聡、鈴木祥
生、岡　秀宏、佐藤公俊、藤井清孝

術後皮下髄液貯留に対する腰椎ドレナージにより脳浮腫を生
じた1例

第100回日本脳神経外科
学会関東地方会

東京 9/9 2006

372

清水　暁、小泉寛之、栗田真理、宇津木
聡、岡　秀宏、藤井清孝

ボート型expanded polyterafluoroethylene (ePTFE) シートを
用いた大孔減圧術

第13回日本脊椎・脊髄
神経手術手技学会学術
集会

東京 9/22 2006

373
小澤達也、安井美江、宇津木聡、岡　秀
宏、藤井清孝

神経膠腫におけるCdc6およびINK4A/ARFの発現解析とその
生物学的・臨床的意義の検討

第24回日本脳腫瘍学会
阿寒湖 10/1 2006

374
岡　秀宏、宇津木聡、清水　暁、鈴木祥
生、倉田　彰、藤井清孝

頭蓋咽頭腫のpituitary stalk温存手術と転帰 第65回日本脳神経外科
学会総会

京都 10/18 2006



375
宇津木聡、岡　秀宏、清水　暁、鈴木祥
生、宮島良輝、佐藤公俊、藤井清孝

PDDを利用した悪性グリーオーマ手術の治療成績 第27回日本レーザー医
学会総会

千葉 11/2 2006

376
山田　勝、湯澤　泉、岩本和久、鈴木祥
生、宮島良輝、倉田　彰、藤井清孝

閉塞性脳血管障害の統計学的脳血流SPECT画像解析 第18回日本脳循環代謝
学会総会

東京 11/10 2006

377
湯澤　泉、山田　勝、藤井清孝 中等度低体温時のラット脳血管反応性ー酸塩基平衡管理法に

よる差についてー
第18回日本脳循環代謝
学会総会

東京 11/10 2006

378
佐藤澄人、岡　秀宏、小泉寛之、宇津木
聡、清水　暁、藤井清孝

北里大学脳神経外科におけるてんかん外科 第8回北里機能的脳神経
外科研究会

相模原 11/15 2006

379
倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、小澤　仁、佐藤
公俊、山田　勝、藤井清孝、北原孝雄、大桃丈
知、宮坂佳男

母血管にスパズムを伴った破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手
術

第22回日本脳神経血管
内治療学会総会 徳島 11/16 2006

380
鈴木祥生、倉田　彰、岩本和久、佐藤公俊、仁
木　淳、小澤　仁、山田　勝、藤井清孝、北原孝
雄、菅　信一

不完全クリッピング後の残存動脈瘤に対する脳血管内手術の
有効性について

第22回日本脳神経血管
内治療学会総会 徳島 11/16 2006

381
小澤　仁、倉田　彰、鈴木祥生、菅　信一、藤井
清孝

プラチナボール：髄膜腫への腫瘍塞栓物質として 第22回日本脳神経血管
内治療学会総会

徳島 11/17 2006

382
田沼龍太郎、清水　暁、小泉寛之、岡　秀
宏、藤井清孝

診断に苦慮した脊髄症の一例
第20回相模若手脳神経
外科懇話会

相模原 12/5 2006

383
小泉寛之、佐藤澄人、岡　秀宏、宇津木
聡、清水　暁、鈴木祥生、藤井清孝

レクセルサージブランを用いた定位的脳腫瘍生検 第11回日本脳腫瘍の外
科学会

大阪 12/8 2006

384
上田綾子、*岡部早苗、佐藤澄人、岡　秀宏、宇
津木聡、藤井清孝、中野貴明、岡本浩嗣

awake surgery前後での神経心理学的所見の検討 第4回日本awake surgery

研究会
大阪 12/8 2006

（ポスター講演）
著者名 タイトル 発表会名 開催地 発表日 発表の年

1 Sato, S., Kunii, M., Iida, H., Fujii, K.

Stent grafting with artificial polyester vessel for carotid artery

stenosis

The first American-

Japanese meeting for

surgical and

endovascular treatment

of cerebrovascular

disorders

Hawaii 2/11 2001

2
Suzuki, S., Oka, H., Kawano, N., Tanaka, S.,

Utsuki, S., Fujii, K.

Clear cell ependymomas show a worse prognosis than other

grade 2 ependymomas

American Association of

Neurological Surgeons

2001 Annual Meeting
Toronto 4/21 2001

3
Utsuki, S., Oka, H., Sato, Y., Suzuki, S.,

Tanka, S., Fujii, K.

Expression of N-cadherin and β-catenin relates to tumor

malignancy in astrocytoma

American Association of

Neurological Surgeons

2001 Annual Meeting
Toronto 4/21 2001

4 Oka, H., Utsuki, S., Fujii, K.
Radical removal of craniopharyngiomas: long-term functional

outcome

AANS annual meeting
Chicago 4/6 2002

5
Utsuki, S., Oka, H., Sato, Y., Suzuki, S.,

Kawano, N., Tanaka, S., Fujii, .

Invasive meningioma is associated with a low expression of

E-cadherin and beta-catenin

AANS annual meeting
Chicago 4/6 2002



6

Suzuki, S., Endo, M., Kurata, A., Ohmomo,

T., Oka, H., Kitahara, T., Ohwada, T., Utsuki,

S., Fujii, K.

Efficacy of endovascular surgery for treatment of acute

epidural hematoma

AANS annual meeting

Chicago 4/6 2002

7 Yamada, M., Yuzawa, I., Fujii, K.

Iodoamphetamine(IMP) uptake inthe brain is increased after

experimental cerebral venous hypertension in the rat

The 12th International

Symposium on Brain

Edema and Brain Tissue

Injury

箱根 11/11 2002

8
Tanaka, S., Utsuki, S., Iwamoto, K., Oka, H.,

Fujii, K., Watanabe, T., Hori, T.

Significance of glioma surgery and Chemotherapy 4th Asian Conference of

Neurological Surgeons
Hong Kong 11/28 2002

9
Utsuki, S., Oka, H., Tanaka, S., Iwamoto, K.,

Kobayashi, I., Fujii, K.

Radiological Features of Intracranial Grmioma 2nd Meeting of the Asian

Society for Neuro-

Oncology

Korea 12/5 2003

10
Oka, H., Utsuki, S., Suzuki, S., Fujii, K.,

Kawano, N.

Clear Cell Ependymomas: They may be more aggresive than

ordinary ependymomas

2nd Meeting of the Asian

Society for Neuro-

Oncology

Korea 12/5 2003

11

Yuzawa, I., Yamada, M., Tanaka, R., Fujii, K. Mild hypothermia attenuates the endothelium-dependent pial

arteriole dilatation but not the endothelium-independent

response in rats

International Brain

Hypothermia

Symposium 2004

東京 2/5 2004

12

Hagiwara, H., Kurata, A., Yamada, M., Fujii,

K.

PCA (P2P) dissecting aneurysm presenting with SAH treated

by endovascular occlusion of PCA and aneurysm.: Case

report.

7th Japanese and

Korean Friendship

Conference on Surgery

for Cerebral Stroke

Korea 6/5 2004

13

Sato, K., Yamada, M., Kurata, A., Fujii, K. Thrombosed giant MCA aneurysm: Case report. 7th Japanese and

Korean Friendship

Conference on Surgery

for Cerebral Stroke

Korea 6/5 2004

14

Ohsawa, S., Yamada, M., Tanaka, R., Fujii,

K., Iida, H.

Intracerebral hematoma (ICH) due to ruptured cerebral

aneurysm without SAH

7th Japanese and

Korean Friendship

Conference on Surgery

for Cerebral Stroke

Korea 6/5 2004

15

Sato, K., Oka, H., Utsuki, S., Fujii, K. Ciliated craniopharyngioma: a case report 3rd Meeting of the Asian

Society for Neuro-

Oncology

Shanghai 11/18 2004

16

Suzuki, S., Yamada, M., Fujii, K. Treatment of ruptured intracranaial samll aneurysn with

endovascular coil embolization.  Patient selection and

technical key points for successful coiling

The 2nd Korean-

Japaneses Joint Stroke

Conference

東京 11/28 2004

17

Miyajima, Y., Yamada, M., Kawashima, M.,

Kitahara, T., Endo, M., Mochizuki, T.,

Koizumi, H., Niki, J., Fujii, K.

Study of intracranial hemorrhage with unilateral moyamoya

disease

第24回The Mt. Fuji

Workshop on CVD 福岡 9/3 2005

18

Shimizu, S., Tanaka, R., Ohsawa, S.,

Fukushima, Y., Kawashima , M., Oka, H.,

Fujii, K.

Cadaver dissection and classic three-dimensional

documentation: a unit of education for neurosurgical anatomy

revisited

AANS annual meeting

San Francisco 4/24 2006



19

Tanizaki, Y., Oka, H., Utsuki, S., Shimizu, S.,

Suzuki, S., Fujii, K.

Correlation between expression of low density lopoprotein

receptor-related protein and Ki-67 staining indices in

intracranial meningiomas

AANS annual meeting

San Francisco 4/24 2006

20
Sato, K., Oka, H., Shimizu, S., Tanizaki, Y.,

Fujii, K.

Clinical study of acute subdural hematoma due to ruptuerd

intracranial aneurysm

AANS annual meeting
San Francisco 4/24 2006

21
Oka, H., Shimizu, S., Utsuki, S., Suzuki, S.,

Kurata, A., Fujii, K.

The efficacy of coblation technology for tumor resection of

skull-base tumors: arthrocare multi electrode system

AANS annual meeting
San Francisco 4/24 2006

22
近藤宏治、岡　秀宏、Scheithauer, BW., 菅  信
一、萩原宏之、宇津木聡、田中　聡、安井美江、
藤井清孝

画像所見上 Massive osteolysis を呈した悪性頭蓋底部骨腫瘍
の一例

第19回日本脳腫瘍病理
学会 東京 5/23 2001

23
中原邦晶、岡　秀宏、宇津木聡、野渡正彦、佐
藤雅彦、劔持　学、今野慎吾、福島　浩、藤井清
孝

超低出生体重児の出血後水頭症に対する miniature

Ommaya's reservoir 管理点
第29回日本小児神経外
科学会 静岡 9/7 2001

24

今野慎吾、岡　秀宏、宇津木聡、中山賢
司、谷崎義徳、近藤宏治、小林郁夫、藤井
清孝

著明な肉芽腫様変化を伴った鞍上部 Germinoma の一例 第29回日本小児神経外
科学会 静岡 9/7 2001

25
田中　聡、小林郁夫、宇津木聡、鈴木祥
生、岡　秀宏、藤井清孝

脳腫瘍における定量的RT-PCR による遺伝子発現の検出と治
療への応用

第2回日本分子脳神経外
科学会

名古屋 9/8 2001

26
湯澤  泉、入倉克巳、山田　勝、田中柳水、
藤井清孝

Sprague-Dawley rat における塞栓糸一過性中大脳動脈閉塞モ
デルの再現性の検討

第13回日本脳循環代謝学
会総会

横浜 10/18 2001

27

宇津木聡、岡　秀宏、佐藤雄一、川野信
之、鈴木祥生、田中　聡、谷崎義徳、近藤
宏治、安井美江、藤井清孝

meningioma における E-cadherin の発現に関する研究―特に
脳への浸潤との関係

第60回日本脳神経外科
学会総会 岡山 10/24 2001

28

鈴木祥生、遠藤昌孝、倉田　彰、大桃丈
知、北原孝雄、大和田隆、平山　寿、宇津
木聡、中原邦晶、藤井清孝

急性硬膜外血腫に対する血管内治療の有効性 第17回日本脳神経血管
内治療学会 新潟 11/21 2001

29

鈴木祥生、倉田　彰、大桃丈知、入倉克
巳、山田　勝、北原孝雄、遠藤昌孝、大和
田隆、宮坂佳男、藤井清孝

脳動脈瘤の血管内塞栓術の合併症の検討 第17回日本脳神経血管
内治療学会 新潟 11/21 2001

30
中原邦晶、鈴木祥生、倉田　彰、高木宏、
岡　秀宏、宮坂佳男、藤井清孝

超選択的動注化学療法が著効した広範な硬膜および頭蓋骨転
移性腫瘍の1例

第17回日本脳神経血管
内治療学会

新潟 11/21 2001

31
岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏治、谷崎義
徳、田中　聡、安井美江、藤井清孝

頭蓋咽頭腫における cadherin および catenin の発現 第10回日本脳腫瘍カン
ファランス

別府 12/2 2001

32
宇津木聡、岡　秀宏、田中　聡、近藤宏
治、谷崎義徳、安井美江、藤井清孝

Low grade astrocytoma に対する術後放射線単独療法：長期
経過観察例からみた転帰

第10回日本脳腫瘍カン
ファランス

別府 12/3 2001

33

山田　勝、倉田　彰、鈴木祥生、田中柳
水、望月崇弘、入倉克巳、藤井清孝、宮坂
佳男

硬膜動静脈奇形57例の検討―海綿静脈洞部例と横静脈洞部例
の比較―

第27回日本脳卒中学会
仙台 4/24 2002

34
望月崇弘、山田　勝、倉田　彰、田中柳
水、岩本和久、藤井清孝

血管内手術とガンマナイフによって治療した脳幹AVMの一例 第31回日本脳卒中の外
科学会

仙台 4/25 2002

35
宇津木聡、川野信之、岡　秀宏、福島　浩、近藤
宏治、谷崎義徳、安井美江、藤井清孝、柳下三
郎

Pineocytomaとの鑑別が困難であったependymomaの一例 第20回日本脳腫瘍病理
学会 広島 5/10 2002



36
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、石渡雅男、福
島　浩、安井美江、藤井清孝、岩淵啓一、川野
信之、柳下三郎

脳幹に発生した rhabdomyosarcoma の一例 第20回日本脳腫瘍病理
学会 広島 5/10 2002

37

大澤成之、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、谷崎義徳、安井美江、藤井清孝、川野
信之

Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor (AT/RT)の一例 第20回日本脳腫瘍病理
学会 広島 5/10 2002

38

久須美真理、岡　秀宏、宇津木聡、安井美
江、藤井清孝、川野信之、鷺内隆雄、飯田
秀夫

Hyalin inclusion を伴った脈絡叢乳頭腫の一例 第20回日本脳腫瘍病理
学会 広島 5/11 2002

39
小泉寛之、岡　秀宏、宇津木聡、福島　浩、近藤
宏治、谷崎義徳、安井美江、藤井清孝、川野信
之、柳下三郎

老年期に発症したmalignant glio-neuronal tumor の一例 第20回日本脳腫瘍病理
学会 広島 5/11 2002

40
鈴木祥生、倉田　彰、大桃丈知、萩原宏
之、中原邦晶、鷺内隆雄、幹、藤井清孝

血管内手術後 IQ の改善を認めた小児AVF の１例 第30回日本小児神経外
科学会

旭川 6/6 2002

41

久須美真理、岡　秀宏、宇津木聡、田中
聡、安井美江、鷺内隆雄、飯田秀夫、藤井
清孝

小児期に神経膠芽腫を発症し、その後類もやもや病と
glioblastoma を合併した Neurofibromatosis type I の一例

第30回日本小児神経外
科学会 旭川 6/6 2002

42
清水  暁、三井公彦、田中柳水、藤井清孝 横突起間・横突孔内の静脈の外科解剖 第17回日本脊髄外科研

究会
静岡 6/13 2002

43
石渡雅男、橘　滋国、藤井清孝 血管撮影にて描出されなかった脊髄硬膜AVFの2例 第17回日本脊髄外科研

究会
静岡 6/14 2002

44
鷺内隆雄、飯田秀夫、橘　滋国、藤井清孝 頚髄拡散強調画像が診断に有用であった急性期脊髄梗塞の1

例
第17回日本脊髄外科研
究会

静岡 6/14 2002

45
湯澤  泉、山田　勝、田中柳水、藤井清孝、
入倉克巳

Sprague-Dawley rat における塞栓糸一過性中大脳動脈閉塞モ
デルの梗塞再現性の検討

第61回日本脳神経外科
学会総会

松本 10/2 2002

46
清水  暁、三井公彦、田中柳水、藤井清孝 頸椎横突起間・横突孔内の静脈の外科解剖 第61回日本脳神経外科

学会総会
松本 10/2 2002

47
萩原宏之、鈴木祥生、宮坂佳男、高木宏、
藤井清孝

動静脈奇形・硬膜動静脈瘻 第61回日本脳神経外科
学会総会

松本 10/4 2002

48
山田　勝、湯澤  泉、鷺内隆雄、田中柳水、
藤井清孝、入倉克巳、宮坂佳男

ラット慢性全脳静脈圧亢進モデルにおける
Iodoamphetamine(IMP) uptake の上昇

第14回日本脳循環代謝
学会総会

大宮 11/5 2002

49
湯澤  泉、山田　勝、田中柳水、鷺内隆雄、
入倉克巳、藤井清孝

Sprague-Dawley rat における塞栓糸一過性中大脳動脈閉塞モ
デルの梗塞再現性の検討

第14回日本脳循環代謝
学会総会

大宮 11/5 2002

50
宇津木聡、田中　聡、岡　秀宏、近藤宏
治、谷崎義徳、岩本和久、藤井清孝

ACNU耐性細胞におけるIn vitro薬剤感受性 第20回日本脳腫瘍学会
熊本 11/16 2002

51

中原邦晶、倉田　彰、山崎友也、藤井清
孝、西巻　博、宮坂佳男、鈴木祥生、大桃
丈知

Ehlers-Danlos syndromeによる、頸動脈解離に対するステン
と留置術の有用性について

第18回日本脳神経血管
内治療学会 沖縄 12/4 2002

52
小澤　仁、倉田　彰、大桃丈知、鈴木祥生、菅
信一、藤井清孝

新しい塞栓物質材料プラチナボール 第18回日本脳神経血管
内治療学会

沖縄 12/4 2002

53
宮島良輝、倉田　彰、鈴木祥生、宇津木
聡、藤井清孝

出血発症inferior petrosal sinus AVFの希な一例 第18回日本脳神経血管
内治療学会

沖縄 12/4 2002



54
諏訪知也、三島大徳、三井公彦、三富弘之、岡
秀宏、藤井清孝、菅  信一、柳下三郎

非典型的な画像所見を示した頭蓋内悪性リンパ腫の一例 第26回日本脳神経CI学
会総会

名古屋 2/8 2003

55
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、廣瀬隆一、長
谷川ひとみ、岡　秀宏、藤井清孝

非典型的な画像を呈した下垂体腫瘍の一例 第26回日本脳神経CI学
会総会

名古屋 2/8 2003

56
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、廣瀬隆一、長
谷川ひとみ、岡　秀宏、藤井清孝

急性硬膜下血腫を伴った脳動静脈奇形の一例 第26回日本脳神経CI学
会総会

名古屋 2/8 2003

57

福島　浩、岡　秀宏、清水  暁、中原邦晶、
今野慎吾、山崎友也、宇津木聡、藤井清孝

頭蓋骨原発の悪性リンパ腫の一例 第26回日本脳神経CI学
会総会 名古屋 2/8 2003

58
佐藤公俊、山田　勝、清水  暁、今野慎吾、藤井
清孝、菅  信一

石灰化慢性硬膜下血腫内腫瘍の一例 第26回日本脳神経CI学
会総会

名古屋 2/8 2003

59
山田　勝、倉田　彰、田中柳水、湯澤  泉、
藤井清孝、宮坂佳男

出血性もやもや病の検討 第28回日本脳卒中学会
東京 3/13 2003

60
鈴木祥生、倉田　彰、大桃丈知、平山　寿、宮坂
佳男、田中柳水、入倉克巳、山田　勝、岡　秀
宏、遠藤昌孝、北原孝雄、藤井清孝

脳動脈瘤の血管内塞栓術の合併症の検討 第32回日本脳卒中の外
科学会 東京 3/15 2003

61
久須美真理、山田　勝、北原孝雄、遠藤昌孝、
飯田秀夫、鷺内隆雄、藤井清孝

脳血管造影中に再破裂をきたした破裂脳動脈瘤13例の検討 第32回日本脳卒中の外
科学会

東京 3/15 2003

62
清水  暁、三井公彦、田中柳水、橘  滋国、
石渡雅男、藤井清孝

椎骨静脈の外科解剖 第32回日本脊椎脊髄病
学会

福岡 4/6 2003

63
山田　勝、田中柳水、倉田　彰、藤井清孝、北原
孝雄、遠藤昌孝、大和田隆

破裂脳動脈瘤急性期managementに関する全国アンケート調
査

第62回日本脳神経外科
学会総会

仙台 10/1 2003

64
田中柳水、萩原宏之、佐藤澄人、山田
勝、橘　滋国、藤井清孝

北里大学脳神経外科における顔面痙攣に対する神経血管内減
圧術の長期成績

第62回日本脳神経外科
学会総会

仙台 10/2 2003

65
湯澤  泉、山田　勝、田中柳水、藤井清孝、
入倉克巳

cilostazolによる脳血管拡張反応ー常温・低体温における検
討ー

第62回日本脳神経外科
学会総会

仙台 10/2 2003

66
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、岡　秀
宏、藤井清孝

半導体レーザー装置を用いた術中脳腫瘍蛍光診断 第62回日本脳神経外科
学会総会

仙台 10/3 2003

67
田中　聡、岡　秀宏、宇津木聡、岩本和
久、安井美江、藤井清孝

グリオーマに対する定量的PCRに基づいたindividual adjuvant

therapy (IAT)

第62回日本脳神経外科
学会総会

仙台 10/3 2003

68
湯澤  泉、山田　勝、田中柳水、藤井清孝、
入倉克巳

cilostazolによる脳血管拡張反応ー常温・低体温における検
討ー

第15回日本能循環代謝
学会総会

大阪 10/24 2003

69
倉田　彰、萩原宏之、湯澤　泉、小澤　仁、藤井
清孝、鈴木祥生、大桃丈知

海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の放射線学的検討とその治療戦略 第19回日本脳神経血管
内治療学会総会

横浜 11/17 2003

70
大桃丈知、倉田　彰、岡　秀宏、鈴木祥
生、藤井清孝

Tentorial arteryをmain feeding arteryとしたpetroclival

meningiomaの一手術例～腫瘍栄養動脈塞栓術の併用～
第19回日本脳神経血管
内治療学会総会

横浜 11/17 2003

71
宇津木聡、田中　聡、岩本和久、岡　秀
宏、佐藤澄人、萩原宏之、藤井清孝

術中脳腫瘍蛍光診断ーその病理組織学的検討 第21回日本脳腫瘍学会
兵庫 11/17 2003

72
湯澤　泉、倉田　彰、小澤　仁、大桃丈知、鈴木
祥生、萩原宏之、藤井清孝、菅　信一、北原孝
雄

高齢者脳動脈瘤塞栓術とその有用なアプローチ 第19回日本脳血管内治
療学会 横浜 11/17 2003
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湯澤　泉、倉田　彰、小澤　仁、大桃丈知、鈴木
祥生、萩原宏之、藤井清孝、北原孝雄、菅　信
一

高齢者手術への挑戦と限界ー脳動脈瘤塞栓術についてー 第19回日本脳神経血管
内治療学会総会 横浜 11/17 2003

74
鈴木祥生、倉田　彰、大桃丈知、田中柳水、山
田　勝、菅　信一、藤井清孝

直達手術不成功脳動脈瘤例に対する脳血管内手術の有用性に
ついて

第19回日本脳神経血管
内治療学会総会

横浜 11/17 2003

75
平山　寿、倉田　彰、大桃丈知、小澤　仁、藤井
清孝、菅　信一、北原孝雄

解離性椎骨動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術 第19回日本脳神経血管
内治療学会総会

横浜 11/17 2003

76
荘司光彦、倉田　彰、萩原宏之、湯澤　泉、小澤
仁、藤井清孝、鈴木祥生、大桃丈知

解離性椎骨動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術 第19回日本脳神経血管
内治療学会総会

横浜 11/17 2003

77
萩原宏之、倉田　彰、佐藤澄人、山田
勝、藤井清孝

高位内頸動脈狭窄症に対する自己拡張型ステント留置が有効
であった1例

第19回日本脳神経血管
内治療学会総会

横浜 11/17 2003

78
仁木　淳、岡　秀宏、小林郁夫、宇津木
聡、田中　聡、佐藤澄人、藤井清孝

Multicentric gliomaの一例 第21回日本脳腫瘍学会
兵庫 11/17 2003

79
小澤　仁、倉田　彰、菅　信一、大桃丈知、鈴木
祥生、藤井清孝

プラチナボール：新しい塞栓物質 第19回日本脳神経血管
内治療学会総会

横浜 11/17 2003

80
清水　暁、岡　秀宏、大澤成之、中原邦
晶、佐藤澄人、藤井清孝

Transcervical approachで良好な結果を得た舌下神経腫瘍の
一手術例

第8回日本脳腫瘍の外科
学会

沖縄 11/7 2003

81
佐藤公俊、岡　秀宏、清水　暁、宇津木
聡、藤井清孝

脳室内海綿状血管腫の一手術例 第8回日本脳腫瘍の外科
学会

沖縄 11/7 2003
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湯澤　泉、山田　勝、田中柳水、藤井清孝 中等度低体温における各種酸塩基平衡管理によるラット脳軟

膜血管反応性
第29回日本脳卒中学会
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山田　勝、田中柳水、倉田　彰、鷺内隆
雄、萩原宏之、望月崇弘、佐藤公俊、藤井
清孝

神奈川県におけるモヤモヤ病のアンケート調査 第29回日本脳卒中学会
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山田　勝、田中柳水、萩原宏之、湯澤
泉、倉田　彰、望月崇弘、藤井清孝

虚血発症もやもや病に対する直接間接複合血行再建術の効
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第33回日本脳卒中の外
科学会

名古屋 3/20 2004
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萩原宏之、倉田　彰、宮坂佳男、高木　宏、北原
孝雄、藤井清孝
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第33回日本脳卒中の外
科学会
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86
大澤成之、田中柳水、飯田秀夫、中原邦晶、北
原孝雄、藤井清孝

くも膜下出血を伴わない破裂脳動脈瘤による脳内出血の検討 第33回日本脳卒中の外
科学会
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荘司光彦、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義徳、近
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望月崇弘、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、近藤宏治、安井美江、藤井清孝、
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肉腫の一例

第22回日本脳腫瘍病理
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埼玉 5/27 2004
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科学会
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生、倉田　彰、藤井清孝
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96
中原邦晶、飯田秀夫、三富哲郎、大澤成之、藤
井清孝
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会

福井 6/18 2004
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鷺内隆雄、橘　滋国、小林郁夫、佐藤公
俊、山崎友也、望月崇弘、岡　秀宏、藤井
清孝
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会 福井 6/18 2004

98
山田　勝、鈴木祥生、湯澤　泉、倉田　彰、河島
雅到、藤井清孝、北原孝雄
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徴と転帰ー

第23回The Mt. Fuji

Workshop on CVD
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Workshop on CVD
東京 8/29 2004

100
鈴木祥生、倉田　彰、菅　信一、大桃丈知、小澤
仁、湯澤　泉、福島　浩、山田　勝、北原孝雄、
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Workshop on CVD 東京 8/29 2004
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清水　暁、田中柳水、Rhoton, AL., Jr.、岡　秀
宏、藤井清孝

内耳道後壁削除における内リンパ嚢・内リンパ管損傷のリス
ク：解剖学的検討

第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/6 2004

102
湯澤　泉、山田　勝、藤井清孝 実験的一過性脳虚血におけるシロスタゾール前投与とオザグ

レルナトリウム併用の脳保護効果
第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/6 2004
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近藤宏治、田中　洋、宇津木聡、岡　秀宏、藤井
清孝
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の1例
第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/6 2004
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谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、鈴木祥生、藤井清孝、橘　滋国
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学会総会

名古屋 10/7 2004

106
福島　浩、岡　秀宏、宇津木聡、中原邦
晶、藤井清孝
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学会総会

名古屋 10/7 2004

107
山崎友也、清水　暁、鷺内隆雄、宇津木
聡、藤井清孝

脳室腹腔内シャントの頭蓋内迷入：2例報告と文献的考察 第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/7 2004
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中原邦晶、飯田秀夫、三富哲夫、鷺内隆雄、久
須美真理、藤井清孝

急性増悪したMELASの一例 第63回日本脳神経外科
学会総会

名古屋 10/7 2004
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萩原宏之、山田　勝、鈴木祥生、倉田
彰、宮島良輝、河島雅到、藤井清孝、大桃
丈知

出血性もやもや病の臨床的特徴 第63回日本脳神経外科
学会総会 名古屋 10/7 2004
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鷺内隆雄、橘　滋国、佐藤公俊、清水
暁、藤井清孝
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検討

第63回日本脳神経外科
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宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、福島
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名古屋 10/8 2004
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大澤成之、宇津木聡、岡　秀宏、福島
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岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義徳、鈴木祥
生、田中聡*、藤井清孝
早川和重**

悪性グリオーマ治療における外来化学療法センターと専任医
療者の育成

第22回日本脳腫瘍学会

仙台 10/18 2004
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福島　浩、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝 頭蓋骨原発のMalignant Lymphomaの1例 第22回日本脳腫瘍学会

仙台 10/18 2004

115
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、佐藤公俊、福
島　浩、藤井清孝、中村和生、高橋正身

Lipomatous meningiomaにおける脂質定性分析 第22回日本脳腫瘍学会
仙台 10/18 2004

116
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義
徳、藤井清孝
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仙台 10/18 2004

117
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義徳、近
藤宏治、藤井清孝

ciliated craniopharyngiomaの1例 第22回日本脳腫瘍学会
仙台 10/18 2004

118
佐藤澄人、山田　勝、倉田　彰、藤井清孝、河島
江美、小野沢裕也

Hemifacial spasm (HFS) の術中Abnormal muscle response

(AMR) モニタリングにおける問題点
第34回日本臨床神経生
理学会学術大会

東京 11/17 2004

119
湯澤　泉、倉田　彰、鈴木祥生、菅　信一、藤井
清孝

高齢者脳動脈瘤血管内治療における総頚動脈直接穿刺用ガイ
ディグカテーテルの有用性

第20回日本脳神経血管
内治療学会

札幌 11/18 2004

120
清水　暁、田中柳水、菅　信一、鈴木祥生、倉田
彰、藤井清孝

大動脈における分節動脈起始部：脊髄動脈造影の選択的カ
ニュレーションのための解剖

第20回日本脳神経血管
内治療学会

札幌 11/18 2004

121
鷺内隆雄、倉田　彰、鈴木祥生、湯澤　泉、清水
暁、藤井清孝、菅　信一、大桃丈知、萩原宏之

横・Ｓ状静脈洞部isolated type dural AVFに対する治療戦略 第20回日本脳神経血管
内治療学会 札幌 11/18 2004

122
小澤　仁、倉田　彰、鈴木祥生、藤井清孝 新しい塞栓物質：プラチナボール 第20回日本脳神経血管

内治療学会
札幌 11/18 2004

123
倉田　彰、鈴木祥生、湯澤　泉、清水　暁、藤井
清孝、菅　信一、大桃丈知、小澤　仁

外頚静脈直接穿刺下、頸動脈経由塞栓術が交を奏したlsolted

sinus dural AVFの1例
第20回日本脳神経血管
内治療学会

札幌 11/19 2004

124
大桃丈知、倉田　彰、鈴木祥生、萩原宏之*、岡
秀宏、藤井清孝

頭蓋内動脈が主たる腫瘍栄養血管の脳腫瘍に対する治療戦略
～血管内手術の併用～

第20回日本脳神経血管
内治療学会

札幌 11/19 2004

125
平山　寿、倉田　彰、鈴木祥生、湯澤　泉、藤井
清孝、大桃丈知

血栓除去術を加えた超選択的血栓溶解療法の有効性につい
て：動物実験的検討

第20回日本脳神経血管
内治療学会

札幌 11/19 2004

126
鷺内隆雄、菅　信一、橘　滋国、小林郁夫、藤井
清孝
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