
（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 Fujii, K.
Arterial and venous relationships of the lateral and third

ventricles-a microsurgical study

The 25th Annual Spring

Meeting of the Korean

Neurosurgical Society

Korea 4/27 2007

2
Kawashima, M., Yamada, M., Hagiwara, H,

Nakayama, K., Uemura, K., Fujii, K.

Comparison of single and multiple cerebral cavernous

malformations: clinical manifestations in 42 patients

The 2nd meeting of Asian

Sroke Forum
京都 9/27 2007

3 Oka, H., Fujii, K.
Clinicopathological analysis of Atypical Teratoid/Rhabdoid

tumors in Japan

5th Meeting of the Asian

Society for Neuro-Oncology
Turkey 11/3 2007

4
Utsuki, S., Oka, H., Suzuki, S., Sato, S.,

Mabuchi, I., Miyazaki, T., Fujii, K.

Singnifiance of porphyrins in blood and urine of brain tumor

patients that  underwent 5-ALA administration

9th Annual symposium of

japanese 5-ALA

Association

東京 4/12 2008

5
Fujii, K., Yamada, M., Tanaka, R., Rhoton,

AL., Jr.

Anterior choroidal artery and medial temporal lobe -Temporal

lobe hemorrhage on Moyamoya disease-

The 9th Japanese and

Korean Friendship

Conference on Surgery for

Cerebral Stroke

Korea 6/7 2008

6 Oka, H., Fujii, K. Clinical features of atypical teratoid/rhabdoid tumor in Japan

European Association of

Neurosurgical Societies

(WANS) Annual Meeting

2009

Marseille 3/28 2009

7
Oka, H., Utsuki, S., Suzuki, S., Sato, S.,

Mabuchi, I., Kijima, C., Fujii, K.

Clinicopathological features of Atypical Teratoid/Rhabdoid

Tumors: its diagnosis and tumor growth factor

The 3rd Quadrennial

Meeting of the World

Federation of Neuro-

Oncology (WFNO) jointly

with the 6th Meeting of the

Asian Society for Neuro-

Oncology (ASNO)

横浜 5/12 2009

8
Utsuki, S., Oka, H., Suzuki, S., Sato, S.,

Mabuchi, I., Kijima, C., Fujii, K.

Significance of porphyrins in blood and urine of brain tumor

patients that underwent  5-ALA administration

The 3rd Quadrennial

Meeting of the World

Federation of Neuro-

Oncology (WFNO) jointly

with the 6th Meeting of the

Asian Society for Neuro-

Oncology (ASNO)

横浜 5/12 2009

9
Mabuchi, I., Utsuki, S., Oka, H., Fujii, K.,

Konno, S., *Tanaka, H.

Double tumors of astrocytoma and pituitary adenoma - a case

report-

第24回日本脳神経外科国
際学会フォーラム

岐阜 7/11 2009



10
Oka, H., Tanizali, Y., Utsuki, S., Kijima, C.,

Fujii, K.

AUTOCRINE MOTILITY FACTOR AND ITS RECEPTOR

EXPRESSION IN HUMAN PITITARY ANDNOMAS

第11回International pitutary

pathology society meeting
淡路島 10/18 2009

11
Yamada, M., Nakahara, K., Sato, K.,

Mizokami, K., Fujii, K.

Middle Cerebral Artery Aneurysm: Anatomy and Clipping

Technique

9th International

Conference on

Cerebrovascular Surgery

名古屋 11/13 2009

12
Oka, H., Utsuki, S., Kijima, C., Taizaki, Y.,

Miyajima, Y., Fujii, K.

Autocrine mortilty factor mRNA and its receptor expression in

human pituitary adenomas

The EANS Annual Meeting

2010
Holland 3/26 2010

13
岩本和久、倉田　彰、鈴木祥生、小林郁
夫、鷺内隆雄、福島　浩、藤井清孝

下垂体腺腫術後に生じた仮性動脈瘤に対するステント使用
第34回神奈川脳血管内手
術懇話会

町田 1/13 2007

14
佐藤澄人、岡　秀宏、小泉寛之、宇津木
聡、清水　暁、鈴木祥生、藤井清孝

Low grade gliomaの摘出が難治性てんかん発作に対し有効で
あった1例

第30回日本てんかん外科
学会

福岡 1/25 2007

15
佐藤澄人、岡　秀宏、小泉寛之、宇津木聡、山
田　勝、藤井清孝、大江千廣

中脳原発germいのまによるHolmes振戦に対して視床手術が
有効であった1例

第46回日本定位・機能神
経外科学会

福岡 1/27 2007

16
宇津木聡、岡　秀宏、小泉寛之、清水
暁、鈴木祥生、藤井清孝

MRIで浮腫が少ないglioblastomaの病理組織像と臨床像
第30回日本脳神経CI学会総
会

大阪 2/3 2007

17 藤井清孝 中頭蓋窩の外科解剖と手術
第12回北里脳神経外科微
小解剖セミナー

相模原 2/11 2007

18 岡　秀宏、近藤宏治、藤井清孝 神経内視鏡手術の基本手技と実際
第12回北里脳神経外科微
小解剖セミナー

相模原 2/11 2007

19
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、安井美江、藤井清孝

腫瘍と鑑別が困難な小児硬膜外血腫の1例
第10回脳神経外科疾患の
臨床と病理のJoint

conference

東京 2/17 2007

20
宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、近藤宏
治、藤井清孝

視床に発生した悪性リンパ腫後の視床痛に対しgamma knife

が有効であった一例
第17回日本間脳下垂体腫
瘍学会

山形 2/23 2007

21
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、鈴木祥生、宮島良輝、藤井清孝

複視で発症した症候性ラトケ嚢胞の臨床検討
第17回日本間脳下垂体腫
瘍学会

山形 2/23 2007

22

宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、鈴木祥生、近藤宏治、佐藤公俊、藤井
清孝

海綿静脈洞症候群を呈したラトケ嚢胞の一例
第17回日本間脳下垂体腫
瘍学会

山形 2/23 2007

23
宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、近藤宏治、藤
井清孝、三好憲雄

5-aminolevulinic acid投与下で切除を行った転移性脳腫瘍の組
織学的検討

第3回日本脳神経外科光線
力学研究会

山形 2/24 2007

24
清水　暁、関口朋子、鈴木祥生、山田
勝、宇津木聡、岡　秀宏、藤井清孝

Threadwire saw (T-saw)を用いた開頭と骨弁固定
第7回神奈川脳神経外科手
術手技研究会 横浜 3/10 2007

25
山田　勝、湯澤　泉、佐藤公俊、岩本和
久、宮島良輝、倉田　彰、藤井清孝

もやもや病脳血流SPECTのSEE解析ー発症形式による特徴
と術後変化ー

第32回日本脳卒中学会総
会

福岡 3/22 2007

26
萩原宏之、河島雅到、中山賢司、植村研一、藤
井清孝

多発性嚢胞腎の脳動脈瘤スクリーニングの重要性と治療指針
第32回日本脳卒中学会総
会

福岡 3/22 2007



27
萩原宏之、河島雅到、中山賢司、植村研一、藤
井清孝

見逃せないpupil sparing動眼神経麻痺の鑑別診断
第36回日本脳卒中の外科
学会

福岡 3/23 2007

28

小澤　仁、倉田　彰、鈴木祥生、岩本和
久、佐藤公俊、藤井清孝、遠藤昌孝、北原
孝雄、石渡雅男、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36回日本脳卒中の外科
学会

福岡 3/23 2007

29

山田　勝、湯澤　泉、岩本和久、宮島良
輝、佐藤公俊、鈴木祥生、倉田　彰、藤井
清孝

小児もやもや病の治療方針と長期転帰
第36回日本脳卒中の外科
学会

福岡 3/24 2007

30
河島雅到、萩原宏之、中山賢司、植村研一、北
原孝雄、遠藤昌孝、藤井清孝

Distal ACA動脈瘤の治療戦略に関して：微小外科解剖の応用
第36回日本脳卒中の外科
学会

福岡 3/24 2007

31
宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、近藤宏
治、清水　暁、鈴木祥生、藤井清孝

外来フェロン投与を行っているglioblastoma症例の治療成績
第33回ニューロ・オンコ
ロジィの会

東京 4/7 2007

32 佐藤澄人、小泉寛之、山田　勝、藤井清孝
MSA-OPCA typeに合併した勁部ジストニアに対しGPi-DBS

を施行した1例
第24回関東機能的脳外科
カンファレンス

東京 4/7 2007

33

宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、近藤宏
治、鈴木祥生、清水　暁、安井美江、藤井
清孝、川野信之

Glioblastoma長期生存例の病理組織像
第25回日本脳腫瘍病理学
会

熊本 4/20 2007

34
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏治、鈴
木祥生、清水　暁、安井美江、藤井清孝、原　敦
子、川野信之

腫瘍との鑑別が困難な小児硬膜外血腫の一例
第25回日本脳腫瘍病理学
会

熊本 4/20 2007

35
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、佐藤公俊、藤井清孝

海綿静脈洞症候群を呈したラトケ嚢胞の一例
第102回社団法人日本脳神
経外科学会関東支部会

東京 4/21 2007

36 清水　暁、大澤成之、岡　秀宏、藤井清孝 眼窩上神経・大後頭神経の手術解剖
第21回微小脳神経外科解
剖セミナー

仙台 5/20 2007

37
中原邦晶、宇津木聡、清水　暁、鈴木祥
生、岡　秀宏、藤井清孝

単純エックス線による後頭骨開存縫合線の癒合時期と後頭蓋
形成に関する研究

第35回日本小児神経外科
学会

木更津 5/31 2007

38

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

小児脳幹神経膠腫の臨床的検討
第35回日本小児神経外科
学会

木更津 6/2 2007

39 清水　暁、田中柳水、岡　秀宏、藤井清孝
内耳道後壁切削における内リンパ系損傷のリスク：解剖学的
検討

第16回日本聴神経腫瘍研
究会

東京 6/2 2007

40
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、小泉寛
之、宮島良輝、藤井清孝

神経内視鏡下生検にて診断可能であったAT/RT (athpical

terabdoid tumor)の1症例
第35回日本小児神経外科
学会

木更津 6/2 2007

41
宮崎朋子、清水　暁、鈴木祥生、山田
勝、宇津木聡、岡　秀宏、藤井清孝

T-sawを用いた小児の開頭と骨弁固定
第35回日本小児神経外科
学会

木更津 6/2 2007

42
佐藤慎太郎、岡　秀宏、宇津木聡、佐藤澄人、
宮島良輝、宮崎朋子、藤井清孝、原　敦子、岡
安　勲

診断に難渋した若年者脳実質内腫瘍の一例
第14回東京脳腫瘍治療懇
話会

東京 6/8 2007



43
佐藤慎太郎、岡　秀宏、宇津木聡、佐藤澄人、
宮島良輝、宮崎朋子、藤井清孝、原　敦子、岡
安　勲

優位半球頭頂葉腫瘍に対する覚醒下開頭手術の一例
第21回相模若手脳神経外
科懇話会

相模原 6/12 2007

44
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、鈴木祥生、岩
本和久、倉田　彰、藤井清孝

Transsphenoidal approachによる腫瘍摘出後に仮性動脈瘤を
きたした一例

第8回かながわ間脳下垂体
疾患カンファレンス

横浜 6/20 2007

45
宮島良輝、佐藤雄一、岡　秀宏、宇津木聡、谷
崎義徳、近藤宏治、安井美江、藤井清孝

悪性グリオーマにおけるDJ-1蛋白の発現とその意義
第11回Waterfront

Neurosurgical Conference
横浜 7/1 2007

46
岡　秀宏、清水　暁、河島雅到、宇津木
聡、藤井清孝

頭蓋咽頭腫の手術戦略：顕微鏡手術と神経内視鏡手術
第19回日本頭蓋底外科学
会

東京 7/4 2007

47
清水　暁、大澤成之、宇津木聡、岡　秀
宏、藤井清孝

高位置supraorbital foramenの骨性トンネルの走行：眼窩上神
経の安全な転位のための解剖学

第19回日本頭蓋底外科学
会

東京 7/4 2007

48
宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、宮島良
輝、近藤宏治、藤井清孝

術前診断が困難であった鞍内～鞍上部腫瘍の一例
第1回間脳下垂体疾患症例
検討会

東京 7/6 2007

49
宇津木聡、岡　秀宏、佐藤慎太郎、佐藤澄人、
宮島良輝、安井美江、藤井清孝、原　敦子、岡
安　勲

診断に難渋している若年者脳実質内腫瘍の一例 第92回東京脳腫瘍研究会 白金 7/7 2007

50
宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、鈴木祥
生、佐藤澄人、藤井清孝

画像上の浮腫の有無によるglioblastomaの病理組織像と臨床
像の特徴

第14回北里腫瘍フォーラ
ム

相模原 7/13 2007

51
佐藤澄人、小泉寛之、山田　勝、藤井清孝、阿
久津二夫

MSA-Cに合併した頸部ジストニアに対しGPi-DBSを施行した
1例

第34回運動障害研究会 東京 7/14 2007

52
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 7/19 2007

53
鈴木祥生、倉田　彰、岩本和久、山田　勝、仁木
淳、山崎友也、溝上康治、藤井清孝、菅　信一、
飯塚高浩

特殊な病態に対するCASについて
第13回日本血管内治療学
会総会

東京 7/27 2007

54
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、大澤成
之、近藤宏治、藤井清孝

石灰化を伴った鞍内～鞍上部腫瘍性病変の一例
第14回神奈川脳腫瘍
フォーラム

横浜 9/7 2007

55

溝上康治、宮島良輝、河島雅到、宇津木
聡、岡　秀宏、岩本和久、鈴木祥生、倉田
彰、藤井清孝

硬膜動静脈瘻を合併した大脳鎌髄膜腫の一例
第103回日本脳神経外科学
会関東支部会

東京 9/8 2007

56 河島雅到、山田　勝、岡　秀宏、藤井清孝
微小脳神経外科解剖と脳動脈瘤手術：内頸動脈瘤の治療に関
して

2007年度北里脳神経外科
微小解剖夏期セミナー

相模原 9/22 2007

57 河島雅到、山田　勝、岡　秀宏、藤井清孝
脳神経VII-VIII complex のconfiguration variationとroot exit

zoneより遠位部の神経圧迫を認めた片側顔面痙攣の一例
第10回脳神経減圧術研究
会

東京 10/2 2007

58
山田　勝、鈴木祥生、河島雅到、溝上康
治、倉田　彰、藤井清孝

成人発症もやもや病の治療
第66回日本脳神経外科学
会総会

東京 10/3 2007



59

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

術後放射線単独療法を行ったlow grade astrocytomaの転帰
第66回日本脳神経外科学
会総会

東京 10/3 2007

60
溝上康治、倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、山
田　勝、藤井清孝、菅　信一

横-S状静脈洞部isolated type dural AVFに対する治療戦略
第66回日本脳神経外科学
会総会

東京 10/4 2007

61
河島雅到、岡　秀宏、清水　暁、宇津木
聡、大澤成之、藤井清孝

側脳室三角部へのアプローチの検討：微小脳神経外科解剖の
応用

第66回日本脳神経外科学
会総会

東京 10/5 2007

62 山田　勝、湯澤　泉、藤井清孝 成人発症もやもや病の脳循環の特徴
第19回日本脳循環代謝学
会総会

盛岡 10/26 2007

63
佐藤澄人、小泉寛之、岡　秀宏、宇津木聡、上
田綾子、岡部早苗、岡本浩嗣、藤井清孝

Awake surgeryを施行したglioma症例の神経心理学的所見と
画像所見の検討

第5回日本Awake Surgery

研究会
神戸 11/1 2007

64
清水　暁、萩原宏之、宇津木聡、岡　秀
宏、中山賢司、藤井清孝

中硬膜動脈溝の骨性トンネル形成：前頭側頭開頭のための解
剖学的検討

第12回日本脳腫瘍の外科
学会

神戸 11/3 2007

65
清水　暁、萩原宏之、宇津木聡、岡　秀
宏、中山賢司、藤井清孝

Tuohy針とスタイレットによる腰椎ドレーン用皮下トンネル
の安全な作成法

第12回日本脳腫瘍の外科
学会

神戸 11/3 2007

66 清水　暁、宇津木聡、岡　秀宏、藤井清孝 脳腫瘍手術機具へのdepth-mark taping
第12回日本脳腫瘍の外科
学会

神戸 11/3 2007

67
倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、大桃丈知、山
田勝、藤井清孝、菅　信一、遠藤昌孝

破裂動脈瘤周術期管理、特に抗血栓症対策について
第23回日本脳神経血管内
治療学会総会

神戸 11/14 2007

68

倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、溝上康
治、仁木　淳、山田　勝、藤井清孝、菅
信一*、北原孝雄**

頸動脈海綿静脈洞瘻に対する眼窩内眼静脈直接穿刺法による
塞栓術の有用性について

第23回日本脳神経血管内
治療学会総会

神戸 11/14 2007

69
鈴木祥生、倉田　彰、岩本和久、山田　勝、溝上
康治、仁木　淳、宮崎朋子、藤井清孝、菅　信一

大型および巨大内頸動脈瘤に対する脳血管内塞栓術の適応条
件について

第23回日本脳神経血管内
治療学会総会

神戸 11/14 2007

70
岩本和久、鈴木祥生、倉田　彰、仁木　淳、宮崎
朋子、溝上康治、藤井清孝、菅　信一

当院における慢性硬膜下血腫に対する脳血管内治療
第23回日本脳神経血管内
治療学会総会

神戸 11/14 2007

71
溝上康治、倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、山
田　勝、藤井清孝、菅　信一

横-S状静脈洞部isolated type dural AVMに対する治療戦略
第23回日本脳神経血管内
治療学会総会

神戸 11/14 2007

72
小澤仁、倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、藤井
清孝、菅　信一

プラチナボールによる腫瘍縮小効果について
第23回日本脳神経血管内
治療学会総会

神戸 11/14 2007

73

宮崎朋子、鈴木祥生、倉田　彰、岩本和
久、宇津木聡、宮島良輝、山田　勝、岡
秀宏、藤井清孝

開頭摘出術が困難な髄膜腫に対する栄養血管塞栓の有効性に
ついて

第23回日本脳神経血管内
治療学会総会

神戸 11/14 2007

74
萩原宏之、倉田　彰、鈴木祥生、中山賢司、植
村研一、藤井清孝

当院でお頭蓋内解離性動脈瘤の最近の経験
第23回日本脳神経血管内
治療学会総会

神戸 11/14 2007

75
溝上康治、山田　勝、鈴木祥生、湯澤
泉、岩本和久、河島雅到、藤井清孝

Moyamoya disease associated with Graves' disease 12th AACNS 名古屋 11/19 2007



76
阿部克智、岡　秀宏、宇津木聡、河島雅到、藤
井清孝

眼窩内海綿状血管腫に感染症を合併した一例
第22回相模若手脳神経外
科懇話会

相模原 12/5 2007

77

山崎友也、河島雅到、山田　勝、宮崎朋
子、宮島良輝、宇津木聡、鈴木祥生、藤井
清孝

右動眼神経麻痺で発症し、右眼部帯状疱疹及び右未破裂内頸
動脈瘤を合併した1例

第104回日本脳神経外科学
会関東支部会

東京 12/8 2007

78
岡　秀宏、宇津木聡、清水　暁、谷崎義
徳、藤井清孝

Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumorの最新知見 第25回日本脳腫瘍学会 東京 12/11 2007

79
馬渕一樹、岡　秀宏、仁木　淳、宇津木
聡、山崎友也、宮島良輝、藤井清孝

γ-knife治療後の腫瘍再増大により摘出を余儀なくされた転移
性脳腫瘍

第15回東京脳腫瘍治療懇
話会

東京 1/18 2008

80
小泉寛之、岡　秀宏、遠藤昌孝、北原孝雄、藤
井清孝

銃創に続発した尿崩症の一例
第13回日本脳神経外科救
急学会

東京 1/19 2008

81
河島雅到、岡　秀宏、清水　暁、宇津木
聡、宮島良輝、藤井清孝

Cntrateral interhemispheric trans-precuneus approachにて治
療した側脳室三角部近傍腫瘍の一例

第15回神奈川脳腫瘍
フォーラム

横浜 2/8 2008

82 藤井清孝 トルコ鞍・蝶形骨洞近傍の微小解剖と脳神経外科手術
第13回北里脳神経外科微
小解剖セミナー

相模原 2/16 2008

83
岡　秀宏、藤井清孝、Bertalanffy, H., Rhoton,

AL., Jr.

脳幹部腫瘍手術に必要な微小解剖と手術アプローチ　ー特に
橋・延髄背側部病変へのTelovelar approachと神経核ー

第13回北里脳神経外科微
小解剖セミナー

相模原 2/16 2008

84
河島雅到、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr.

松果体・側脳室三角部の微小外科解剖及び手術アプローチ
第13回北里脳神経外科微
小解剖セミナー

相模原 2/16 2008

85 岡　秀宏、藤井清孝、Perneczky, A.
神経内視鏡手術に必要な微小解剖　ー基本手技からKeyhole

surgeryまでー
第13回北里脳神経外科微
小解剖セミナー

相模原 2/17 2008

86
宮崎朋子、中原邦晶、鈴木祥生、山田
勝、宇津木聡、清水　暁、藤井清孝

T-sawを用いた小児の開頭と骨弁固定中間報告
第1回日本整容脳神経外科
研究会

東京 2/22 2008

87
岡　秀宏、Robert, R., Perneczky, A., 藤井清
孝

Keyhole surgeryのためのDextroscopeによる3次元画像シミュ
レーション

第18回日本間脳下垂体腫
瘍学会

福井 2/28 2008

88
近藤宏治、岡　秀宏、飯田秀夫、望月崇
弘、宇津木聡、藤井清孝

第3脳室底への髄膜播腫を伴う小児悪性腫瘍の神経内視鏡的
生検術

第18回日本間脳下垂体腫
瘍学会

福井 2/28 2008

89
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、大澤成之、藤井清孝

骨化を伴った症候性ラトケ嚢胞の一例
第18回日本間脳下垂体腫
瘍学会

福井 2/28 2008

90
山崎友也、河島雅到、山田　勝、宮崎朋
子、宮島良輝、藤井清孝

眼部帯状疱疹と未破裂内頸動脈と糖尿病を合併した動眼神経
麻痺の1例

第21回神奈川脳卒中
ファーラム

横浜 2/29 2008

91
宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、鈴木祥
生、佐藤澄人、藤井清孝

Glioblastomaに対する5-ALAを用いた術中蛍光診断下腫瘍切
除症例の再発例の検討

第4回日本脳神経外科光線
力学研究会

福井 3/1 2008

92
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、安井美江、藤井清孝

トルコ鞍から鞍上部に存在した上衣腫の一例
第18回日本間脳下垂体腫
瘍学会

福井 3/1 2008

93
岡　秀宏、清水　暁、宇津木聡、河島雅
到、山崎友也、藤井清孝

頭蓋咽頭腫の神経内視鏡支援手術
第9回神奈川脳神経外科手
術手技研究会

横浜 3/15 2008



94
清水　暁、萩原宏之、中山賢司、宇津木
聡、岡　秀宏、藤井清孝

中硬膜動脈溝の骨性トンネル形成:前側頭開頭のための解剖
学

第9回神奈川脳神経外科手
術手技研究会

横浜 3/15 2008

95

山田　勝、河島雅到、山崎友也、鈴木祥
生、溝上康治、岩本和久、倉田　彰、藤井
清孝

成人発症もやもや病の臨床像と転帰
第37回日本脳卒中の外科
学会

京都 3/21 2008

96

山崎友也、山田　勝、河島雅到、溝上康
治、鈴木祥生、岩本和久、倉田　彰、藤井
清孝

後大脳動脈領域の虚血症状を呈した成人もやもや病の4例
第33回日本脳卒中学会総
会

京都 3/21 2008

97
岡　秀宏、宇津木聡、安井美江、藤井清孝、加
藤丈典、藤井正純、若林俊彦、吉田　純

小脳側脳室近傍巨大腫瘍の一例 第94回東京脳腫瘍研究会 東京 3/29 2008

98
宇津木聡、岡　秀宏、山崎友也、宮島良輝、安
井美江、藤井清孝、原敦子、岡安勲

診断に苦慮している放射線、化学療法後の再発腫瘍の1例 第94回東京脳腫瘍研究会 東京 3/29 2008

99
馬渕一樹、岡　秀宏、宇津木聡、河島雅到、藤
井清孝、原　敦子、岡安　勲

前頭蓋底部髄外腫瘍の一例
第35回ニューロ・オンコロジィ
の会

東京 4/5 2008

100
山崎友也、岡　秀宏、宇津木聡、佐藤澄
人、藤井清孝

定位的脳生検術により診断したIntravacular B-cell lymphoma

の1例
第105回日本脳神経外科学
会関東支部会

東京 4/9 2008

101 岡　秀宏、藤井清孝、Perneczky, A.
KEYHOLE SURGERYのための最新型Vertial Reality 3-D

Imaging (DEXTROSCOPE)

第17回脳神経外科手術と
機器学会

長崎 4/11 2008

102
清水　暁、佐藤公俊、馬渕一樹、宇津木
聡、岡　秀宏、*菅　信一、藤井清孝

パークベンチ体位に合併した頸部腫脹によりbrachial

plexopathyを生じた1例
第17回脳神経外科手術と
機器学会

長崎 4/11 2008

103
山崎友也、岡　秀宏、清水　暁、宇津木
聡、藤井清孝

Occipital transtentorial approachによる松果体腫瘍摘出中に急
性硬膜下血腫をきたした1症例

第17回脳神経外科手術と
機器学会

長崎 4/11 2008

104
小泉寛之、岡　秀宏、遠藤昌孝、北原孝雄、溝
上康治、仁木　淳、宮島良輝、馬渕一樹、藤井
清孝、相馬一亥

正確に脳室腹腔短絡術を行うための術中エコーガイド
第17回脳神経外科手術と
機器学会

長崎 4/11 2008

105

河島雅到、岡　秀宏、清水　暁、宇津木
聡、宮島良輝、仁木　淳、大澤成之、山崎
友也、藤井清孝

ナビゲーションシステムを利用した松果体部、小脳上部虫
部、側脳室三角部近傍病変の手術治療

第17回脳神経外科手術と
機器学会

長崎 4/11 2008

106
清水　暁、宮崎朋子、鈴木祥生、山田
勝、宇津木聡、岡　秀宏、藤井清孝

Threadwire saw (T-saw)  を用いたテント上開頭と骨弁固定
第17回脳神経外科手術と
機器学会

長崎 4/12 2008

107
清水　暁、萩原宏之、服部　聡、中山賢司、藤井
清孝

腰椎腹腔短絡術におけるロールボードを用いた術中体位変換
法

第17回脳神経外科手術と
機器学会

長崎 4/12 2008

108
中原邦晶、清水　暁、宇津木聡、岡　秀
宏、藤井清孝

髄液シャント腹腔カテーテルの腹壁内迷入を予防する閉創法
第17回脳神経外科手術と
機器学会

長崎 4/12 2008

109
大澤成之、清水　暁、岡　秀宏、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr.

Vidian canalの微小外科解剖
第17回脳神経外科手術と
機器学会

長崎 4/12 2008

110
溝上康治、倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、関
口朋子、藤井清孝、北原孝雄、栗田真理、田中
千彦、宮坂佳男

脳底動脈窓形成部に生じた破裂動脈瘤
第38回神奈川脳血管内手
術懇話会

横浜 4/14 2008



111
宇津木聡、岡　秀宏、佐藤澄人、宮島良輝、安
井美江、藤井清孝、原　敦子、柿沼廣邦、岡安
勲、川野信之

術中迅速診断における蛍光診断の役割
第26回日本脳腫瘍病理学
会

東京 5/24 2008

112
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、中原邦
晶、清水　暁、安井美江、藤井清孝

中枢神経系悪性リンパ腫とEpstein-Barr virusの関連性：in

situ hybridixation法による検討
第26回日本脳腫瘍病理学
会

東京 5/24 2008

113

宮崎朋子、中原邦晶、鈴木祥生、山田
勝、宇津木聡、清水　暁、岡　秀宏、藤井
清孝

T-sawを用いた小児の開頭と骨弁固定　中間報告
第36回日本小児神経外科
学会

東京 5/29 2008

114
山田　勝、鈴木祥生、溝上康治、中原邦
晶、宮崎朋子、馬渕一樹、藤井清孝

小児もやもや病未治療例の経過
第36回日本小児神経外科
学会

東京 5/30 2008

115

宇津木聡、山田　勝、山崎友也、佐藤澄
人、中原邦晶、岡　秀宏、安井美江、藤井
清孝

Meningocele新生児例の切除組織の組織学的検索
第36回日本小児神経外科
学会

東京 5/30 2008

116
馬渕一樹、岡　秀宏、河島雅到、清水
暁、宇津木聡、宮崎朋子、藤井清孝

三叉神経痛で発症した聴神経鞘腫の1例
第17回日本聴神経腫瘍研
究会

東京 6/7 2008

117
佐藤澄人、犬飼　円、阿部克智、大澤成
之、小泉寛之、岡　秀宏、藤井清孝

Vim-thalamotomyにより良好な結果を示した本態性振戦の一
例

第23回相模若手脳神経懇
話会

相模原 6/17 2008

118
犬飼　円、岡　秀宏、宇津木聡、大澤成
之、小泉寛之、藤井清孝

非機能性下垂体腺腫術前に原因不明の失語・片麻痺を生じた
1例

第16回東京脳腫瘍治療懇
話会

東京 6/20 2008

119
犬飼　円、岡　秀宏、宇津木聡、大澤成
之、小泉寛之、藤井清孝

非機能性下垂体腺腫術前に原因不明の失語・片麻痺を生じた
1例

第10回かながわ間脳下垂
体疾患カンファレンス

横浜 7/4 2008

120 佐藤澄人、滝山容子、荻野美恵子、藤井清孝--
パーキンソン病に伴うcamptocormiaに対してSTN-DBSが有
効であった1例

第23回日本大脳基底核研
究会

山梨県- 7/5 2008

121
溝上康治、倉田　彰、鈴木祥生、小泉寛之、遠
藤昌孝、北原孝雄、藤井清孝、栗田真理、田中
千彦、宮坂佳男

脳底動脈窓形成部破裂脳動脈瘤の一例
第5回日本脳神経血管内治
療学会関東地方会

東京 7/5 2008

122
大澤成之、清水　暁、岡　秀宏、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr.

Vidian canalの微小外科解剖
第20回日本頭蓋底外科学
会

東京 7/8 2008

123
岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝、Scheithauer,

BW.

Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumorの集学的治療の現状と展
望: 日本全国調査から

第15回北里腫瘍フォーラ
ム

相模原 7/11 2008

124

宇津木聡、岡　秀宏、大澤成之、小泉寛
之、鈴木祥生、佐藤澄人、中原邦晶、藤井
清孝

Glioblastomaに対する新たな薬物療法：
Temozolomide(Temodal)の使用経験

第15回北里腫瘍フォーラ
ム

相模原 7/11 2008

125
原敦子、宇津木聡、岡　秀宏、山崎友也、宮島
良輝、安井美江、藤井清孝、岡安勲

glioma内に混在するneuronal cellは腫瘍の一部なのか？
第95回東京脳腫瘍研究会

東京 7/12 2008

126
岡　秀宏、藤井清孝、Ludecke, DK.,

Perneczk, A., Bertalanffy, H.
北里大学病院新医療導入海外派遣プロジェクト

第11回日本病院脳神経外
科学会

札幌 7/19 2008

127
岡　秀宏、宮島良輝、宇津木聡、安井美
江、藤井清孝

中枢神経系悪性リンパ腫とEpstein-Barr virusの関連性: in situ

hybridization法による検討
第9回日本分子脳神経外科
学会

京都 8/30 2008



128
馬渕一樹、岡　秀宏、宇津木聡、河島雅到、藤
井清孝

前頭蓋底部髄外腫瘍の一例
第16回神奈川脳腫瘍
フォーラム

横浜 9/5 2008

129
犬飼　円、倉田　彰、鈴木祥生、山田　勝、中原
邦晶、仁木　淳、大澤成之、小泉寛之、藤井清
孝、菅　信一

破裂動脈瘤塞栓術後に短期間で発症した新生動脈瘤の一例
第106回日本脳神経外科学
会関東支部学術集会

東京 9/6 2008

130 岡　秀宏、藤井清孝、Perneczky, A.
脳神経外科領域における神経内視鏡手術Part I ー神経内視鏡
手術に必要な微小解剖と各疾患への応用ー

2008年度北里脳神経外科
微小解剖夏期セミナー

相模原 9/7 2008

131 近藤宏治、岡　秀宏、藤井清孝
脳神経外科領域における神経内視鏡手術Part Iーその取り扱
いと基本手術ー

2008年度北里脳神経外科
微小解剖夏期セミナー

相模原 9/7 2008

132
大澤成之、岡　秀宏、清水　暁、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr.

間脳下垂体腫瘍における経鼻的経蝶形骨洞的手術の基本解剖
2008年度北里脳神経外科
微小解剖夏期セミナー

相模原 9/7 2008

133
犬飼　円、倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、仁木
淳、山田　勝、大澤成之、小泉寛之、藤井清孝、
菅　信一

破裂動脈瘤塞栓術後に短期間で発生した新生動脈瘤の一例
第39回神奈川脳血管内手
術懇話会

横浜 9/8 2008

134
宇津木聡、小泉寛之、犬飼　円、岡　秀
宏、大澤成之、藤井清孝

park bench positionでおこなった手術後に舌腫脹をきたした
一例

第9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

横浜 9/12 2008

135
清水　暁、鷺内隆雄、三井公彦、橘　滋
国、藤井清孝

C3-7のはずが・・・　頚椎後方減圧術におけるwrong level

surgeryの2例
第10回神奈川脳神経外科
手術手技研究会

横浜 9/20 2008

136
小泉寛之、岡　秀宏、犬飼　円、大澤成
之、山崎友也、宇津木聡、藤井清孝

術後に著名な舌腫脹をきたした1症例
第10回神奈川脳神経外科
手術手技研究会

横浜 9/20 2008

137
佐藤澄人、山田　勝、小泉寛之、清水
暁、藤井清孝

小脳橋角部術中操作による蝸牛神経のjunctional zoneにおけ
る脆弱性の神経生理学的検討

第11回脳神経減圧術研究
会

盛岡 9/30 2008

138
清水　暁、萩原宏之、中山賢司、山本勇夫、藤
井清孝

ボール紙製硬膜リトラクターを用いた蝶形骨翼ドリリング
社団法人日本脳神経外科学
会第67回学術総会

盛岡 10/2 2008

139
萩原宏之、清水　暁、中山賢司、山本勇夫、倉
田　彰、藤井清孝

頭蓋内解離性脳動脈瘤の発症様式における診断治療の検討
社団法人日本脳神経外科学
会第67回学術総会

盛岡 10/2 2008

140
宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、佐藤澄
人、大澤成之、小泉寛之、藤井清孝

5-ALA投与後の脳腫瘍患者のポルフィリン測定
社団法人日本脳神経外科学
会第67回学術総会

盛岡 10/3 2008

141
河島雅到、山田　勝、萩原宏之、中山賢司、藤
井清孝、松島俊夫

コイル治療後に直達手術を行い根治せしめた脳動脈瘤二症例
社団法人日本脳神経外科学
会第67回学術総会

盛岡 10/3 2008

142
清水　暁、岡　秀宏、三井公彦、小泉寛
之、宇津木聡、藤井清孝

頭蓋頸椎移行部腹側のいわゆる硬膜外静脈叢の手術解剖
第13回日本脳腫瘍の外科
学会

大阪 10/21 2008

143
中原邦晶、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、佐藤澄人、藤井清孝

覚醒下脳腫瘍摘出術における術中眼窩上神経ブロック法
第13回日本脳腫瘍の外科
学会

大阪 10/21 2008

144
馬渕一樹、宇津木聡、岡　秀宏、小泉寛之、安
井美江、藤井清孝、原敦子、岡安　勲

前頭蓋底部髄外腫瘍の一例
第96回東京脳腫瘍研究会

東京 11/1 2008



145
木島千尋、宇津木聡、岡　秀宏、小泉寛之、大
澤成之、藤井清孝、原敦子、岡安　勲、岩渕啓
一、川野信之

鞍上部肉芽腫の原因は頭蓋咽頭腫？
第96回東京脳腫瘍研究会

東京 11/1 2008

146
宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、清水
暁、鈴木祥生、中原邦晶、藤井清孝

Glioblastomaに対する放射線療法とnimustine, vincristine,

interferon-beta併用療法の治療成績
第46回日本癌治療学会総
会

名古屋 11/1 2008

147 山田　勝、鈴木祥生、藤井清孝 虚血発症成人もやもや病におけるPCA病変の特徴
第20回日本脳循環代謝学
会総会

東京 11/7 2008

148
小林郁夫、鷺内隆雄、福島　浩、谷崎義徳、本
告　匡、藤井清孝

女性化乳房を来した胸髄過誤腫の一例
第43回日本脊髄障害医学
会

北海道 11/7 2008

149 鷺内隆雄、小林郁夫、清水　暁、藤井清孝 腰椎椎弓切除後に生じた腰椎急性硬膜下血腫の1例
第43回日本脊髄障害医学
会

北海道 11/7 2008

150

宇津木聡、岡　秀宏、鈴木祥生、佐藤澄
人、大澤成之、小泉寛之、宮島良輝、藤井
清孝

MTX大量療法時のMTX濃度低下遅延に対する柴苓湯の効果
第17回日本脳神経外科漢
方医学会学術集会

東京 11/8 2008

151
佐藤澄人、山田　勝、小泉寛之、小野沢裕也、
河島江美、下河ナオミ、藤井清孝

小脳橋角部手術中操作による蝸牛神経のjunctional zoneにお
ける脆弱性の神経生理学的検討

第38回日本臨床神経生理
学会学術大会

神戸 11/13 2008

152
仁木　淳、鈴木祥生、倉田　彰、岩本和久、山田
勝、宮崎朋子、犬飼　円、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
有用性

第24回日本脳神経血管内
治療学会総会

名古屋 11/15 2008

153 岡　秀宏、藤井清孝 頭蓋咽頭腫に対する神経内視鏡支援術
第15回日本神経内視鏡学
会

東京 11/21 2008

154

岡　秀宏、宇津木聡、清水　暁、山崎友
也、小泉寛之、大澤成之、安井美江、藤井
清孝

AT/RTのinsulinおよびIGF-1受容体発現と治療の展望 第26回日本脳腫瘍学会 愛媛 12/2 2008

155
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、大澤成
之、小泉寛之、安井美江、藤井清孝

肉芽腫形成を主体とする鞍上部ラトケ嚢胞の一例
第36回ニューロオンコロ
ジィの会

東京 12/6 2008

156
阿部克智、岡　秀宏、宇津木聡、木島千
尋、山崎友也、藤井清孝

診断に苦慮している脳幹～小脳部病変の一例
第17回東京脳腫瘍治療懇
話会

東京 12/9 2008

157
増田　章、岡　秀宏、宇津木聡、馬渕一樹、宮崎
朋子、小泉寛之、山崎友也、藤井清孝

腫瘍出血をきたした脊索腫の一例
第107回日本脳神経外科学
会関東支部会

東京 12/13 2008

158
阿部克智、岡　秀宏、宇津木聡、木島千
尋、山崎友也、藤井清孝

診断に苦慮している脳幹～小脳部病変の一例
第17回東京脳腫瘍治療懇
話会

東京 12/19 2008

159
佐藤澄人、山田　勝、岡　秀宏、小泉寛之、藤井
清孝、寺尾　亨

本能性振戦に対する視床腹中間核凝固術ー2例の経験と問題
点ー

第48回日本定位・機能神
経外科学会

東京 1/24 2009

160
宮崎朋子、倉田　彰、鈴木祥生、犬飼　円、阿部
克智、溝上康治、中原邦晶、岩本和久、仁木
淳、藤井清孝、菅　信一

静脈洞血栓症により isolated となった TS sinus dural AVF の
1治験例

第5回東京・神奈川脳血管
内治療懇話会

東京 1/24 2009



161
岡　秀宏、宇津木聡、中原邦晶、小泉寛
之、山崎友也、大澤成之、藤井清孝

悪性脳腫瘍の髄外転移予防を目的とした神経内視鏡的第3脳
室底開窓術ー閉塞性水頭症を伴う悪性腫瘍の最新治療プラ
ンー

第16回北里腫瘍フォーラ
ム

相模原 1/30 2009

162
岡　秀宏、谷崎義徳、宇津木聡、宮島良
輝、木島千尋、藤井清孝

ヒト悪性グリオーマにおける Autocrine mortility factor (AMF)

mRNAとその受容体 (gp78) 発現：in situ hybridization (ISH)

法による検討

第4回脳腫瘍の基礎シンポ
ジウム

東京 1/31 2009

163
谷崎義徳、岡　秀宏、Long, J., Lloyd RV., 藤井
清孝

P53 Gene Mutations in Pituitary Carcinomas
第4回脳腫瘍の基礎シンポ
ジウム

東京 1/31 2009

164
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、大澤成之、小
泉寛之、安井美江、徳山　宣、原　敦子、岩渕啓
一、岡安　勲、藤井清孝

肉芽腫形成を主体とする鞍上部ラトケ嚢胞の一例
第11回かながわ間脳下垂
体疾患カンファレンス

横浜 2/4 2009

165
宇津木聡、岡　秀宏、小泉寛之、木島千
尋、藤井清孝

テモダールにより長期間再増大を認めない膠芽腫の今後の治
療をどう行うか

第17回神奈川脳腫瘍
フォーラム

横浜 2/6 2009

166 岡　秀宏、清水　暁、藤井清孝、Rhoton, AL. Jr.
Anterior Interhemispheric Approach に必要な微小解剖と手
術ー特に第3脳室、側脳室近傍腫瘍手術のためにー

第14回北里脳神経外科微
小解剖セミナー

相模原 2/21 2009

167
小林郁夫、鷺内隆雄、谷崎義徳、山本昌昭、藤
井清孝

鞍上部伸展をきたし下垂体腺腫と鑑別が困難であった右海綿
静脈洞部海綿状血管腫の一例

第19回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/27 2009

168
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、飯田秀夫、藤井清孝

複視で発症したラトケ嚢胞4症例の検討
第19回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/27 2009

169
大澤成之、岡　秀宏、清水　暁、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr.

経鼻的経蝶形骨洞的手術の微小解剖
第19回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/27 2009

170
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、鈴木祥
生、岩本和久、倉田　彰、藤井清孝

Trans-Sphenoidal Surgery (TSS) による下垂体腺腫摘出後に
仮性動脈瘤をきたした一例

第19回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/27 2009

171
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、大澤成之、小
泉寛之、安井美江、徳山　宣、原　敦子、岩渕啓
一、岡安　勲、川野信之、藤井清孝

肉芽形成を主体とする鞍上部ラトケ嚢胞の一例
第19回日本間脳下垂体学
会

東京 2/27 2009

172 岡　秀宏、宇津木聡、安井美江、藤井清孝
下垂体腺腫におけるAutocrine mortility factor(AMF) mRNAお
よびその受容体遺伝子mRNA発現の意義

第19回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/28 2009

173
増田　章、岡　秀宏、宇津木聡、馬渕一樹、宮崎
朋子、小泉寛之、山崎友也、藤井清孝、佐藤健
吾

腫瘍出血をきたした脊索腫の一例
第19回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/28 2009

174
中原邦晶、清水　暁、宇津木聡、岡　秀宏、菅
信一、藤井清孝

ルチン頭蓋単純エックス線検査で描出されない線状骨折パ
ターン：”斜め骨折（仮称）”

第32回日本脳神経CI学会総
会

京都 3/6 2009

175
清水　暁、萩原宏之、服部　聡、中山賢司、藤井
清孝

LPシャントにおけるロールボードを用いた簡易術中体位変
換法

第11回神奈川脳神経外科
手術手技研究会

横浜 3/19 2009

176 岡　秀宏、藤井清孝、ペルネツキー・アクセル
脳卒中診断・手術のための最新型Vertial Reality 3-D Imaging

System (DEXTROSCOPE)

第34回日本脳卒中学会総
会

島根 3/21 2009

177
山田　勝、鈴木祥生、溝上康治、山崎友
也、倉田　彰、藤井清孝

虚血発症成人もやもや病における後大脳動脈病変の重要性
第38回日本脳卒中の外科
学会

島根 3/22 2009



178

宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、鈴木祥
生、佐藤澄人、山崎友也、小泉寛之、宮島
良輝、藤井清孝

高齢者脳原発悪性リンパ腫に対するMTX大量療法時の工夫
第22回日本老年脳神経外
科学会

広島 3/27 2009

179
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、山崎友
也、安井美江、川野信之、藤井清孝

髄膜腫との鑑別が困難であった前頭蓋底神経鞘腫の一例
第37回ニューロ・オンコ
ロジィの会

東京 4/4 2009

180
宮崎朋子、鈴木祥生、倉田　彰、藤井清孝、菅
信一

静脈洞が急性閉塞し、Isolted sinusとなった横・S状静脈洞部
硬膜動静脈瘻の1例

第108回日本脳神経外科学
会関東支部会

東京 4/11 2009

181
新部　譲、小谷承子、早川和重、山田　勝、佐藤
澄人、藤井清孝

原発制御・再発部位が脳転移のみの転移性脳腫瘍に対する定
位手術的放射線照射の治療成績

第68回日本医学放射線学
会総会

横浜 4/19 2009

182
小泉寛之、宇津木聡、犬飼　円、岡　秀
宏、清水　暁、藤井清孝

Park bench positionで行った手術後に舌腫脹をきたした一例
第18回脳神経外科手術と
機器学会CNTT

秋田 4/24 2009

183
岡　秀宏、清水　暁、大澤成之、小泉寛之、宇津
木聡、藤井清孝、郭　樟吾

脳神経外科手術における新型バイポ－ラ[ベザリウス]：その
基礎研究と臨床経験

第18回脳神経外科手術と
機器学会CNTT

秋田 4/25 2009

184
清水　暁、萩原宏之、中山賢司、山本勇夫、藤
井清孝

脳室ドレーンの深度調節式固定法：狭小化した脳室における
ドレーン閉塞への対策

第18回脳神経外科手術と
機器学会CNTT

秋田 4/25 2009

185
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、鈴木祥
生、岩本和久、倉田　彰、藤井清孝

Trans-Sphenoidal Surgery(TSS)による下垂体腺腫摘出後に仮
性動脈瘤をきたした一例

第18回脳神経外科手術と
機器学会CNTT

秋田 4/25 2009

186
望月崇弘、大桃丈知、倉田　彰、鈴木祥
生、藤井清孝

Direct puncture approach で治療した頸動脈狭窄症の1例
第41回神奈川脳血管内手
術懇話会

横浜 5/25 2009

187 清水　暁、萩原宏之、中山賢司、藤井清孝 前額部におけるチタンミニプレート埋入法
第2回日本整容脳神経外科
研究会

東京 6/6 2009

188
佐藤澄人、犬飼　円、阿部克智、大澤成
之、小泉寛之、岡　秀宏、藤井清孝

Vim-thalamotomyにより良好な結果を示した本態性震戦の一
例

第25回相模脳神経外科懇
話会

相模原 6/16 2009

189
宇津木聡、岡　秀宏、犬飼　円、木島千
尋、馬渕一樹、藤井清孝

長期間再増大を認めない膠芽腫の治療方針
第18回東京脳腫瘍治療懇
話会

新宿 6/19 2009

190
岡　秀宏、清水　暁、大澤成之、小泉寛之、中原
邦晶、佐藤澄人、宇津木聡、郭　樟吾、藤井清
孝

頭蓋底腫瘍手術に必要な新型バイポーラ[ベザリウス]の基礎
と臨床経験

第21回日本頭蓋底外科学
会

福岡 7/2 2009

191
清水　暁、岡　秀宏、宇津木聡、中山賢司、山本
勇夫、藤井清孝

外側後頭下開頭の硬膜閉鎖の工夫：硬膜下筋肉片充填法
第21回日本頭蓋底外科学
会

福岡 7/3 2009

192

萩原宏之、岡　秀宏、清水　暁、宇津木
聡、大澤成之、宮崎朋子、小泉寛之、山崎
友也、中山賢司、藤井清孝

長期経過中、短期間に腫瘍内出血を繰り返した脊索腫の一例
第21回日本頭蓋底外科学
会

福岡 7/3 2009

193
大澤成之、清水　暁、岡　秀宏、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr.

錐体内部頸動脈の微小解剖
第21回日本頭蓋底外科学
会

福岡 7/2 2009

194

萩原宏之、岡　秀宏、清水　暁、宇津木
聡、大澤成之、宮崎朋子、小泉寛之、山崎
友也、中山賢司、藤井清孝

長期経過中、短期間に腫瘍出血を繰り返した脊索腫の一例 第98回東京脳腫瘍研究会 東京 7/4 2009



195 岡　秀宏、藤井清孝 松果体部・第3脳室後部へのアプローチ
2009年度北里脳神経外科
微小解剖夏期セミナー

東京 9/6 2009

196
鷺内隆雄、大澤成之、小林郁夫、岡　秀
宏、藤井清孝

眼窩内、頭蓋内にダンベル型に発育した視神経血管芽腫の1

例
第109回日本脳神経外科学
会関東支部会

東京 9/12 2009

197
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、安井美江、川
野信之、藤井清孝

前頭蓋底神経鞘腫の一例
第109回日本脳神経外科学
会関東支部会

東京 9/12 2009

198
岡　秀宏、谷崎義徳、宇津木聡、宮島良
輝、木島千尋、藤井清孝

下垂体腺腫におけるAMFmRNAおよびその受容体遺伝子発現
の意義

第10回日本分子脳神経外
科学会

岡山 9/19 2009

199
谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝、
Long, J., , Sheithauer, BW., Lloyd, RV.

P53 Gene Mutations in Pituitary Carcinomas
第10回日本分子脳神経外
科学会

岡山 9/19 2009

200
大澤成之、岡　秀宏、清水　暁、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr.

経鼻的経蝶形骨洞的手術の微小解剖
第14回日本脳腫瘍の外科
学会

東京 9/26 2009

201
新部　譲、小谷承子、山田　勝、佐藤之俊、益田
典之、藤井清孝、早川和重

Survical benefit of stereotactic radiosurgery for oligo-recurrent

brain metastases in patients with non-small cell lung cancer

第68回日本癌学会学術総
会

横浜 10/1 2009

202
佐藤澄人、山田　勝、中原邦晶、小泉寛
之、藤井清孝

片側顔面けいれんの術中モニタリング
第12回脳神経減圧術研究
会

東京 10/13 2009

203

宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、鈴木祥
生、佐藤澄人、宮島良輝、馬渕一樹、藤井
清孝

脳原発悪性リンパ腫に対する化学療法無効例の検討
日本脳神経外科学会第68

回学術総会
東京 10/14 2009

204
中原邦晶、清水　暁、宇津木聡、岡　秀宏、山田
勝、菅　信一、遠藤昌孝、北原孝雄、藤井清孝

単純エックス線またはCTの単一画像検査で描出されない頭
蓋骨線状骨

日本脳神経外科学会第68

回学術総会
東京 10/14 2009

205
大澤成之、清水　暁、岡　秀宏、藤井清孝、
Rhoton AL

錐体部内頸動脈の微小解剖
日本脳神経外科学会第68

回学術総会
東京 10/14 2009

206 岡　秀宏、藤井清孝、ペルネツキー・アクセル 頭蓋咽頭腫の神経内視鏡手術
日本脳神経外科学会第68

回学術総会
東京 10/16 2009

207
宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、清水
暁、鈴木祥生、中原邦晶、藤井清孝

脳原発悪性リンパ腫に対するMTX大量療法時の工夫-柴苓湯
による腎機能保護作用の検討

第47回日本癌治療学会総
会

横浜 10/22 2009

208 鷺内隆雄、田所克巳、藤井清孝
γナイフ治療の効果判定に99mTc-HSAD SPECTが有用で
あった海綿静脈洞部海綿状血管腫の1例

第35回埼玉核医学研究会 大宮 10/24 2009

209
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、馬渕一
樹、安井美江、藤井清孝

視力障害で発症した側頭葉および眼窩内の悪性黒色腫の一例
第18回神奈川脳腫瘍
フォーラム

横浜 10/30 2009

210
宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、鈴木祥
生、佐藤澄人、宮島良輝、藤井清孝

MTX大量療法時の柴苓湯による腎機能保護作用の検討
第18回日本脳神経外科漢
方医学会学術集会

東京 10/31 2009

211
岡　秀宏、宇津木聡、谷崎義徳、萩原宏
之、藤井清孝

Atypical  teratoid /Rhabdoid tumorの髄腔内播種の治療に関す
る最新知見

第27回日本脳腫瘍学会 大阪 11/9 2009

212
鷺内隆雄、大澤成之、廣瀬隆一、小林郁夫、藤
井清孝

頸椎前縦靱帯骨化症と前方骨棘により嚥下障害を来した1例
第44回日本脊髄障害医学
会

東京 11/12 2009



213
鷺内隆雄、大澤成之、小林郁夫、廣瀬隆一、藤
井清孝

胸椎硬膜外腹側に発生した海綿状血管腫の1例
第44回日本脊髄障害医学
会

東京 11/12 2009

214
大澤成之、鷺内隆雄、楢原秀行、小林郁夫、藤
井清孝

難治性下肢胃体痛を呈した腰椎黄色靱帯内血腫の1例
第44回日本脊髄障害医学
会

東京 11/12 2009

215
佐藤澄人、山田　勝、中原邦晶、小泉寛之、小
野沢裕也、下河ナオミ、河島江美、藤井清孝

片側顔面けいれんの術中モニタリング
第39回日本臨床神経生理
学会学術大会

小倉 11/19 2009

216
小澤　仁、倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、藤井
清孝、菅　信一

冠動脈疾患を念頭においたCASの必要性
第25回日本脳神経血管内
治療学会総会

富山 11/19 2009

217
倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、佐藤公俊、阿
部克智、犬飼　円、宮崎朋子、中原邦晶、仁木
淳、山田　勝、藤井清孝、菅　信一

解離性椎骨動脈瘤の病態について、血行力学的検討
第25回日本脳神経血管内
治療学会総会

富山 11/20 2009

218
宇津木聡、岡　秀宏、馬渕一樹、木島千尋、安
井美江、藤井清孝、徳山　宣、*岡安　勲、川野
信之、柳下三郎

診断に苦慮している石灰化を伴った脳室内腫瘍の一例 第99回東京脳腫瘍研究会 東京 11/28 2009

219
鷺内隆雄、大澤成之、小林郁夫、廣瀬隆一、藤
井清孝

嚥下障害を来した頸椎前縦靱帯骨化症の1例
第110回社団法人日本脳神
経外科学会関東支部会

東京 12/5 2009

220
犬飼　円、倉田　彰、鈴木祥生、山田　勝、馬渕
一樹、仁木　淳、藤井清孝、菅　信一

腕頭動脈起始部狭窄症に対してステント留置術を施行した1

例
第110回社団法人日本脳神
経外科学会関東支部会

東京 12/5 2009

221
佐々木妙子、飯田秀夫、谷崎義徳、岩本和久、
岡　秀宏、藤井清孝、三富哲郎、松田　督

胸痛を伴った下垂体卒中の一例
第110回社団法人日本脳神
経外科学会関東支部会

東京 12/5 2009

222

小泉寛之、岡　秀宏、宇津木聡、中原邦
晶、大澤成之、山崎友也、木島千尋、藤井
清孝

神経内視鏡的脳室内腫瘍生検術の有用性
第16回日本神経内視鏡学
会

富山 12/5 2009

223
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、馬渕一
樹、安井美江、藤井清孝

視力障害で発症した側頭葉および眼窩内の悪性黒色腫の1例
第38回ニューロ・オンコ
ロジィの会

東京 12/5 2009

224 犬飼　円、岡　秀宏、宮崎朋子、藤井清孝 ラトケ嚢胞術後に浸透圧性脱髄症候群をきたした1例
第13回かながわ間脳下垂
体疾患カンファレンス

横浜 12/9 2009

225
岡　秀宏、宇津木聡、木島千尋、新部　譲、早川
和重、藤井清孝

小児Atypucal Teratoid/Rhabdoid Tumorの化学放射線治療
第19回北里腫瘍フォーラ
ム

相模原 1/22 2010

226
犬飼　円、倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、中原
邦晶、仁木　淳、佐藤公俊、宮崎朋子、山田
勝、藤井清孝、菅　信一

腕頭動脈起始部狭窄症にたいしてステント留置術を施行した
一例

第6回東京・神奈川脳血管
内治療懇話会

神奈川 1/23 2010

227
宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、宮崎朋子、藤
井清孝、菅　信一

鞍上部germinomaはすべてがnerurophypohysial germinoma

ではない
第33回日本脳神経CI学会総
会

東京 2/10 2010

228
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、中原邦晶、宮
崎朋子、安井美江、徳山　宣、岡安　勲、藤井清
孝

内視鏡による摘出術が有効であったコロイド嚢胞の一例
第19回神奈川脳腫瘍
フォーラム

横浜 2/12 2010

229
佐々木妙子、谷崎義徳、飯田秀夫、岩本和久、
三富哲郎、松田　督、岡　秀宏、藤井清孝

胸痛・CK上昇を伴った下垂体卒中の一例
第19回神奈川脳腫瘍
フォーラム

横浜 2/12 2010



230
佐藤公俊、木島千尋、宮崎朋子、馬渕一
樹、山田　勝、藤井清孝

Flow-related de novo脳底動脈瘤の1例
第25回神奈川脳卒中
フォーラム

横浜 2/12 2010

231
宇津木聡、岡　秀宏、安井美江、藤井清孝、徳
山　宜、岡安　勲、柳下三郎

石灰化を伴った脳室内腫瘍の1例
第13回脳神経外科疾患の
臨床と病理のJOINT

CONFERENCE

東京 2/13 2010

232
宇津木聡、岡　秀宏、宮崎朋子、安井美江、藤
井清孝、徳山　宜、原　敦子、岡安　勲

腎移植後患者に発生した脳腫瘤性病変
第13回脳神経外科疾患の
臨床と病理のJOINT

CONFERENCE

東京 2/13 2010

233 岡　秀宏、藤井清孝、ペルネツキー・アクセル 頭蓋咽頭腫の神経内視鏡手術：その工夫と進歩
第20回日本間脳下垂体腫
瘍学会

兵庫 2/20 2010

234
宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、宮崎朋
子、藤井清孝

Optic nerve germinoma: neurophypohyseal germinomaとの相
違

第20回日本間脳下垂体腫
瘍学会

兵庫 2/20 2010

235
萩原宏之、岡　秀宏、清水　暁、宇津木
聡、安井美江、藤井清孝

サイバーナイフ後、腫瘍内出血および悪性転化をきたした
chondrosarcoma

第20回日本間脳下垂体腫
瘍学会

兵庫 2/20 2010

236
馬渕一樹、岡　秀宏、木島千尋、宇津木聡、藤
井清孝、徳山　宣、岡安　勲

頭蓋底転移と考えられた重複腫瘍の一剖検例
第20回日本間脳下垂体腫
瘍学会

兵庫 2/20 2010

237
犬飼　円、岡　秀宏、佐藤澄人、宮崎朋
子、宇津木聡、藤井清孝

ラトケ嚢胞術後に浸透圧性脱髄症候群をきたした一例
第20回日本間脳下垂体腫
瘍学会

兵庫 2/20 2010

238 藤井清孝 脳神経外科医に必須の外科解剖概説
第15回北里脳神経外科微
小解剖セミナー

相模原 3/13 2010

239
清水　暁、近藤宏治、山崎友也、中山賢司、山
本勇夫、藤井清孝

腹臥位におけるtrajectoryを直立させた用手脳室穿刺：
disoriented punctureの予防法

第19回脳神経外科手術と
機器学会

東京 3/19 2010

240
清水　暁、近藤宏治、山崎友也、中山賢司、山
本勇夫、藤井清孝

手術顕微鏡用フットスイッチの人間工学的傾斜：坐位の術者
の疲労低減法

第19回脳神経外科手術と
機器学会

東京 3/20 2010

241
宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、木島千
尋、鈴木祥生、佐藤澄人、藤井清孝

Epstein-Barr virus 陽性中枢神経系原発リンパ腫の検討
第23回日本老年脳神経外
科学会

愛媛 3/26 2010

242
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、中原邦晶、安
井美江、徳山　宣、岡安　勲、東原正明、藤井清
孝

中枢神経転移を来した皮膚T細胞リンパ腫の一例
第39回ニューロ・オンコ
ロジィの会 東京 3/27 2010

243
鷺内隆雄、大澤成之、広瀬高士、本告　匡、藤
井清孝

クリッピング術後18年目にくも膜下出血で発症した医原性偽
性脳動脈瘤の1例

第111回日本脳神経外科学
会関東支部会

東京 4/10 2010

244
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、中原邦晶、安
井美江、藤井清孝、徳山　宣、岡安　勲、東原正
明

中枢神経転移をきたした皮膚T細胞リンパ腫の一例
第111回日本脳神経外科学
会関東支部会

東京 4/10 2010

245

山田　勝、鈴木祥生、佐藤公俊、宮崎朋
子、馬渕一樹、倉田　彰、藤井清孝、*菅
信一

もやもや病におけるMRI FLAIR 画像 ivy sign の臨床的重要性
第39回日本脳卒中の外科
学会

盛岡 4/15 2010

246 岡　秀宏、藤井清孝、Perneczky, A.
血管障害における神経内視鏡 Keyhole Surgery の現状と展
望：その利点と欠点

第39回日本脳卒中の外科
学会

盛岡 4/17 2010



247

岩本和久、鈴木祥生、倉田　彰、木島千
尋、中原邦晶、阿部克智、山田　勝、藤井
清孝

Anterior condylar veinを流出静脈としたPosterior fossa dural

AVFの1例
第44回神奈川脳血管内手
術懇話会

横浜 5/17 2010

248
宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、木島千尋、谷
崎義徳、萩原宏之、安井美江、藤井清孝

中枢神経系原発のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫における
T cell浸潤と臨床像との関係

第28回日本脳腫瘍病理学
会

大阪 5/21 2010

249
宇津木聡、岡　秀宏、馬渕一樹、木島千尋、安
井美江、藤井清孝、徳山　宜、岡安　勲、川野信
之、柳下三郎

石灰化と伴った脳室内腫瘍の1例
第28回日本脳腫瘍病理学
会

大阪 5/21 2010

250
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、安井美
江、藤井清孝

乳幼児神経交叉/視床下部発生pilmyxiod astorocytomaの病理
組織像と治療’長期経過観察例の検討から

第28回日本脳腫瘍病理学
会

大阪 5/21 2010

251

宮崎朋子、岡　秀宏、宇津木聡、木島千
尋、谷崎義徳、宮島良輝、萩原宏之、犬飼
円、安井美江、藤井清孝

Atypical choroid plexus papilloma の1例
第28回日本脳腫瘍病理学
会

大阪 5/21 2010

252
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、中原邦晶、宮
崎朋子、安井美江、徳山　宜、岡安　勲、藤井清
孝

神経内視鏡による摘出術が有効であったコロイド嚢胞の1例
第28回日本脳腫瘍病理学
会

大阪 5/21 2010

253
中原邦晶、師田信人、岡　秀宏、井原　哲、木島
千尋、藤井清孝

脳室内原発性嚢胞に対する神経内視鏡治療
第11回Waterfront

Neurosurgical Conference
東京 5/30 2010

254 岡　秀宏、ペルネツキー・アクセル、藤井清孝 神経内視鏡による腫瘍摘出術の現状と問題点
第38回日本小児神経外科
学会

富山 6/4 2010

255
宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、宮崎朋
子、中原邦晶、藤井清孝

小児鞍上部germinomaの視力障害と尿崩症のoutcome
第38回日本小児神経外科
学会

富山 6/4 2010

256

山田　勝、鈴木祥生、中原邦晶、佐藤公
俊、犬飼　円、木島千尋、阿部克智、藤井
清孝

小児もやもや病の診断・治療におけるMRI FLAIR画像の重要
性

第38回日本小児神経外科
学会

富山 6/5 2010

257
中原邦晶、清水　暁、岡　秀宏、宇津木
聡、山田　勝、*菅　信一、藤井清孝

小児において単一画像検査で描出されない頭蓋骨線状骨折パ
ターンの検討

第38回日本小児神経外科
学会

富山 6/5 2010

258
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、安井美江、藤井清孝

optic pathway-hypotalamic pilomyxoid astrocytomaの一例：長
期的観察症例から

第20回東京脳腫瘍治療懇
話会

東京
 7/9 2010

259
清水　暁、近藤宏治、山崎友也、中山賢司、山
本勇夫、藤井清孝

Diamond T-sawを用いたテント上開頭：整容的かつ安価な骨
弁固定

第22回日本頭蓋底外科学
会

久留米 7/15 2010

260
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、安井美江、藤井清孝

脳神経外科領域における分子標的治療との関わり－転移性脳
腫瘍症例から

第19回北里腫瘍フォーラ
ム

東京
 7/23 2010

261 佐藤澄人、知見聡美、藤井清孝、南部　篤 サルの辺縁皮質刺激に対する視床下核のニューロン応答
第25回日本大脳基底核研
究会

福島 8/1 2010

262
宮島良輝、佐藤雄一、岡　秀宏、宇津木聡、近
藤宏治、谷崎義徳、長塩　亮、藤井清孝

ActrocytomaにおけるDJ-1の核内発現の低下と患者予後との
関連性について

第11回日本分子脳神経外
科学会

仙台 8/28 2010

263
佐藤澄人、大江千廣、渡辺克成、荻野　裕、藤
井清孝

いじめを契機に発症した書字振戦に、Vim thalamotomyが著
効した1例

第31回関東機能的脳神経
外科カンファレンス

東京 9/4 2010



264

萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、木島千尋、阿部克智、安井美江、藤井
清孝

急速な悪性転化をきたしたグリオーマの一例：妊娠・出産と
の関連性

第20回神奈川脳腫瘍
フォーラム

横浜 9/10 2010

265

佐藤公俊、阿部克智、宮崎朋子、鈴木祥
生、佐藤澄人、岡　秀宏、山田　勝、倉田
彰、藤井清孝

頭蓋内未破裂内頸動脈瘤に対してflow alteration/reversalを用
いて治療した1例

第112回日本脳神経外科学
会関東支部学術集会

東京 9/11 2010

266

石井大、天野英樹、伊豫田明、小川史洋、松井
啓夫、原英則、久朗津尚美、根津賢司、吉村博
邦、清水　暁、藤井清孝、原敦子、三上哲夫、三
枝信、佐藤之俊

胸腔鏡を併用し、1期的に手術を施行したDumbbell型神経鞘
腫の1例

第134回日本呼吸器内視鏡
学会関東支部会

東京 9/11 2010

267
藤井清孝 1) 微小外科解剖　introduction

2) まとめ
2010年度北里脳神経外科
微小解剖夏期セミナー

相模原 9/19 2010

268
宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、宮島良
輝、萩原宏之、藤井清孝

Hemangioblastoma の摘出に対する5-ALA を用いた術中蛍光
診断の有用性

第15回日本脳腫瘍の外科
学会

大阪 10/2 2010

269 大澤成之、鷺内隆雄、宮崎朋子、藤井清孝 脊柱管背側に脱出した腰椎椎間板ヘルニアの1例
第45回日本脊髄障害医学
会

松本 10/22 2010

270

佐藤公俊、阿部克智、木島千尋、犬飼
円、宮島良輝、萩原宏之、鈴木祥生、佐藤
澄人、宇津木聡、岡　秀宏、山田　勝、倉
田　彰、藤井清孝

頭蓋内圧未破裂内頸動脈瘤に対してflow alteration/reversalを
用いて治療した1例

日本脳神経外科学第69回
学術総会

福岡 10/28 2010

271

倉田　彰、鈴木祥生、岩本和久、仁木　淳、中原
邦晶、佐藤公俊、阿部克智、犬飼　円、木島千
尋、山田　勝、藤井清孝、菅　信一、大桃丈知、
小澤　仁、佐々木亮

海綿静脈洞への新しい経静脈的アプローチルート
日本脳神経外科学第69回
学術総会

福岡 10/29 2010

272
山田　勝、鈴木祥生、佐藤公俊、阿部克
智、犬飼　円、木島千尋、倉田、藤井清孝

小児もやもや病の症候化を予告するivy signの出現
日本脳神経外科学第69回
学術総会

福岡 10/29 2010

273
中原邦晶、師田信人、岡　秀宏、井原　哲、木島
千尋、藤井清孝

脳室内原発嚢胞に対する神経内視鏡治療
日本脳神経外科学第69回
学術総会

福岡 10/29 2010

274
馬渕一樹、岡　秀宏、宇津木聡、佐野仁勇、藤
井清孝

急速な増大傾向を認めた腫瘍類似性病変の一例 第102回東京脳腫瘍研究会 東京 11/3 2010

275

宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、阿部克
智、鈴木祥生、佐藤澄人、佐藤公俊、藤井
清孝

両側慢性硬膜下血腫症例への柴苓湯投薬による非手術側血腫
に対する効果

第19回日本脳神経外科漢
方医学会学術集会

名古屋 11/5 2010

276
佐々木亮、鈴木祥生、倉田　彰、藤井清孝、小
澤　仁、菊地　敬、山内達也、窪倉孝道

CAS周術期における血小板凝集能モニタリングの有用性
第26回日本脳神経血管内
治療学会学術総会

小倉 11/18 2010

277
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、安井美江、藤井清孝

尿崩症で発症した肉芽腫性病変の一例
第15回かながわ間脳下垂
体疾患カンファレンス

横浜
 11/24 2010



278

宇津木聡、岡　秀宏、宮島良輝、木島千
尋、萩原宏之、鈴木祥生、佐藤澄人、藤井
清孝

Epstein-Barr virus陽性中枢神経系原発リンパ腫の治療成績
第40回ニューロ・オンコ
ロジィの会

東京 12/4 2010

279 岡　秀宏、Perneczky, A., 藤井清孝
Keyhole surgeryのための神経内視鏡支援手術：そのトレ－ニ
ングと実際

第17回日本神経内視鏡学
会

幕張 12/10 2010

280
中原邦晶、師田信人、岡　秀宏、井原　哲、木島
千尋、藤井清孝

原発性脳室内嚢胞に対する神経内視鏡治療
第17回日本神経内視鏡学
会

千葉 12/11 2010

281
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、安井美江、藤井清孝

脳腫瘍の鑑別診断の留意点
第21回東京脳腫瘍治療懇
話会

東京
 12/17 2010

282
鈴木祥生、倉田　彰、佐々木　亮、岩本和久、仁
木　淳、佐藤公俊、小泉寛之、山田　勝、藤井清
孝、菅　信一

当院におけるエンタープライズの使用経験
第7回東京、神奈川脳血管
治療懇話会

東京 1/22 2011

283 佐藤澄人、知見聡美、藤井清孝、南部　篤 視床下核内の辺縁系領域ニューロンの神経生理学的特徴
第50回日本定位・機能神
経外科学会

広島 1/22 2011

284
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、安井美江、藤井清孝

中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する標準治療とその限界：
今後への展望をふまえて

第20回北里腫瘍フォーラ
ム

相模原
 1/28 2011

285
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、萩原宏
之、犬飼　円、木島千尋、藤井清孝

病理診断に難渋した髄膜腫の一例
第21回神奈川脳腫瘍
フォーラム

横浜 1/28 2011

286
宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、萩原宏
之、宮島良輝、藤井清孝

小脳膠芽腫成人例の検討
第34回日本脳神経CI 学会
総会

米子 2/4 2011

287
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、萩原宏之、佐藤公俊、藤井清孝

高齢者脳実質内に発生した乳頭状腫瘍の一例
第14回脳神経外科疾患の
臨床と病理のJOINT

CONFERENCE

東京 2/26 2011

288 佐藤公俊、山田　勝、藤井清孝
頭蓋内未破裂内頸動脈瘤に対してflow alteration/reversalを用
いて治療した一例

第22回神奈川Stroke

Forum
横浜 3/4 2011

289
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、安井美江、藤井清孝

尿崩症で発症したErdheim Chester Diseaseの一例：長期観察
から

第21回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 3/11 2011

290

佐藤公俊、阿部克智、鈴木祥生、佐藤澄
人、宇津木聡、岡　秀宏、山田　勝、倉田
彰、藤井清孝

頭蓋内未破裂内頸動脈瘤に対してflow alteration/reversal を用
いて治療した1例

第20回脳神経外科手術と機
器学会

徳島 4/9 2011

291
岡　秀宏、宇津木聡、萩原宏之、宮島良
輝、木島千尋、藤井清孝

脳幹部グリオーマの臨床病理像
第29回日本脳腫瘍病理学
会学術集会

東京 5/20 2011

292
宇津木聡、岡　秀宏、阿部克智、木島千尋、宮
島良輝、萩原宏之、安井美江、藤井清孝、原
敦子、川野信之

腫瘍組織の大部分がオリゴ様細胞から成る小脳腫瘍の一例
第29回日本脳腫瘍病理学
会学術集会

東京 5/20 2011

293
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良輝、木
島千尋、安井美江、原　敦子、藤井清孝

全身性リンパ腫の脳実質転移にfollicular typeからDLBCLへの
trasnformationが疑われた一例

第29回日本脳腫瘍病理学
会学術集会

東京 5/20 2011

294
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良輝、木
島千尋、安井美江、原　敦子、藤井清孝

AIDS関連PCNSLの診断と加療
第29回日本脳腫瘍病理学
会学術集会

東京 5/20 2011



295
大澤成之、清水　暁、岡　秀宏、藤井清孝、
Rhoton, AL., Jr.

経蝶形骨洞手術
若手のための微小脳神経外
科解剖セミナー2011

福岡 5/29 2011

296
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、藤井清孝

尿崩症で発症したErdheim-Chester Diseaseの一例：長期経
過観察例の病理所見から

第52回日本神経病理学会
総会学術研究会

京都 6/4 2011

297
宇津木聡、岡　秀宏、萩原宏之、宮島良
輝、木島千尋、藤井清孝

脳腫瘍に対する5-ALAを用いたPDDの有用性と限界
第7回日本脳神経外科光線
力学学会

東京 7/9 2011

298

山田　勝、鈴木祥生、佐藤公俊、犬飼
円、木島千尋、阿部克智、倉田　彰、藤井
清孝

小児もやもや病における虚血症候性の進展とFLAIR像Ivy sign

の変化
第40回日本脳卒中の外科
学会

京都 7/31 2011

299
鈴木祥生、倉田　彰、岩本和久、中原邦晶、仁
木　淳、佐々木亮、佐藤公俊、山田　勝、藤井清
孝、菅　信一

未破裂動脈瘤にたいする塞栓術後の長期経過観察結果の検討
第40回日本脳卒中の外科
学会

京都 7/31 2011

300
佐々木亮、鈴木祥生、倉田　彰、藤井清孝、小
澤　仁、菊池　敬、山内達也、窪倉孝道

CAS周術期における血小板凝集能モニタリングの有用性 第36回日本脳卒中学会 京都 7/31 2011

301
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良輝、増
田　励、原　敦子、藤井清孝

ランダム皮膚生検により診断をえた血管内リンパ腫の一例
第22回神奈川脳腫瘍
フォーラム

横浜 8/26 2011

302
仁木　淳、谷崎義徳、飯田秀夫、鈴木祥生、倉
田　彰、中原邦晶、佐藤公俊、犬飼　円、阿部克
智、藤井清孝、岩本和久、佐々木亮、菅　信一

治療に難渋した外傷性CCFの1例
第115回日本脳神経外科学
会関東支部学術集会

東京 9/3 2011

303
佐々木亮、小澤　仁、倉田　彰、鈴木祥生、阿部
克智、犬飼　円、藤井清孝

Osler病に伴う難渋性鼻出血に対する血管内治療の経験
第115回日本脳神経外科学
会関東支部学術集会

東京 9/3 2011

304
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、藤井清孝

pilomyxoid astrocytomaの臨床・病理学的特徴と治療について
社団法人日本脳神経外科学
会第70回学術総会

横浜 10/12 2011

305

宇津木聡、岡　秀宏、木島千尋、阿部克
智、鈴木祥生、佐藤澄人、佐藤公俊、藤井
清孝

慢性硬膜下血腫術後の再発予防に対する紫苓湯の効果 第20回日本脳神経外科漢
方医学会学術集会

東京 11/5 2011

306
湯澤　泉、山田　勝、藤井清孝、Cenk, A.,

Kyoung, AH.

意図的高血圧は頚部IC閉塞を伴う同側MCA閉塞においてCBF

をECA系側副路およびPcomm.を介して改善する
第23回日本脳循環代謝学
会総会

東京 11/5 2011

307
溝上康治、岡　秀宏、遠藤昌孝、藤井清孝、ア
ルバート・L・ロートン

後頭蓋窩手術に必要な神経内視鏡的微小脳神経外科解剖
第18回日本神経内視鏡学
会

岡山 11/17 2011

308
大澤成之、岡　秀宏、清水　暁、鷺内隆
雄、藤井清孝

内視鏡経蝶形骨洞手術の微小外科解剖
第18回日本神経内視鏡学
会

岡山 11/17 2011

309
鷺内隆雄、宮崎朋子、大澤成之、近藤宏
治、清水　暁、藤井清孝

経皮的腰椎椎弓根スクリュー安全に刺入するための当院の工
夫

第46回日本脊髄障害医学
会

大阪 11/18 2011

310
鷺内隆雄、宮崎朋子、大澤成之、近藤宏
治、清水　暁、藤井清孝

脊髄手術におけるデンプン由来吸収性局所止血材を用いた止
血法

第46回日本脊髄障害医学
会

大阪 11/18 2011

311
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、中原邦
晶、藤井清孝

水頭症にて発症した高齢者第3脳室嚢胞性頭蓋咽頭腫に対す
る神経内視鏡手術

第18回日本神経内視鏡学
会

岡山 11/18 2011



312
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、萩原宏之、安井美江、藤井清孝

髄膜腫を合併したGorlin症候群の分子遺伝学的検討
第116回社団法人日本脳神
経外科学会関東支部会学術
集会

東京 12/10 2011

313 中原邦晶、清水　暁、岡　秀宏、藤井清孝
Lacunar skull deformity and hydrocephalus in infants with

myelomeningocele: Is lacunar skull deformity a predictor of

hydrocephalus development?

The 4th Meeting of the

International Society for

Hydrocephalus and

Cerebrospinal Fluid

Disorders

京都 10/20 2012

314
佐藤澄人、*知見聡美、**眞木二葉、藤井清
孝、*南部　篤

辺縁皮質から入力を受ける視床下核ニューロンの神経生理学
的特徴

第51回日本定位・機能神
経外科学会

東京 1/21 2012

315
宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、近藤宏
治、大澤成之、藤井清孝

Xanthogranuloma を伴ったラトケ嚢胞の病理学的検討
第22回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/24 2012

316
萩原宏之、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、安井美江、藤井清孝

視床下部・視路に発生したpilocytic astrocytoma/pilomyxoid

astrocytomaに対する治療戦略
第22回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/24 2012

317
佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、萩原宏之、中原邦晶、藤井清孝

高齢者第3脳室内嚢胞性頭蓋咽頭腫に対する神経内視鏡手術
第22回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/25 2012

318
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、安井美
江、川野信之、藤井清孝

頭蓋咽頭腫やラトケ嚢胞に対するIgG4免疫組織学的発現頻度
の検討

第22回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/25 2012

319

岡　秀宏、*ペルネツキー・アクセル、宇津
木聡、中原邦晶、宮島良輝、萩原宏之、藤
井清孝

神経内視鏡手術導入後の小児間脳下垂体腫瘍の現状
第22回日本間脳下垂体腫
瘍学会

東京 2/25 2012

320

宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、萩原宏
之、犬飼　円、木島千尋、安井美江、藤井
清孝、*原　敦子、川野信之

Rhabdoid meningioma と鑑別を要する良性髄膜腫の一例
第15回脳神経外科疾患の
臨床と病理のJOINT

CONFERENCE

東京 2/18 2012

321
小泉寛之、清水　暁、宮崎朋子、*中山賢
司、*山本勇夫、藤井清孝

慢性硬膜下血腫における気泡管水準器を用いた術後残存空気
量減少法：頭位設定の工夫

第21回脳神経外科手術と
機器学会

大阪 3/30 2012

322 佐藤公俊、山田　勝、岡　秀宏、藤井清孝
頭蓋内未破裂内頸動脈瘤に対してflow alteration/reversalを用
いて治療した1例

第21回脳神経外科手術と
機器学会

大阪 3/30 2012

323
久須美真理、*福島孝徳、岡　秀宏、藤井清
孝

Combined Petrosal Approachに対するチタンプレートを用い
た硬膜閉鎖法の工夫

第21回脳神経外科手術と
機器学会

大阪 3/31 2012

324 馬渕一樹 脳神経外科手術における安価拡大鏡の使用
第21回脳神経外科手術と
機器学会

大阪 3/31 2012

325

佐藤公俊、岡　秀宏、鈴木祥生、倉田
彰、藤井清孝、*北原孝雄、山田　勝、**河
島雅到

急性硬膜下血腫を伴った破裂動脈瘤の治療方針 STROKE2012 福岡 4/27 2012

326
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、宮島良
輝、萩原宏之、安井美江、藤井清孝

髄膜腫を合併したGorlin症候群の分子遺伝学的検討
第30回日本脳腫瘍病理学
会

名古屋 5/25 2012



327

小泉寛之、岡　秀宏、佐藤澄人、宮島良
輝、佐藤公俊、大澤成之、久須美真理、木
島千尋、宇津木聡、藤井清孝

Leksell定位脳手術装置を用いた定位的脳腫瘍生検術
第30回日本脳腫瘍病理学
会

名古屋 5/26 2012

328
久須美真理、*福島孝徳、岡　秀宏、藤井清
孝

錐体骨先端部コレステロール肉芽腫に対するmiddle fossa

approach: 有茎皮弁を用いた再発防止の工夫
第２４回日本頭蓋底外科学
会

東京 7/11 2012

329
*今野慎吾、*中原邦晶、大澤成之、*朝隈禎
隆、*北原孝雄、*相馬一亥

頭部外傷に対する脳常温管理後の復温期での”ならし温度”の
検討

第15回日本脳低温療法学
会

横浜 7/7 2012

330

佐藤公俊、山田　勝、鈴木祥生、湯澤
泉、岡　秀宏、倉田　彰、藤井清孝、*天野
完、*海野信也、**奥富俊之

無痛分娩を原則とするもやもや病患者の妊娠・分娩・産褥期
の検討

第31回The Mt. Fuji

Workshop on CVD
大阪 8/24 2012

331

佐藤公俊、岡　秀宏、宇津木聡、阿部克
智、木島千尋、小泉寛之、宮島良輝、久須
美真理、倉田　彰、藤井清孝

高齢者第3脳室内嚢胞性頭蓋咽頭腫に対する神経内視鏡手術
第17回日本脳腫瘍の外科
学会

横浜 9/7 2012

332

宮島良輝、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、萩原宏之、近藤宏治、大澤成之、木島
千尋、藤井清孝

プロラクチン産生下垂体腺腫に対する外科治療成績
第17回日本脳腫瘍の外科
学会

横浜 9/7 2012

333

中原邦晶、*池本繁弘、岡　秀宏、犬飼
円、木島千尋、阿部克智、山田　勝、藤井
清孝

頭蓋骨縫合早期癒合症に対する骨膜を利用した頭蓋骨骨延長
術の工夫

第40回日本小児脳神経外
科学会

岡山 6/8 2012

334

犬飼　円、中原邦晶、岡　秀宏、*金子忠
弘、**今野慎吾、**北原孝雄、**相馬一亥、
藤井清孝

頭部外傷後、脳静脈洞血栓を生じた2症例
第40回日本小児脳神経外
科学会

岡山 6/8 2012

335
*峰原宏昌、**今野慎吾、**鈴木　卓、**中原
邦晶、**松浦晃正、**北原孝雄、**相馬一亥

頭部外傷を合併した四肢開放骨折症例に対するDamage

Control Orthopeadics

第26回日本外傷学会総
会・学術集会

東京 5/25 2012

336
木島千尋、岡　秀宏、宮島良輝、安井美
江、*宮下俊之、藤井清孝

髄膜腫を合併したGorlin症候群の分子遺伝学的検討
第13回日本分子脳神経外
科学会

熊本 9/20 2012

337
宮島良輝、岡　秀宏、萩原宏之、久須美真
理、木島千尋、藤井清孝

放射線照射後の長期経過観察中に再発したatypical pituitary

adenomaの一例
日本脳神経外科学会第71

回学術総会
大阪 10/19 2012

338 岡　秀宏、*Prevedello, DM., **Kassam, AB.

Basic and clinical studies of new skull base tumor resection

system for neuroendoscopic surgery: NICO Myriad Tumor

Resection System

第19回日本神経内視鏡学
会イタリアセッション

東京 11/3 2012

339
久須美真理、佐藤澄人、小泉寛之、岡　秀
宏

三叉神経痛を主訴とするCPA Epidermoid 2症例の検討：神経
内視鏡の有用性

第19回日本神経内視鏡学
会

東京 11/2 2012

340
小泉寛之、*北原孝雄、**遠藤昌孝、*中原邦
晶、*今野慎吾、大澤成之、*相馬一亥

遊戯施設（パチンコ店）から救急搬送となった脳卒中症例の
臨床背景の後方視調査

第40回日本救急医学会総
会・学術集会

京都 11/13 2012

341 岡　秀宏、*Perry, A.,** Scheithauer, B.
Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor の遺伝子病理診と治療の
最前線

第30回日本脳腫瘍学会学
術集会

広島 11/27 2012



342 岡　秀宏、Perry, A., Scheithauer, BW 病理に基づく髄膜腫の治療方針
第３２回日本脳神経外科コ
ングレス総会

横浜 5/11 2012

343
阿部克智、岡　秀宏、湯澤　泉、萩原宏
之、宮島良輝、木島千尋、藤井清孝

前頭葉neuroenteric cystの一例
第１１７回社団法人脳神経
外科学会関東支部学術集会

東京 4/14 2012

344
*松本直人、久須美真理、阿部克智、宮島良
輝、岡　秀宏

両側肺転移を来たした稀な側脳室三角部髄膜腫後の一症例
第118回社団法人日本脳神
経外科学会関東支部学術集
会

東京 9/29 2012

345

346
久須美真理、*福島孝徳、岡　秀宏、藤井清
孝

Petroclival meningiomaに対するCombineed petrosal

approachにおける切開の工夫

第12回Far East

Neurosurgical ビデオカン
ファレンス

札幌 7/28 2012

347
*寺尾　亨、*石井卓也、*大橋　聡、*川村大
地、佐藤澄人

脊髄腹側より発生した頸髄髄膜腫摘出術の際に多種の術中モ
ニタリングを用いて安全に摘出した1例

第17回神奈川脳神経外科
手術手技研究会

横浜 9/15 2012

348 佐藤公俊 CEA後に一過性顔面神経麻痺を呈した一例
第３回神奈川脳卒中外科研
究会

横浜 7/13 2012

349
佐藤澄人、*渡辺克成、木島千尋、小泉寛
之、藤井清孝

体部位局在が不明確な視床Vimニューロンにおける、振戦リ
ズムに類似した律動性発射の特徴について：症例報告

第34回関東機能的脳外科
カンファレンス

東京 9/1 2012

(ポスター講演）

著者名 タイトル 発表学会 開催地 発表日 発表の年

1
Shimizu, S., Oka, H., Osawa, S., Fukushima,

Y., Utsuki, S., Tanaka, R., Fujii, K.

Can proximity of the occipital artery to the greater occipital

nerve act as a cause of idiopathic greater occipital neuralgia?

An anatomical and histological evaluation of the artery-nerve

relationship

75th Annual Meeting of the

American Asociation of

Neurological Surgeons

Washington D.C. 4/16 2007

2 Shimizu, S., Tanaka, R., Oka, H., Fujii, K.
Anatomical risk of damage to  the endolymphatic system

during removal of the posterior metal wall

75th Annual Meeting of the

American Asociation of

Neurological Surgeons

Washington D.C. 4/16 2007

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

Analysis of brain spect image of moyamoya disease by

stereotactic extraction estimation (see) - comparison of

ischemic and hemorrhagic patients-

Brain'07 and Brain PET '07 大阪 5/21 2007

4
Yuzawa, I., Yamada, M., Iwamoto. K., Fujii,

K.

Acid-base management affects endothelium-dependent

cerebral vasoreactivity in moderately hypothermic rats
Brain'07 and Brain PET '07 大阪 5/21 2007

5 Yamada, M., Yuzawa, I., Suzuki, S., Fujii, K.

Analysis of Brain Spect Image of Moyamoya Disease by

Stereotactic Extraction Estimation (SEE). - Comparison of

Ischemic and Hemorrhagic Patients-

Brain '07 and BrainPET '07 大阪 5/23 2007



6
Sato, S., Ohe, C., Koizumi, H., Utsuki, S.,

Oka, H., Yamada, M., Fujii, K.

Vim thalamotomy for "Holmes tremor" secondary to midbrain

germinoma - case report-

The 6th Congress of Asian

Society for Stereotactic,

Functional and Computer

Assisted Neurosurgery

静岡 5/23 2007

7

Utuski, S., Oka, H., Sato, S., Shimizu, S.,

Suzuki, S., Tanizaki, Y., Kondo, K., Miyajima,

Y., Yasui, Y., Fujii, K.

Histological examination of false positive tissue resection

using 5-aminolevulinic acid-induced fluorescence guidance

5th Meeting of the Asian

Society for Neuro-Oncology
Turkey 11/3 2007

8

Moyazaki, T., Suzuki, S., Kurata, A.,

Iwamoto, K., Utsuki, S., Mizokami, K., Niki,

J., Miyajima Y., Oka, H., Fujii, K., Kan., S.

The efficacy of endovascular surgery for the untreatable

meningiomas

5th Meeting of the Asian

Society for Neuro-Oncology
Turkey 11/3 2007

9 Oka, H., Utsuki, S., Fujii, K.
Autocrine mortility factor mRNA and its receptor mRNA

expression in human pituitary adenomas

The Congress of

Neurosurgeons
Florida 9/22 2008

10 Oka, H., Shimizu, S., Utsuki, S., Fujii, K
Efficacy of new bipolar forceps [VESALIUS] for the brain

tumors: its experimental study and our experience

XIV World Congress of

Neurological Surgery
Boston 9/2 2009

11
Utsui, S., Oka, H., Kijima, C., Suzuki, C.,

Sato, S., Miyajima, Y., Hagiwara, H., Fujii, K.

Change in MGMT expression after chemotherapy for

malignant gliomas

The 7th Meeting of the

Asian Society for Neuro-

Oncology (ASNO)

Seoul 6/12 2010

12
小泉寛之、宇津木聡、岡　秀宏、清水　暁、飯塚
高浩、坂井文彦、藤井清孝

頭蓋骨に発症した慢性再発性多巣性骨髄炎の1例
第30回日本脳神経CI学会総
会

大阪 2/3 2007

13 大桃丈知、倉田　彰、中原邦晶、藤井清孝
頭蓋内主幹動脈狭窄を伴った脳硬塞症例に対するシロスタ
ゾールの治療効果

第32回日本脳卒中学会総
会

福岡 3/23 2007

14 湯澤　泉、山田　勝、岩本和久、藤井清孝
中等度低体温酸塩基平衡管理はラット内皮依存性脳血管反応
性に影響を与える

第32回日本脳卒中学会総
会

福岡 3/23 2007

15
鈴木祥生、倉田　彰、岩本和久、佐藤公俊、仁
木　淳、山田　勝、宇津木聡、岡　秀宏、藤井清
孝、菅　信一

脳血管内手術で症状が悪化した脳神経麻痺が初発症の未破裂
脳動脈瘤の検討

第36回日本脳卒中の外科
学会

福岡 3/24 2007

16

岩本和久、鈴木祥生、倉田　彰、佐藤公
俊、仁木　淳、山田　勝、藤井清孝、諏訪
知也、三島大徳、三井公彦

「真の後交通動脈瘤」についての検討
第36回日本脳卒中の外科
学会

福岡 3/24 2007

17

佐藤公俊、鈴木祥生、倉田　彰、湯澤
泉、岩本和久、仁木　淳、山田　勝、藤井
清孝

脳動脈瘤塞栓術における瘤内脈圧測定の意義と有用性
第36回日本脳卒中の外科
学会

福岡 3/24 2007

18
近藤宏治、岡　秀宏、宇津木聡、清水
暁、鈴木祥生、藤井清孝

動眼神経麻痺で発症したラトケ嚢胞の一例
第25回日本脳腫瘍病理学
会

熊本 4/20 2007

19
宮島良輝、佐藤雄一、岡　秀宏、宇津木聡、谷
崎義徳、近藤宏治、安井美江、藤井清孝

悪性グリオーマにおけるDJ-1蛋白の発現とその意義
第25回日本脳腫瘍病理学
会

熊本 4/19 2007



20
馬渕一樹、岡　秀宏、大澤成之、宮島良輝、宇
津木聡、鈴木祥生、安井美江、藤井清孝、徳山
宣、岡安　勲

未治療にて経過した脳幹神経膠腫の一例
第25回日本脳腫瘍病理学
会

熊本 4/20 2007

21
佐藤澄人、岡　秀宏、小泉寛之、宇津木聡、山
田　勝、藤井清孝、大江千廣

中脳原発germinomaによるHolmes振戦に対して視床手術が
有効であった1例

第48回日本神経学会総会 名古屋 5/17 2007

22
馬渕一樹、岡　秀宏、大澤成之、宮島良輝、宇
津木聡、鈴木祥生、安井美江、藤井清孝、徳山
宣、岡安　勲

未治療の脳幹神経膠腫の1例
第35回日本小児神経外科
学会

木更津 6/2 2007

23
宮崎朋子、宇津木聡、清水　暁、鈴木祥
生、岡　秀宏、藤井清孝

Pott's puffy tumorの一例
第35回日本小児神経外科
学会

木更津 6/2 2007

24
清水　暁、橘　滋国、鷺内隆雄、栗田真
理、藤井清孝

C5/6椎間孔の神経根症が三角筋優位の脱力・萎縮を生じた2
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Cystic changeを来した小児のfrontal bone fibrous dysplasiaの
1例

第27回日本脳腫瘍病理学
会

福岡 5/9 2009

105 小林郁夫、鷺内隆雄、谷崎義徳、藤井清孝 成人発症した胸髄過誤腫の1例 第24回日本脊髄外科学会 宮崎 5/28 2009

106
鷺内隆雄、小林郁夫、清水　暁、谷崎義
徳、岡　秀宏、藤井清孝

ダンベル型に発育した胸椎硬膜外海綿状血管腫の1治療例 第24回日本脊髄外科学会 宮崎 5/28 2009

107
鷺内隆雄、小林郁夫、谷崎義徳、清水
暁、岡　秀宏、藤井清孝

腰椎椎弓切除術に合併した急性腰椎硬膜下血腫の1例 第24回日本脊髄外科学会 宮崎 5/29 2009

108

鈴木祥生、倉田　彰、岩本和久、中原邦
晶、仁木　淳、宮崎朋子、阿部克智、犬飼
円、山田　勝、藤井清孝

頸動脈狭窄症に対する後拡張手技を行わない頸動脈ステント
留置術(CAS)の検討

第8回日本頸部脳血管治療
学会

小倉 5/29 2009

109 清水　暁、山田　勝、小泉寛之、藤井清孝
頭蓋頸椎移行部髄膜腫の摘出術後に椎骨動脈仮性動脈瘤を生
じた1例

第24回日本脊髄外科学会 宮崎 5/29 2009

110
山田　勝、鈴木祥生、中原邦晶、山崎友
也、溝上康治、藤井清孝

小児もやもや病の長期転帰
第37回日本小児神経外科
学会

大阪 6/11 2009

111 山田　勝、中原邦晶、藤井清孝、篠原左知緒
脳脊髄液シャント患児における歯科処置時の予防的抗生剤投
与の意義

第37回日本小児神経外科
学会

大阪 6/11 2009

112
小泉寛之、宇津木聡、中原邦晶、鈴木祥
生、馬渕一樹、倉田　彰、藤井清孝

難治性の非外傷性帽状腱膜下血腫に対して血管内治療が有用
であった1例

第37回日本小児神経外科
学会

大阪 6/11 2009

113
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、中原邦晶、犬
飼　円、大澤成之、徳山　宣、原　敦子、岡安
勲、藤井清孝

Cydtic changeをきたした小児のfrontal bone fibrous dysplasia

一例
第37回日本小児神経外科
学会

大阪 6/11 2009

114
木島千尋、岡　秀宏、宇津木聡、川野信
之、藤井清孝

前頭蓋底神経鞘腫の一例
第21回日本頭蓋底外科学
会

福岡 7/2 2009

115
山田　勝、鈴木祥生、佐藤公俊、山崎友
也、溝上康治、藤井清孝
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