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研究会 一般
小泉寛之、清水　暁、宮崎朋子、中山賢
司、山本勇夫、藤井清孝

慢性硬膜下血腫の穿頭ドレナージ術
における気泡菅水準器を用いた頭位
設定：術後残存空気量の減少法

第18回神奈川脳神経外科手術
手技研究会

1/12 横浜 2013

学会 一般
久須美真理、福島考徳、佐藤澄人、岡
秀宏

HFS の再発予防の工夫
第15回日本脳神経外科減圧術
学会

1/17 岡山 2013

学会 一般
佐藤公俊、岡　秀宏、阿部克智、佐藤澄
人、藤井清孝

顔面痙攣で発見された聴神経鞘腫
の1手術例

第15回日本脳神経外科減圧術
学会

1/17 岡山 2013

学会 一般
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様律動性発
射について

第52回日本定位・機能神経外
科学会

1/18 岡山 2013

学会 一般
*宮崎功介、*笹山希美、*横溝育美、**
藤木くに子、佐藤公俊

手術部位感染サーベイランス導入に
向けた当部署における意識向上へつ
ながる調査

第28回日本環境感染学会総会 3/1 横浜 2013

学会 一般
宮島良輝、萩原宏之、久須美真理、佐藤
公俊、*檀　充、岡　秀宏

視神経・視交叉内転移性脳腫瘍の一
例

第23回日本間脳下垂体腫瘍学
会

3/16 鹿児島 2013

学会 ポスター
*笠倉至言*、飯塚高浩、*富永奈保美、*
阿久津二夫、**北村　律、岡　秀宏、*濱
田潤一、*西山和利

散在性脳微小出血と多発性脳血管
拡張から脳血管炎と初期に診断した
心臓粘液腫の一例：診断上の pitfall

第38回日本脳卒中学会総会 3/21 東京 2013

学会 ポスター *鷺内隆雄、大澤成之
クリッピング術後18年目にクモ膜下
出血を発症した仮性脳動脈瘤の1例

第42回日本脳卒の外科学会 3/21 東京 2013

学会 一般
佐藤公俊、岡　秀宏、倉田　彰、藤井清
孝、山田　勝、鈴木祥生

CAS first から CEA or CAS ―至適
治療選択による周術期治療成績の
向上―

第４２回日本脳卒中の外科学
会

3/21 東京 2013

学会 一般
久須美真理、岡　秀宏、佐藤澄人、佐藤
公俊、湯澤　泉、倉田　彰

IC-PC 大型動脈瘤に対する前床突
起切除

第４２回日本脳卒中の外科学
会

3/21 東京 2013

学会 ポスター

*鈴木祥生、倉田　彰、*岩本和久、*仁
木　淳、*大木敬章、*小櫃久仁彦、*谷
川達也、中原邦晶、犬飼　円、**菅　信
一

椎骨動脈部基始部狭窄病変に対す
る脳血管内治療

第38回日本脳卒学会総会 3/22 東京 2013

学会 ポスター
湯澤　泉、*森嶋啓之、佐藤公俊、**菅
信一、倉田　彰

Balloon Test Occlusion における
stump pressure ratio の意義

第38回日本脳卒学会総会 3/22 東京 2013

学会 ポスター
*小澤　仁、*山内達也、*佐々木亮、倉
田　彰、**菅　信一

CAS の術前検討の留意点―冠動脈
疾患・脂質代謝異常・血小板凝集能
―

第38回日本脳卒学会総会 3/22 東京 2013

学会 一般

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

無痛分娩を原則とする当院における
もやもや病患者の妊娠・分娩・産褥
期の検討

第42回日本脳卒の外科学会 3/22 東京 2013

研究会 一般
久須美真理、*松本直人、阿部克智、宮
島良輝、岡　秀宏

両側肺転移を来たしたまれな側脳室
三角部部髄膜腫術後の一症例

第25回神奈川脳腫瘍フォーラ
ム

3/8 横浜 2013

学会 一般
佐藤公俊、清水　暁、岡　秀宏、大澤成
之、藤井清孝

CEAにより一過性の顔面神経下顎縁
枝損傷を生じた一例：予防のための
解剖学的検討

第22回脳神経外科手術と機器
学会

4/12 松本 2013



学会 一般
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
茎弁を用いた再発予防の工夫

第22回脳神経外科手術と機器
学会

4/12 松本 2013

学会 一般
宮崎朋子、清水　暁、*望月崇弘、*中山
賢司、*山本勇夫

腰椎心房 (LA) シャント術を行った1
例

第22回脳神経外科手術と機器
学会

4/13 松本 2013

学会 ポスター 清水　暁
Dural scoring: An assistance
technique for primary dural closure
at craniotomy

81st American Association of
Neurological Surgeons Annual
Scientific Meeting

4/28
New

Orleans
2013

研究会 一般
*眞木二葉、佐藤澄人、**渡辺克成、*長
谷川泰弘

Holmes' tremor に対する Vim
thalamotomy の効果について：単一
症例からの病理生理学的考察

第35回関東機能的脳外科カン
ファレンス

4/6 東京 2013

研究会 一般
*渡辺克成、佐藤澄人、木島千尋、**眞
木二葉、*,***磯尾綾子、*長谷川泰弘、
藤井清孝

視床―末梢筋電図間における振戦
引きこみ現象の定量的解析の試み
―Holmes' tremor の1例―

第35回関東機能的脳外科カン
ファレンス

4/6 東京 2013

学会 ポスター
木島千尋、*原　敦子、佐藤公俊、宮島
良輝、萩原宏之、岡　秀宏

若年女性に発生し急性に増大した小
脳橋角部腫瘤の一例

第31回日本脳腫瘍病理学会 5/24 東京 2013

学会 ポスター
萩原宏之、*田中　洋、宮島良輝、木島
千尋、岡　秀宏

皮膚病変から胃、肺、小脳に同時期
に診断を得た malignant
mesenchymal tumor の一例

第31回日本脳腫瘍病理学会 5/25 東京 2013

学会 一般

隈部俊宏、*柴原一陽、*齋藤竜太、*金
森正之、*山下洋二、*園田順彦、**渡辺
みか、***マーク・レンケ、***マイケ・テイ
ラー、*冨永悌二

髄芽腫に対する免疫染色と分子生物
学的解析による Taylor 分類に関して

第31回日本脳腫瘍病理学会 5/25 東京 2013

学会 一般
佐藤澄人、*知見聡美、**眞木二葉、藤
井清孝、*南部　篤

Neurophysiological Characteristics of
Subthalamic Neurons Receiving
Inputs from the Limbic Cortex

Stereotactic and Functional
Neurosurgery

5/29 東京 2013

学会 一般
久須美真理、宮島良輝、佐藤澄人、木島
千尋、岡　秀宏

側頭葉浮腫を伴った GNP
Schwannoma の一手術例

第25回日本頭蓋底外科学会 6/27 名古屋 2013

学会 一般
久須美真理、*福島孝徳、岡　秀宏、藤
井清孝

Combined petrosal approach におけ
るチタンプレートを用いた硬膜閉鎖法
の工夫

第25回日本頭蓋底外科学会 6/27 名古屋 2013

学会 ポスター
大澤成之、*鷺内隆雄、**近藤宏治、宮
島良輝、小泉寛之、岡　秀宏

頸椎黄色靱帯骨化症の7例 第28回日本脊髄外科学会 6/6 名古屋 2013

学会 ポスター
中原邦晶、清水　暁、小泉寛之、宮崎朋
子、*北原孝雄、岡　秀宏

前頭側開頭術における皮膚切開変
法

第41回日本小児神経外科学会 6/8 大阪 2013

学会 一般
佐藤澄人、*小野澤裕也、**寺尾　亨、
石井卓也、小泉寛之、中原邦晶、岡　秀
宏、隈部俊宏

術中皮質SEP記録の解釈と運と閾値
に基づく皮質刺激MEPモニタリング

第１９回日本脳神経モニタリン
グ研究会

7/13 東京 2013

研究会 一般 大澤成之

BCNU wafers を併用した頭頂葉膠芽
腫摘出後ガス留置貯留により片麻痺
を含めた重篤な合併症を生じた2症
例

第45回ニューロ・オンコロジィの
会

7/28 東京 2013

研究会 一般 隈部俊宏
視神経・視床下部毛様星細胞腫の治
療成績及び動的な臨床経過に関して

第5回関東小児脳腫瘍カンファ
レンス

8/3 東京 2013



研究会 一般 眞野　唯
視神経膠腫と鑑別を要した視神経海
綿状血管腫の一例

第5回関東小児脳腫瘍カンファ
レンス

8/3 東京 2013

学会 ポスター
久須美真理、岡　秀宏、宮島良輝、佐藤
澄人、木島千尋、隈部俊宏

側頭葉浮腫を伴った大錐体神経鞘
腫の一手術例

第18回日本脳腫瘍の外科学会 9/19 大津 2013

学会 一般
眞野　唯、隈部俊宏、*齋藤竜太、*金森
政之、*萩田庄吾、**渡辺みか、*冨永悌
二

視神経膠腫と鑑別を要した視神経海
綿状血管腫の1例

第121回社団法人日本脳神経
外科学会関東支部学術集会

9/28 東京 2013

研究会 一般
隈部俊宏、岡　秀宏、佐藤澄人、宮島良
輝

第4脳室底に浸潤する腫瘍摘出の引
き際・攻めどころ

第19回神奈川脳神経外科手術
手技研究会

9/7 横浜 2013

学会 一般
久須美真理、福島孝徳、岡　秀宏、藤井
清孝

Middle fossa approach petrous apex
cholesterol granulomas: use of
vascularized flap preventing
recurrence

WFNS2013 9/8 Seoul 2013

学会 ポスター
*中原邦晶、*北原孝雄、小泉寛之、*今
野慎吾、隈部俊宏

性行為に起因する脳出血の検討
日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/16 横浜 2013

学会 一般
*金森政之、**柴原一陽、**齋藤竜太、
***山下洋二、**園田順彦、隈部俊宏、
**冨永悌二

悪性神経膠腫に対するテモゾロミド・
放射線治療後早期の治療反応性と
予後に関する検討

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/16 横浜 2013

学会 ポスター

*鈴木祥生、*岩本和久、*仁木　淳、*小
櫃久仁彦、*大木敬章、隈部俊宏、**中
原邦晶、佐藤公俊、***犬飼　円、****
倉田　彰

高度狭窄病変に対するCASにおける
Spider Fxの初期使用経験

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/17 横浜 2013

学会 ポスター
佐藤公俊、湯澤　泉、岡　秀宏、隈部俊
宏

CAS first から CEA or CASへ：至適
治療選択と周術期治療成績の向上

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/17 横浜 2013

学会 ポスター

小泉寛之、*清水　暁、**中原邦晶、*宮
崎朋子、*望月崇弘、*中山賢司、**今野
慎吾、*山本勇夫、**北原孝雄、隈部俊
宏

前頭側頭減圧開頭術における皮膚
切開変法：耳介後方切開

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/17 横浜 2013

学会 ポスター

*小林紀方、佐藤公俊、*山内圭太、*丸
山大輔、*石井大造、*森田健一、*佐藤
徹、*片岡大治、*中川原譲二、*飯原弘
二

頸動脈内膜剥離術後再狭窄と術前
プラークイメージング

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/17 横浜 2013

学会 ポスター
大澤成之、*鷺内隆雄、**清水　暁、岡
秀宏、隈部俊宏

頸椎手術におけるデンプン由来吸収
性局所使用材の使用経験

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/17 横浜 2013

学会 一般
*園田順彦、*柴原一陽、*齋藤竜太、**
金森政之、隈部俊宏、*冨永悌二

Grade III グリオーマにおける幹細胞
マーカーCD133の発現とIDH遺伝子
異変、予後との関係

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/17 横浜 2013

学会 ポスター
*田中　聡、**秋元治朗、***成田善孝、
岡　秀宏、*田代　隆

Glioblastoma の予後因子・
Temolomide治療効果予測因子として
のMGMTmRNA絶対値測定

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/18 横浜 2013

学会 ポスター

佐藤澄人、*小野澤裕也、久須美真理、
大澤成之、宮島良輝、**石井卓也、**寺
尾　亨、小泉寛之、***中原邦晶、岡　秀
宏、隈部俊宏

術中皮質SEPの解釈と運動閾値に基
づく皮質刺激MEPモニタリング

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/18 横浜 2013



学会 ポスター
宮島良輝、岡　秀宏、*柿沼廣邦、**萩
原宏之、木島千尋、安井美江、*原　敦
子、***川野信之、隈部俊宏

当院における脳腫瘍の術中迅速病
理診断の現状

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/18 横浜 2013

学会 ポスター *鷺内隆雄、大澤成之
腰椎変性側彎症に対し2種類のデバ
イスを用いて低侵襲的にdouble
fixationを行った1例

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/18 横浜 2013

学会 ポスター
久須美真理、岡　秀宏、佐藤澄人、宮島
良輝、隈部俊宏

動眼神経麻痺で発症した脳腫瘍手
術経験

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/18 横浜 2013

学会 ポスター
*山下洋二、**園田順彦、***松本　恒、
***鈴木　考、****金森政之、**齋藤竜
太、隈部俊宏、**冨永悌二、*片倉隆一

宮城県立がんセンターにおける脳悪
性リンパ腫の治療成績―ACNU動注
療法とMTX大量療法を比較して―

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/18 横浜 2013

学会 ポスター 湯澤　泉、佐藤公俊、隈部俊宏

適切な未破裂嚢状脳動脈瘤の経過
観察方法とは―経過観察中に破裂し
た未破裂脳動脈瘤症例を振り返って
―

日本脳神経外科学会第72回学
術総会

10/18 横浜 2013

研究会 一般 隈部俊宏
ギリアデルの課題～初発例と再発例
～

パネルディスカッション「悪性神
経膠腫の診断と治療 Up to
date」

11/14 東京 2013

学会 ポスター
*鈴木祥生、*岩本和久、*仁木　淳、*大
木敬章、*小櫃久仁彦、**倉田　彰、中
原邦晶、犬飼　円、佐藤公俊、隈部俊宏

高度狭窄病変に対するCASにおける
Spider Fxの初期使用経験

第29回日本脳神経血管内治療
学会学術総会

11/21 新潟 2013

学会 ポスター

隈部俊宏、*川口奉洋、*齋藤竜太、*金
森政之、*山下洋二、*園田順彦、*冨永
悌二

Clinical significance and limitation of
repeat resection for pediatric
malignant neuroepithelial tumors

4th Quadrennial Meeting of the
World Federation of Neuro-
Oncology

11/22
San

Francisco
2013

学会 一般 大澤成之
側脳室三角部に発生した海綿状血
管腫の１例

第１２２回社団法人日本脳神経
外科学会関東支部学術集会

12/7 東京 2013

学会 一般 谷崎義徳
両側側脳室脈絡叢海綿状血管腫の
一例

第１２２回社団法人日本脳神経
外科学会関東支部学術集会

12/7 東京 2013

学会 一般 隈部俊宏、*冨永悌二
頭蓋内胚腫に対する不完全な治療
によって生ずる問題を再確認しよう

第３１回日本脳腫瘍学会学術
集会

12/8 宮崎 2013

学会 ポスター 岡　秀宏、藤井清孝
Expedient approaches for
craniopharyngioma surgery:
Micro/Endoscopic Hybrid Surgery

2013 Annual Meeting of CNS
Ｓａｎ　Ｆｒａ

ｎｃｉｓ
2013

研究会 一般
小泉寛之、清水　暁、中原邦晶、宮崎朋
子、*望月崇弘、*中山賢司、今野慎吾、
*山本勇夫、**北原孝雄、隈部俊宏

前頭側頭減圧開頭術における皮膚
切開変法：耳介後方切開

第20回神奈川脳神経外科手術
手技プログラム

1/11 横浜 2014

研究会 一般
久須美真理、岡　秀宏、関口朋子、佐藤
澄人、隈部俊宏

外側後頭蓋下開頭術の工夫
手技にこだわる脳神経外科ビ
デオカンファランス

1/18 東京 2014

研究会 一般
中原邦晶、北原孝雄、今野慎吾、小泉寛
之*、隈部俊宏*

性行為関連脳卒中の検討
第1回神奈川脳卒中コンソ―シ
アム

1/31 神奈川 2014

学会 一般
久須美真理*、岡　秀宏*、佐藤澄人、隈
部俊宏

動眼神経麻痺で発症した脳腫瘍手
術経験

第16回日本脳神経減圧術学会 2/6 大阪 2014



学会 一般
佐藤澄人、*渡辺克成、**星　英司、関
口朋子、宮島良輝、隈部俊宏

振戦を伴う上肢動作特異性ジストニ
アに対し、Vim-Vo thalamotomyを施
行した1例

第53回日本定位・機能神経外
科学会

2/7 大阪 2014

研究会 一般 近藤竜史、隈部俊宏
Deformation of Neuroform Deposited
in Highly Curved Vessel

6th Niigata Neuroendvascular
Tharagp Seminar

2/8 苗場 2014

研究会 一般
大澤成之、清水　暁、岡　秀宏、藤井清
孝、*Albert L. Rhoton

経鼻経蝶形骨洞手術
第18回北里脳神経外科微小解
剖セミナー

2/23 相模原 2014

研究会 一般 久須美真理、福島孝徳
Extreme Lateral Infrajugular
Trancondylar Exposure (ELITE)

第18回北里脳神経外科微小解
剖セミナー

2/23 相模原 2014

学会 一般
佐藤澄人、*小野澤裕也、関口朋子、宮
島良輝、久須美真理、隈部俊宏

運動皮質の単極刺激MEPモニタリン
グにおけるリファレンス電極の位置
の重要性

第16回日本ヒト脳機能マッピン
グ学会

3/6 仙台 2014

学会 一般
隈部俊宏、*川口泰洋、*齋藤竜太、*金
森政之、*山下洋二、*園田順彦、*冨永
悌二

小児悪性神経上皮性脳腫瘍に対す
る複数回手術の意義と限界

第6回関東小児脳腫瘍カンファ
レンス

3/8 東京 2014

学会 ポスター
小泉寛之、*北原孝雄、*中原邦晶、*今
野慎吾、隈部俊宏

補助人工心臓（ventricular assist
device）装着中に脳出血を合併した
一例

第39回日本脳卒中学会総会 3/14 大阪 2014

学会 ポスター 谷崎義徳、飯田秀夫、隈部俊宏
前頭葉皮質下出血で発症した、Pial
Arteriovenous fistula　の一例

第39回日本脳卒中学会総会 3/14 大阪 2014

学会 ポスター 湯澤　泉、佐藤公俊、隈部俊宏
経過観察中に破裂した未破裂嚢状
動脈瘤症例の検討

第39回日本脳卒中学会総会 3/14 大阪 2014

学会 一般
佐藤公俊、湯澤　泉、*天野　完、*海野
信也、**奥富俊之、山田　勝、鈴木祥
生、藤井清孝、隈部俊宏

無痛分娩を原則とする当院における
もやもや病患者の妊娠・分娩・産褥
期の検討

第43回日本脳卒中の外科学会
学術集会

3/15 大阪 2014

研究会 一般
馬渕一樹、岡　秀宏、近藤宏治、隈部俊
宏、*鷺内隆雄

膠芽腫再発と紛らわしいMRI画像を
呈したてんかん後患者の1例

第27回神奈川脳腫瘍フォーラ
ム

3/28 横浜 2014

学会 ポスター
清水　暁, 望月崇弘, 関口朋子, 大澤成
之, Kawai, T., Kono, M., 鷺内隆雄, 隈部
俊宏

Edamame sign in syringomyelia: A
pattern of syrinx dilation correlated
with spared thermal nociception

82nd American Association of
Neurological Surgeons Annual
Scientific Meeting

4/5
San

Francisco
2014

研究会 一般
大澤成之、清水　暁、岡　秀宏、隈部俊
宏

経上顎洞内視鏡下頭蓋底手術：実現
のための解剖学的検討

第28回日本微小脳神経外科解
剖研究会

4/5 福岡 2014

研究会 一般
岡　秀宏、清水　暁、大澤成之、久須美
真理、近藤宏治、*田中柳水、**藤井清
孝、***Albert L. Rhoton

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

第28回日本微小脳神経外科解
剖研究会

4/5 福岡 2014

学会 一般
久須美真理、*岡　秀宏、関口朋子、佐
藤澄人、隈部俊宏

外側後頭下開頭術の工夫 第23回脳神経外科手術と機器
学会

4/19 福岡 2014

学会 一般 近藤宏治、久須美真理、岡　秀宏
術中運動誘発電位モニタリングの利
用で閉塞性動脈硬化症の悪化を発
見できたくも膜下出血の1例

第27回日本老年脳神経外科学
会

5/8 新潟 2014

学会 一般
犬飼　円、*眞野　唯、*長南雅志、関口
朋子、大澤成之、宮島良輝、久須美真
理、**中島裕康、**原　敦子、隈部俊宏

BCNU wafers貼付後の組織病変：剖
検例と再手術例より

第32回日本脳腫瘍病理学会学
術集会

5/23 徳島 2014



学会 一般
中原邦晶、清水　暁、小泉寛之、隈部俊
宏

頭蓋単純エックス線および3次元CT
による小児の骨折線と鑑別困難な後
頭骨縫合線検出感度の比較検討

第42回日本小児神経外科学会 5/29 仙台 2014

学会 ポスター 佐藤公俊
CEA時に全身麻酔導入後に冠攣縮
による心停止をきたし後日局部麻酔
下にCASを行った一例

第1回日本心血管脳卒中学会
学術集会

6/6 大宮 2014

学会 一般
近藤竜史，隈部俊宏，*松本康史，**杉
山慎一郎，***藤原　悟，****高橋　明，
*****新妻邦泰，*****冨永悌二

全身麻酔下頚動脈ステント留置術の
安全性

第1回日本心血管脳卒中学会
学術集会

6/7 大宮 2014

研究会 一般
*久須美真理、*岡　秀宏、*近藤宏治、
佐藤澄人、隈部俊宏

手術アプローチ選択に苦慮した小脳
橋角部腫瘍の2症例

第６８回関東脳神経外科懇話
会

6/7 東京 2014

研究会 ポスター
清水　曉、関口朋子、望月崇弘、河野心
範、河井卓也、鳥越総一郎、岡　秀宏、
隈部俊宏

高速スピンエコーMRI にて胸髄髄内
血腫と誤認された髄内脂肪腫の1 例

第29回日本脊髄外科学会 6/12 東京 2014

学会 一般
田中　聡*、岡　秀宏**、高梨　淳子**、
田代　隆***、秋元　治朗****

脊髄術中MEPモニタリングにおける
末梢神経刺激CMAP補正の有用性

第29回日本脊髄外科学会 6/13 東京 2014

研究会 一般 近藤竜史
頭頸部アテローム血栓症に対する最
新の血管内治療

第４回動脈硬化と血栓症研究
会

6/13 群馬 2014

学会 一般
近藤竜史、中原邦晶、佐藤公俊、小泉寛
之、山本大輔、檀　充、隈部俊宏、*松本
康史

Failed IV rt-PA はどう診断するか？
脳血管内治療ブラッシュアップ
セミナー2014

7/4 神戸 2014

学会 一般
近藤竜史、中原邦晶、佐藤公俊、小泉寛
之、山本大輔、檀　充、隈部俊宏

アテローム血栓性閉塞と塞栓性閉塞
の術中鑑別の工夫

脳血管内治療ブラッシュアップ
セミナー2014

7/4 神戸 2014

研究会 一般
近藤竜史、中原邦晶、佐藤公俊、小泉寛
之、山本大輔、檀充、隈部俊宏、松本康
史*

急性期頭蓋内動脈閉塞に対する脳
血管内治療と抗血小板薬の役割

第５回神奈川脳卒中外科研究
会

7/11 横浜 2014

研究会 一般
近藤竜史、中原邦晶、隈部俊宏、松本康
史*

虚血発症頭蓋内動脈解離に対する
血管内治療

血管内治療講演会 7/18 名古屋 2014

研究会 一般
近藤竜史、中原邦晶、佐藤公俊、小泉寛
之、山本大輔、檀　充、隈部俊宏

異なる症候を呈した眼窩内動静脈瘻
の２例

第４８回近畿脳神経血管内手
術法ワークショップ

7/19 和歌山 2014

研究会 一般
近藤竜史、中原邦晶、佐藤公俊、小泉寛
之、山本大輔、隈部俊宏、
松本康史

Scepterの標準的使用法とVFCの挙
動

第４回Kanagawa Vascular
conference in 鎌倉

7/19 鎌倉 2014

研究会 一般 近藤竜史、松本康史
血管内治療のムシがいる-内科医が
血管内治療医になったわけ-

第２回New Neurology Expert
Meeting

7/25 京都 2014

学会 一般
久須美真理，*福島孝徳，岡　秀宏，宮
島良輝，隈部俊宏

側脳室三角部髄膜腫に対する手術
アプローチと合併症予防

第19回日本脳腫瘍の外科学会 9/12 東京 2014

学会 一般
黒田博紀，宮島良輝，檀　充，佐藤公
俊，湯澤　泉，佐藤澄人，*岡　秀宏，**
原　敦子，隈部俊宏

NF1に合併したoptic glioma以外の
glioma症例

第19回日本脳腫瘍の外科学会 9/13 東京 2014

学会 一般
宮島良輝，檀　充，黒田博紀，佐藤澄
人，*岡　秀宏，**原　敦子，***川野信
之，隈部俊宏

当院における頭蓋内上衣腫の治療
成績

第19回日本脳腫瘍の外科学会 9/13 東京 2014



学会 一般
近藤竜史、中原邦晶、佐藤澄人、久須美
真理、関口朋子、隈部俊宏

エンボスフィア®による摘出術前塞栓
術を行った傍矢状静脈洞部髄膜腫
の1例

第19回日本脳腫瘍の外科学会 9/13 東京 2014

研究会 一般
近藤竜史、中原邦晶、佐藤公俊、小泉寛
之、山本大輔、檀充、隈部俊宏

腎不全合併未破裂脳動脈瘤症例に
対する脳血管内治療

第19回Kanagawa Neuro-
Intervention Seminar for Stroke

9/13 横浜 2014

研究会 一般
近藤竜史、中原邦晶、隈部俊宏、松本康
史*

北里大学で行っている脳血管内治療 武田薬品社内勉強会 9/17 相模原 2014

研究会 一般 近藤竜史、隈部俊宏、松本康史*
内科医が脳外科で働くようになるま
で

第8回東京脳卒中の血管内治
療セミナー

9/20 東京 2014

学会 一般
近藤竜史、中原邦晶、佐藤公俊、小泉寛
之、山本大輔、檀　充、隈部俊宏

Orbital Arteriovenous Fistula:A
Report of Two Cases

The 12th Korean and Japanese
Friendship Conference of
Surgery for Cerebral Stroke

9/27 大阪 2014

学会 一般
佐藤澄人、滝山容子*、渡辺克成**、宮
島良輝、西山和利*、隈部俊宏

Vim-thalamotomy術後の神経心理学
的検討

第３８回日本神経心理学会学
術集会

9/26 山形 2014

学会 ポスター
湯澤　泉、小泉寛之、中原邦晶、山本大
輔、隈部俊宏

重症脳梗塞に対する開頭減圧療法
における年齢および手術開始時期の
検討

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/9 東京 2014

学会 ポスター
山本大輔、中原邦晶、小泉寛之、隈部俊
宏

自転車事故における頭部外傷のつ
いての臨床的検討

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/9 東京 2014

学会 ポスター
久須美真理、岡　秀宏、佐藤澄人、宮島
良輝、近藤竜史、隈部俊宏

長期成績からみた髄膜腫の治療戦
略：良性と悪性を分けて考える

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/9 東京 2014

学会 一般

*村垣義浩、*丸山隆志、隈部俊宏、**成
田善孝、*新田雅之、***生田聡子、****
永根基雄、*****中村英夫、******片山
宏、******水澤純基、*******福田治
彦、*******渋井壮一郎、*******JCOG
脳腫瘍グループ

退形成性神経膠腫に対するACNU先
行再発時テモゾロミド療法をテモゾロ
ミド療法と比較するランダム化第III相
試験（JCOG1016）

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/9 東京 2014

学会 一般
中原邦晶、*清水　暁、小泉寛之、隈部
俊宏

小児頭蓋骨骨折の鑑別目的に3次元
CTは必要か？―骨折線と類似する
小児後頭縫合線の頭蓋エックス線と
3次元CTの検出感度の比較検討―

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/9 東京 2014

学会 ポスター
佐藤澄人、*滝山容子、**渡辺克成、宮
島良輝、*西山和利、隈部俊宏

Vim-thalamotomy術後の神経心理学
的検討

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/10 東京 2014

学会 ポスター

*金森政之、**渡辺みか、***菊池敦生、
柴原一陽、****齋藤竜太、*****山下洋
二、****園田順彦、***呉　繁夫、隈部
俊宏、****冨永悌二

IDH1/2遺伝子変異検出による術中
遺伝子診断の試み

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/10 東京 2014

学会 ポスター
*山下洋二、**園田順彦、***金森政之、
**齋藤竜太、隈部俊宏、**冨永悌二、*
片倉隆一

脳悪性リンパ腫における全身FDG-
PET検査の役割

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/10 東京 2014

学会 一般
清水　暁、大澤成之、関口朋子、望月崇
弘、岡　秀宏、隈部俊宏

眼窩内腫瘍へのone-piece
supraorbital appraoch変法

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/10 東京 2014

学会 ポスター
佐藤公俊、隈部俊宏、*藤吉和博、**野
田千春、***東條美奈子、**阿古潤哉

無症候性頚動脈狭窄症の内科治療
成績

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/11 東京 2014



学会 ポスター
黒田博紀、檀　充、宮島良輝、湯澤　泉、
佐藤澄人、岡　秀宏、*原　敦子、隈部俊
宏

NF1に合併したoptic glioma以外の
glioma症例

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/11 東京 2014

学会 ポスター
*園田順彦、*齋藤竜太、**金森政之、隈
部俊宏、*冨永悌二

Glioblastomaの再発形式の予測
日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/11 東京 2014

学会 ポスター
小泉寛之、隈部俊宏、*星　佳芳、中原
邦晶、**今野慎吾、**北原孝雄

パチンコは脳卒中のアウトカム（退院
時転帰）を悪くするのか？

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/11 東京 2014

学会 一般
宮島良輝、檀　充、黒田博紀、佐藤澄
人、*岡　秀宏、**原　敦子、***川野信
之、隈部俊宏

当院における頭蓋内上衣腫の治療
成績

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/11 東京 2014

学会 一般
大澤成之、宮島良輝、檀　充、*関口朋
子、黒田博紀、隈部俊宏

当施設におけるGliadel®貼付後の有
害事象―おもに症候性ガス貯留につ
いて―

日本脳神経外科学会第73回学
術総会

10/11 東京 2014

研究会 一般 小泉寛之 救急領域における神経内視鏡治療 相模原脳卒中治療講演会 10/14 相模原 2014

研究会 一般 近藤竜史
急性期アテローム血栓頭蓋内動脈
閉塞に対する血管内治療

相模原脳卒中治療講演会 10/14 相模原 2014

研究会 一般 近藤竜史
新任地での脳梗塞超急性期再開通
療法の現実

Meeting the Specialist in 仙台 10/24 仙台 2014

学会 一般
*渡辺克成、佐藤澄人、**眞木二葉、*岡
村　泰、***谷口　真、****横地　房子

Dynamic change of synchronized
temporal patterns of somatosensory
evoked potentials within thalamus
following median nerve stimulation in
Parkinson's disease and essential
patients

XXIst Congress of theEuropean
Society for Stereotactic and
Functional Neurosurgery

11/20 オランダ 2014

学会 ポスター
中原邦晶、近藤竜史、佐藤公俊、小泉寛
之、山本大輔、隈部俊宏

症候性海綿静脈洞部内頚動脈瘤に
対する母血管閉塞術における
proximal protectionの有用性が示唆
された２例

第30回日本脳神経血管内治療
学会学術総会

12/5 横浜 2014

学会 ポスター
山本大輔、近藤竜史、中原邦晶、小泉寛
之、佐藤公俊、黒田博紀、檀　充、隈部
俊宏

異なる症例を呈した眼窩内動静脈瘻
の2例

第30回日本脳神経血管内治療
学会学術総会

12/6 横浜 2014

研究会 一般 近藤竜史 最新の脳梗塞超急性期再開通療法 第406回神奈川神経談話会 12/18 横浜 2014

学会 一般 隈部俊宏
We should reconfirm the problems
caused by incomplete treatments for
intracranial germinomas

The 1st Asian CNS GCT
Conference

12/21 東京 2014

学会 一般 隈部俊宏
We should reconfirm the problems
caused by incomplete treatments for
intracranial germinomas

The 1st Asian CNS GCT
Conference

12/21 2014

研究会 一般
清水　曉、望月崇弘、大澤成之、*中山
賢司、*山本勇夫、隈部俊宏

術中チェックリスト：操作忘れの予防
策

第22回神奈川脳神経外科手術
手技研究会

1/10 横浜 2015

研究会 一般 隈部俊宏 上衣腫に対する再摘出術
第48回ニューロ・オンコロジィの
会

2/7 東京 2015

研究会 一般 三島大徳，三井公彦，諏訪知也 術中 MEP の解釈
第35回神奈川スパインカンファ
レンス

2/13 横浜 2015



学会 一般
隈部俊宏、*川口奉洋、*齋藤竜太、*金
森政之、*山本洋二、*園田順彦、*冨永
悌二

Clinical significance and limitations of
repeat resection for pediatric
malignant neuroepithelial tumors
using intraoperative neuronavigation
system

1st Congress of Asian-
Australasian Society for
Pediatric Neurosurgery and
Inaugural Meeting

3/21 Taiwan 2015

学会 ポスター
*谷崎義徳、*飯田秀夫、*阿部克智、近
藤竜史、隈部俊宏

脳内出血で発症した外科後脈絡叢
動脈抹消部の感染性脳動脈瘤の一
例

第44回日本脳卒中の外科学会 3/26 広島 2015

学会 一般
佐藤公俊、*藤吉和博、**星　佳芳、***
野田千春、****東條美奈子、***阿古潤
哉、隈部俊宏

無症候性頚動脈高度狭窄症に対す
る内科および外科的治療成績：本邦
単施設オープンコホート研究

第40回日本脳卒中学会総会 3/26 広島 2015

研究会 一般
隈部俊宏、宮島良輝、檀　充、山本大
輔、黒田博紀、*齋藤竜太、*金森政之、
*園田順彦、*冨永悌二

頭蓋内胚腫に対する不完全な治療
によって生ずる問題を再確認しよう

第62回神奈川小児腫瘍研究会 3/28 横浜 2015

学会 ポスター 岡　秀宏、久須美真理、近藤宏冶
脳神経外科手術における新型バイ
ポーラ[ベザリウス]：その基礎および
臨床上の特徴

第24回脳神経外科手術と機器
学会

4/3 大阪 2015

学会 一般
*久須美真理、*岡　秀宏、*近藤宏冶、
隈部俊宏

内頸動脈と側副血行路評価に基づ
いた後頭蓋窩アプローチ

第24回脳神経外科手術と機器
学会

4/3 大阪 2015

研究会 一般
久須美真理，岡　秀宏，近藤宏治，隈部
俊宏

頸動脈孔解剖を考えた脛静脈孔腫
瘍手術

第29回日本微小脳神経外科解
剖研究会

4/11 名古屋 2015

学会 一般
Kanamori M, 隈部俊宏, Watanabe M,
Saito R, Yamashita Y, Sonoda Y,
Tominaga T

Differences of histrogical and clinical
characterstics in the teratoma during
the treatment for intracranial germ
cell tumors

4th International CNS Cerm
Cell Tumors Symposium

4/14 東京 2015

学会 一般
Saito R, Saonoda Y, Kanamori M,
Kawaguchi T, 隈部俊宏, Tominaga T

Germinomas can be diagnosed
without histrogical verification

4th International CNS Cerm
Cell Tumors Symposium

4/14 東京 2015

学会 ポスター
清水　暁, 望月崇弘, 大澤成之, 隈部俊
宏

Intraoperative ultrasonography
during drainage for chronic subdural
hematomas: A technique to release
isolated deep-seated hematomas -
Technical Note-

83rd American Association of
Neurological Surgeons Annual
Scientific Meeting

5/2
Washingto

n, D.C.
2015

学会 ポスター
黒田博紀，隈部俊宏，湯澤　泉，*原　敦
子，**齋藤竜太，**園田順彦，***渡辺
ゆか，**冨永悌二

NF1に合併したpleomorphic
xanthoastrocytoma

第33回日本脳腫瘍病理学会学
術集会

5/29 高松 2015

学会 一般
*金森政之，**渡辺みか，***鈴木博義，
****柴原一陽，*****齋藤竜太，****園
田順彦，隈部俊宏，****冨永悌二

退形成性神経膠腫におけるIDH1
R132H タンパク質発現と予後に関す
る検討

第33回日本脳腫瘍病理学会学
術集会

5/30 高松 2015

研究会 一般
*久須美真理，*岡　秀宏，*近藤宏治，
隈部俊宏

聴神経腫瘍に対する内耳道解放時
に注意していること

第70回関東脳神経外科懇話会 6/13 東京 2015

学会 一般
*清水　暁，*望月崇弘，*大澤成之，隈
部俊宏

慢性硬膜下血腫ドレナージ術におけ
る術中エコー：孤立した深部血腫を
開放する手技

第15回日本術中画像情報学会 6/20 東京 2015

学会 一般
檀　充，山本大輔，黒田博紀，宮島良
輝，佐藤公俊，隈部俊宏

脳外科手術における術中CTの有用
性

第15回日本術中画像情報学会 6/20 東京 2015



学会 ポスター
*大澤成之，*清水　暁，*望月崇弘，*中
山賢司，*山本勇夫，近藤竜史，隈部俊
宏

脊髄硬膜動静脈瘻におけるシャント
と導出静脈硬膜貫通部の高位不一
致

第30回日本脊髄外科学会 6/25 札幌 2015

研究会 一般
黒田博紀，檀　充，山本大輔，阿部克
智，小泉寛之，中原邦晶，佐藤公俊，近
藤竜史，隈部俊宏

胚細胞腫への放射線治療27年後に
脳動脈瘤破裂を繰り返した1例

第9回関東小児脳腫瘍カンファ
レンス

8/22 東京 2015

学会 一般

*金森政之，**比嘉剛志，*園田順彦，**
村上昌平，**北村大志，**百々美奈，
***柴田龍弘，****渡辺みか，*****鈴
木博義，*柴原一陽，*齋藤竜太，*山下
洋二，隈部俊宏，******山本雅之，**本
橋ほづみ，*冨永悌二

悪性神経膠腫におけるNRF2経路活
性化と予後に関する検討

第16回日本分子脳神経外科学
会

8/29 浜松 2015

学会 一般
宮坂和弘，近藤竜史，山本大輔，小泉寛
之，中原邦晶，隈部俊宏

破裂右内頚動脈後交通動脈分岐部
脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術後に
後交通動脈穿通枝領域に梗塞を呈
した1例

第127回日本脳神経外科学会
関東支部学術集会

9/12 東京 2015

学会 一般
亀山昌幸，小泉寛之，山本大輔，檀
充，隈部俊宏

神経内視鏡下血腫除去にて救命し
得た外傷性小脳出血の一例

第127回日本脳神経外科学会
関東支部学術集会

9/12 東京 2015

学会 一般
山本大輔，近藤竜史，宮坂和弘，佐藤雄
一，小泉寛之，隈部俊宏

大脳鎌テント髄膜腫に合併した硬膜
動静脈瘻の1例

第127回日本脳神経外科学会
関東支部学術集会

9/12 東京 2015

学会 一般
佐藤雄一，檀　充，*秋谷昌史，*原　敦
子，隈部俊宏

Occipital trans-tentorial approachに
て全摘し得た脳神経を発生母地とぜ
ず大きく橋に進展したテント縁神経鞘
腫の1例

第127回日本脳神経外科学会
関東支部学術集会

9/12 東京 2015

学会 一般 隈部俊宏
Repeat surgery and stereotactic
radiosurgery for recurrent malignant
neuroepithelial tumors

12th Meeting of the Asian
Society for Neuro-Oncology

9/17 Philippine 2015

学会 一般 三井公彦，清水　暁，三島大徳
脊髄髄内腫瘍手術における脊髄前
方の微小解剖

第22回日本脊椎・脊髄神経手
術手技学会学術集会

9/18 東京 2015

学会 一般
*久須美真理，*岡　秀宏，*近藤宏治，
隈部俊宏

前床突起髄膜腫に対する前床突起
切除の必要性

第20回日本脳腫瘍の外科学会 9/24 名古屋 2015

学会 一般 *近藤宏治，*久須美真理，*岡　秀宏
キーホール手術で摘出可能であった
上衣下巨大細胞性星細胞腫の1例

第20回日本脳腫瘍の外科学会 9/26 名古屋 2015

学会 ポスター
木島千尋，*宮下俊之，岡　秀宏，隈部
俊宏

当院で経験した３例のGorlin症候群
の分子遺伝学的検討

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/14 札幌 2015

学会 ポスター
佐藤雄一，犬飼　円，*原　敦子，隈部俊
宏

臨床的にsecondary glioblastomaと判
断される膠芽腫のIDH遺伝子異常

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/14 札幌 2015

学会 ポスター
*久須美真理，*岡　秀宏，*近藤宏治，
隈部俊宏

前床突起髄膜腫に対する前床突起
切除の必要性

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/14 札幌 2015

学会 ポスター
山本大輔，近藤竜史，宮坂和弘，小泉寛
之，中原邦晶，隈部俊宏

頚部放射線照射後頚動脈狭窄に対
するステント留置術

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/14 札幌 2015

学会 一般
佐藤澄人，*渡辺克成，檀　充，**清水
和敬，**花島律子，隈部俊宏

PACSを用いた機能的定位脳手術中
Ｘ線画像処理

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/14 札幌 2015



学会 一般
清水　暁，望月崇弘，大澤成之，隈部俊
宏

慢性硬膜下血腫ドレナージ術におけ
る術中エコー：孤立した深部血腫を
開放する手技

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/14 札幌 2015

学会 ポスター
檀　充，山本大輔，黒田博紀，宮島良
輝，佐藤公俊，隈部俊宏

脳外科手術における術中CTの有用
性

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/15 札幌 2015

学会 ポスター
小泉寛之，山本大輔，黒田博紀，隈部俊
宏

外傷性脳内血腫に対する神経内視
鏡的血腫除去術の有用性の検討

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/15 札幌 2015

学会 一般
隈部俊宏，檀　充，山本大輔，黒田博
紀，佐藤雄一，宮島良輝，佐藤澄人

悪性神経膠腫に対するカルムスチン
ウエハース・テモゾロミド・ベバシズマ
ブ複合療法に必要とする費用

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/15 札幌 2015

学会 一般
近藤竜史，隈部俊宏，*松本康史，*佐藤
健一，**遠藤英徳，***冨永悌二

破裂椎骨動脈瘤に対する親動脈閉
塞術の長期転帰

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/15 札幌 2015

学会 ポスター
黒田博紀，佐藤雄一，宮坂和弘，檀
充，山本大輔，宮島良輝，佐藤澄人，隈
部俊宏

当院における悪性神経膠腫に対する
カルムスチンウエハース使用症例の
治療成績と合併症

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/16 札幌 2015

学会 ポスター
*齋藤竜太，**園田順彦，*庄司拓大，*
針生新也，*眞野　唯，*長南雅志，*金
森政之，隈部俊宏，*冨永悌二

MRIモニタリング下ニトロソウレア剤
Convection-enhanced deliveryによる
神経膠腫新規治療法の開発

日本脳神経外科学会第74回学
術集会

10/16 札幌 2015

学会 一般
小泉寛之，山本大輔，亀山昌幸，檀
充，隈部俊宏

外傷性脳内血腫に対する神経内視
鏡的血腫除去術の有用性の検討

第22回日本神経内視鏡学会 11/6 松島 2015

学会 一般 *近藤宏治，*久須美真理，*岡　秀宏
キーホール手術で摘出可能であった
上衣下巨細胞性星細胞腫の1例

第22回日本神経内視鏡学会 11/6 松島 2015

学会 ポスター
宮坂和弘，近藤竜史，山本大輔，小泉寛
之，中原邦晶，隈部俊宏

脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術後に
穿通枝梗塞を生じた2例

第31回日本脳神経血管内治療
学会学術総会

11/18 岡山 2015

学会 ポスター
山本大輔，近藤竜史，宮坂和弘，小泉寛
之，中原邦晶，隈部俊宏

頚部放射線照射後に生じた頚動脈
狭窄に対するステント瘤治術の特徴
及び治療成績

第31回日本脳神経血管内治療
学会学術総会

11/18 岡山 2015

学会 ポスター
檀　充，山本大輔，佐藤雄一，黒田博
紀，宮島良輝，佐藤公俊，隈部俊宏

Re-evaluation of the usefulness of
intraoperative computed tomography
for neurosurgical procedures in
intraoperative magnetic resonance
imaging era

The 20th Annual Scientific
Meeting and Education Day of
the Society for Neuro-
Oncology

11/20
San

Antonio
2015

学会 一般 村垣善浩，隈部俊宏

Multicenter retrospective study to
compare chemoradiotherapy with
temozolomide or ACNU in 535
anaplastic gliomas

The 20th Annual Scientific
Meeting and Education Day of
the Society for Neuro-
Oncology

11/20
San

Antonio
2015

学会 一般 隈部俊宏
Surgeries of gliomas and perforating
arteries

The 1st Quaderennial Meeting
of Walter E. Dandy
Neurosurgical Society

11/22 Dubai 2015

学会 ポスター
隈部俊宏，檀　充，黒田博紀，宮坂和
弘，山本大輔，宮島良輝，大澤成之，佐
藤澄人

当院における悪性神経膠腫に対する
カルムスチンウエハース使用症例に
治療成績と合併症

第33回日本脳腫瘍学会学術集
会

12/6 京都 2015

学会 ポスター
佐藤雄一，檀　充，山本大輔，黒田博
紀，犬飼　円，*原　敦子，隈部俊宏

Bevacizumabを併用した再発diffuse
intrinsic pontine glioma の治療

第33回日本脳腫瘍学会学術集
会

12/6 京都 2015



学会 一般
犬飼　円，*原　敦子，**安井美江，*三
枝　信，隈部俊宏

膠芽腫の偽柵状配列部領域におけ
るHIF-1/Akt 系活性化を介したがん
幹細胞化維持

第33回日本脳腫瘍学会学術集
会

12/8 京都 2015

学会 ポスター
*久須美真理，*岡　秀宏，*近藤宏治，
隈部俊宏

確実な三叉神経痛手術を目指して：
様々な原因から

第18回日本脳神経減圧術学会 1/21 仙台 2016

研究会 一般
近藤竜史，隈部俊宏，*井島大輔，*西山
和利

Non-Vitamin K Antagonist Oral
Anticoagulant (NOACs)内服患者に
おける頭蓋内出血の特徴

第27回神奈川Stroke Forum 3/11 横浜 2016

学会 一般
久須美真理，岡　秀宏，近藤宏治，隈部
俊宏

前床突起近傍髄膜腫に対する前床
突起切除の工夫：ドリルと骨鉗子で
手早く行う方法

第25回脳神経外科手術と機器
学会

3/25 新潟 2016

学会 一般
久須美真理、岡　秀宏、近藤宏治、隈部
俊宏

前床突起近傍髄膜腫に対する前床
突起切除の工夫：ドリルと骨鉗子で
手早く行う方法

第25回脳神経手術と機器学会 3/25 新潟 2016

学会 一般
宮坂和弘，近藤竜史，檀　充，亀山昌
幸，阿部克智，山本大輔，小泉寛之，佐
藤澄人，隈部俊宏，*小笠原邦昭

離部から前脊髄動脈が起始していた
破裂椎骨動脈解離に対して，血管内
治療と直達手術により根治を得た1
例

第129回日本脳神経外科学会
関東支部会学術集会

4/2 東京 2016

学会 一般
山本大輔，近藤竜史，小泉寛之，宮坂和
弘，檀　充，阿部克智，隈部俊宏，*清水
宏明

多発性嚢状破裂後下小脳動脈瘤の1
例

第129回日本脳神経外科学会
関東支部会学術集会

4/2 東京 2016

学会 一般
宮坂和弘、近藤竜史、檀　充、亀山昌
幸、阿部克智、山本大輔、小泉寛之、佐
藤澄人、隈部俊宏、小笠原邦昭

離部から前脊髄動脈が起始していた
破裂椎骨動脈解離に対して、血管内
治療と直達術により根治を得た1例

第129回日本脳神経外科学会
関東支部会学術集会

4/2 東京 2016

学会 一般
隈部俊宏，檀　充，黒田博紀，佐藤雄
一，宮坂和弘，山本大輔，宮島良輝，大
澤成之，佐藤澄人，*赤羽敦史

Efficacy and adverse events of
carmustine wafers implantation for
the treatments of high grade gliomas
in a single institute

The 21st International
Conference on Brain Tumor
Research and Therapy

4/13 沖縄 2016

学会 ポスター 久須美真理，隈部俊宏

術中ICGにて判明した破裂遠位後下
小脳動脈瘤に動静脈奇形が合併し
た一例：適切な術前診断・手術方針
の検討

第45回日本脳卒中の外科学会
学術集会

4/16 札幌 2016

学会 一般 隈部俊宏
Cortical Stimulation Mapping: How do
we do it

First International Brain
Mapping Course

4/29 Chicago 2016

研究会 ポスター
*清水　暁，小泉寛之，**山田　勝，***
岡　秀宏，隈部俊宏

高位頸椎髄膜腫の摘出術により遠
隔部の椎骨動脈に仮性動脈瘤を生
じた1例

第30回日本微小脳神経外科解
剖研究会

4/23 東京 2016

研究会 一般
*清水　暁，*大澤成之，*望月崇弘，関
口朋子，**岡　秀宏，隈部俊宏

上位頚椎の脊柱管腹側部腫瘍に関
連するanterior internal vertebral
venous plexus とanterior meningeal
arteryの手術解剖

第30回日本微小脳神経外科解
剖研究会

4/23 東京 2016

研究会 一般
*三井公彦，**清水　暁，*三島大徳，隈
部俊宏

脊髄髄内腫瘍手術における脊髄前
方の微小外科解剖

第30回日本微小脳神経外科解
剖研究会

4/23 東京 2016

研究会 一般
近藤竜史，山本大輔，宮坂和弘，隈部俊
宏

硬膜動静脈瘻の治療に必要な海綿
静脈洞周囲の微小解剖

第30回日本微小脳神経外科解
剖研究会

4/23 東京 2016



研究会 一般
清水　暁、小泉寛之、山田　勝、岡　秀
宏、隈部俊宏

高位頸椎髄膜腫の摘出術により遠
隔部の椎骨動脈に仮性動脈瘤を生
じた1例

第30回日本微小脳神経外科研
究会

4/23 東京 2016

研究会 一般
近藤竜史、山本大輔、宮坂和弘、隈部俊
宏

硬膜動静脈瘻の治療に必要な海綿
状脈洞周囲の微小解剖

第30回日本微小脳神経外科研
究会

4/23 東京 2016

研究会 一般 清水　暁、隈部俊宏
脊髄髄内腫瘍手術における脊髄前
方の微小外科解剖

第30回日本微小脳神経外科研
究会

4/23 東京 2016

研究会 一般
清水　暁，大澤成之、望月崇弘、関口朋
子、岡　秀宏、隈部俊宏

上位頸椎の脊椎管腹側部腫瘍に関
連するanterior internal vertebral
venous plexus とanterior meningeal
arteryの手術解剖

第30回日本微小脳神経外科研
究会

4/23 東京 2016

学会 一般 隈部俊宏
Functional Mapping Course of the
Cerebral Cortex: Advantages and
Limitations.

84th AANS Annual Scientific
Meeting

5/2 Chicago 2016

学会 一般
犬飼　円、原　敦子、安井美江、隈部俊
宏、三枝　信

低酸素環境による膠芽腫のテモゾロ
マイド抵抗性増強機構の解析

第105回日本病理学会総会 5/13 仙台 2016

学会 一般
檀　充，佐藤澄人，宮坂和弘，*秋谷昌
史，**北村英二，*原　敦子，***吉田一
成，隈部俊宏

中枢神経原発移植後リンパ増殖性
疾患の3例

第34回日本脳腫瘍病理学会学
術集会

5/28 東京 2016

学会 ポスター
*清水　暁，*大澤成之，*望月崇弘，**
小林洋介，***岡　秀宏，隈部俊宏

特発性脊髄ヘルニアの硬膜組織所
見ー症例報告

第31回日本脊髄外科学会 6/9 東京 2016

学会 一般
*三井公彦，**清水　暁，*三島大徳，*
諏訪知也

脊髄髄内腫瘍手術における脊髄前
方の微小外科解剖

第31回日本脊髄外科学会 6/10 東京 2016

学会 一般 隈部俊宏
Surgeries of gliomas & perforating
arteries

The 7th Japan-India
Neurosurgical Conference

6/18 大阪 2016

学会 一般 隈部俊宏
Surgeries of gliomas & perforating
arteries

The 7th Japan-India
Neurosurgical Conference

6/18 大阪 2016

学会 一般 近藤竜史
脳血管内治療後の抗血小板療法ー
酸分泌抑制薬の位置付けー

第13回日本脳神経血管内治療
学会関東地方会

7/9 東京 2016

研究会 一般
隈部俊宏，檀充，宮坂和弘，埴原光人，
柴原一陽，*小野澤裕也，**赤羽敦也

Atypical choroid plexus papillomaの
一例

第11回関東小児脳腫瘍カンファ
レンス

7/30 東京 2016

学会 一般
埴原光人，宮坂和弘，檀　充，柴原一
陽，佐藤澄人，齋藤竜太，金森政之，園
田順彦，冨永悌二，隈部俊宏

錐体路を栄養とするSubependymal
arteryの臨床解剖：術中に同定し得
た2症例報告

第21回日本脳腫瘍の外科学会 9/9 東京 2016

学会 一般
柴原一陽，宮坂和弘，檀　充，埴原光
人，隈部俊宏

経小脳延髄裂アプローチによる正常
脳解剖と血管走行

第21回日本脳腫瘍の外科学会 9/10 東京 2016

学会 ポスター
*清水　暁，*大澤成之，*望月崇宏，**
河井卓也，***三井公彦，隈部俊宏

脊髄拡大硬膜形成における椎間関
節上のミニスクリューへの硬膜吊り
上げ：簡便・効果的な髄腔の維持法

第23回日本脊椎・脊髄神経手
術手技学会学術集会

9/16 札幌 2016

学会 一般
山本大輔，近藤竜史，宮坂和弘，檀
充，*牛島大輔，小泉寛之，隈部俊宏

海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の
retorograde leptomeningeal venous
drainage

第130回日本脳神経外科学会
関東支部学術集会

9/17 東京 2016

学会 ポスター
埴原光人，*赤羽敦史，宮坂和弘，檀
充，柴原一陽，佐藤澄人，隈部俊宏

扁桃体から淡蒼球へ浸潤した膠芽腫
の治療戦略

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/29 福岡 2016



学会 ポスター

柴原一陽，*園田順彦，**鈴木博義，***
金森政之，***齋藤竜太，****鈴木保
宏，****増山祥二，*****上之原広司，
******渡辺みか，黒田博紀，隈部俊宏，
***冨永悌二

Neurofibromatosis 1に合併した
Glioblastomaの検討

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/29 福岡 2016

学会 ポスター
*長南雅志，**金森政之，**川口奉洋，
**齋藤竜太，***庄司拓大，柴原一陽，
****園田順彦，隈部俊宏，**冨永悌二

神経膠腫におけるIDH遺伝子異変と
深部静脈血栓症および肺塞栓症の
関連

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/29 福岡 2016

学会 ポスター
檀　充，佐藤澄人，宮坂和弘，*秋谷昌
史，**木村英二，***吉田一成，隈部俊
宏

中枢神経原発移植後リンパ増殖性
疾患の3例

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/29 福岡 2016

学会 一般
*赤羽敦史，隈部俊宏，*金沢　至，**田
中　実，**藤堂具紀

再発膠芽腫に対する定位放射線治
療+ベバシズマブ併用療法の有用性
と課題

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/29 福岡 2016

学会 一般
宮坂和弘，近藤竜史，*井島大輔，阿部
克智，山本大輔，小泉寛之，隈部俊宏

頚部内頚動脈狭窄に起因する眼虚
血症候群の発症様式と血行再建術
後視機能の関係

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/29 福岡 2016

学会 ポスター
小泉寛之，山本大輔，*星　佳芳，隈部
俊宏

高血圧性小脳出血における超急性
期内視鏡下血腫除去術の有効性

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/30 福岡 2016

学会 ポスター
近藤竜史，小泉寛之，黒田博紀，山本大
輔，宮坂和弘，隈部俊宏

近位親動脈閉塞術後の海綿静脈洞
内頚動脈瘤の瘤内塞血栓化過程ー
MRI所見の経時的変化ー

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/30 福岡 2016

学会 一般

*園田順彦，*松田憲一朗，**齋藤竜太，
***川瀧智之，****小田正哉，*****佐
藤雄一，******貞廣浩和，*櫻田　香，
****笹島寿郎，*****別府高明，隈部俊
宏，**冨永悌二，***木内博之，****清
水宏明，*****小笠原邦昭，******鈴木
倫保

初発膠芽腫におけるギリアデル留置
用剤の治療効果についてー7大学に
おける多施設共同研究ー

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/30 福岡 2016

学会 一般
山本大輔，近藤竜史，宮坂和弘，檀
充，*井島大輔，小泉寛之，隈部俊宏

安全な頸動脈ステント留置術を行う
上で理解すべき外頸動脈の分岐様
式

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/30 福岡 2016

学会 一般
佐藤澄人，*小野澤裕也，宮坂和弘，檀
充，山本大輔，黒田博紀，小泉寛之，隈
部俊宏

MEPモニタリングにおける陰極刺激
の意義

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/30 福岡 2016

学会 一般
*田中　聡，**秋元治朗，岡　秀宏，***
成田善孝

GlioblastomaにおけるMGMTmRNA量
のTemozolomide治療効果予測因子
としてのカットオフ値の決定

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/30 福岡 2016

学会 一般
*岡　秀宏，*久須美真理，*近藤宏治，
**ペルネツキー・アクセル

本邦初の最新3D神経内視鏡システ
ム（Visionsense）：Exoscope
Neurosurgeryの現状と展望

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

9/30 福岡 2016

学会 ポスター
*近藤宏治，*久須美真理，木島千尋，**
山崎　等，*岡　秀宏

ナビケ―ション下生検で確定された
視神経アスペルギルス肉芽腫

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

10/1 福岡 2016



学会 一般
*金森政之，*齋藤竜太，**園田順彦，隈
部俊宏，*冨永悌二

初期治療から5年以上経過した頭蓋
内胚腫患者の就学・就業に関する検
討

一般社団法人日本脳神経外科
学会第75回学術総会

10/1 福岡 2016

学会 一般
*久須美真理，*岡　秀宏，*近藤宏治，
隈部俊宏

第三脳室底開窓術が著効した
Sylvian aqueduct症候群を呈した中
脳被蓋部出血の一例

第23回日本神経内視鏡学会 11/17 東京 2016

学会 一般
小泉寛之，山本大輔，*星　佳芳，隈部
俊宏

高血圧性小脳出血における超急性
期内視鏡下血腫除去術の有効性

第23回日本神経内視鏡学会 11/17 東京 2016

学会 一般
*近藤宏治，*久須美真理，松本千尋，*
岡　秀宏

ナビゲーション支援下の神経内視鏡
の使用により生検できた，視神経管
周囲のアスペルギルス肉芽腫の症
例

第23回日本神経内視鏡学会 11/18 東京 2016

研究会 一般
小泉寛之，山本大輔，近藤竜史，隈部俊
宏

破裂脳動脈瘤クリッピング術後に顎
下腺腫脹による気道狭窄を来した１
例

第26回神奈川脳神経外科手術
手技研究会

1/7 横浜 2017

研究会 一般 埴原光人、檀　充、柴原一陽、隈部俊宏
小児脳腫瘍における成長ホルモン補
充に関して

第52回ニューロ・オンコロジィの
会

1/14 東京 2017

学会 一般
埴原光人，宮坂和弘，檀　充，柴原一
陽，佐藤澄人，隈部俊宏

Indocyanine green videoangiography
によるSubependymal artery の臨床
解剖の検討

第40回日本脳神経CI学会総会 3/3 鹿児島 2017

学会 一般
檀　充，宮坂和弘，埴原光人，柴原一
陽，黒田博紀，佐藤澄人，隈部俊宏

脳外科手術における術中造影CTを
用いた穿通枝と摘出範囲の描出

第40回日本脳神経CI学会総会 3/3 鹿児島 2017

学会 一般 近藤宏治，久須美真理，岡　秀宏
Susceptibility-weighted imaging　が
有用であった孤立性皮質静脈血栓
症の一例

第40回日本脳神経CI学会総会 3/3 鹿児島 2017

学会 ポスター 小泉寛之，隈部俊宏
破裂脳動脈瘤クリッピング術後に顎
下腺腫脹による気道狭窄を来した1
例

第46回日本脳卒中の外科学会
学術集会

3/16 大阪 2017

学会 ポスター 清水　暁，隈部俊宏
開頭術で生じた綿片遺残への回収
手術の是非

第46回日本脳卒中の外科学会
学術集会

3/16 大阪 2017

学会 一般 隈部俊宏
神経膠腫摘出から明らかとなった深
部細動脈破損による虚血部位と神経
障害

第46回日本脳卒中の外科学会
学術集会

3/17 大阪 2017

学会 一般 久須美真理，隈部俊宏
CEA時の針穴出血に対する微線維
性コラーゲンの有用性

第46回日本脳卒中の外科学会
学術集会

3/18 大阪 2017

学会 一般
埴原光人，宮坂和弘，檀　充，大越裕
人，柴原一陽，佐藤澄人，隈部俊宏

頭蓋頚椎移行部への播種再発病変
に対して画像上全摘を行った側頭葉
膠芽腫症例

第132回一般社団法人日本脳
神経外科学会関東支部学術集
会

4/8 東京 2017

学会 一般
久須美真理、岡　秀宏、近藤宏治、隈部
俊宏

傍鞍部髄膜腫手術に対する工夫
第26回脳神経外科手術と機器
学会

4/14 山梨 2017

学会 一般
柴原一陽、埴原光人、檀　充、佐藤澄
人、隈部俊宏

中脳正中部海綿状血管腫に対し
anterior interhemispheric
transcallosal/foraminal approachで摘
出した一例

第26回脳神経外科手術と機器
学会

4/14 山梨 2017



学会 一般
埴原光人、檀　充、柴原一陽、佐藤澄
人、隈部俊宏

錐体路を栄養するSubependymal
artery の臨床解剖と脳腫瘍手術にお
ける注意点

第26回脳神経外科手術と機器
学会

4/14 山梨 2017

学会 一般 岡　秀宏，久須美真理，近藤宏治
バイポーラシステム「ベザリウス」の
基礎研究と臨床応用：開発から10年
間の進化

第26回脳神経外科手術と機器
学会

4/15 山梨 2017

研究会 一般
清水　暁，望月崇弘，大澤成之，関口朋
子，隈部俊宏

外側後頭下アプローチにおける
bridged craniotomy変法

第10回日本整容脳神経外科研
究会

4/15 山梨 2017

研究会 一般
隈部俊宏、檀　充、宮坂和弘、埴原光
人、柴原一陽、小野澤裕也、佐藤澄人、
赤羽敦也

Atypical choroid plexus papillomaの
一例

第11回関東小児脳神経外科カ
ンファレンス

7/30 東京 2017

学会 一般
柴原一陽，*埴原光人，檀　充，佐藤澄
人，**犬飼　円，**原　敦子，***安井美
江，隈部俊宏

カルムスチン脳内留置用剤留置後脳
組織の病理学的検討

第18回日本分子脳神経外科学
会

8/26 甲府 2017

学会 一般

*長南雅志，*齋藤竜太，**庄司拓大，
***柴原一陽，*金森政之，****園田順
彦，*****渡辺みか，*****石井直人，*
冨永悌二

共刺激因子CD40とMaternal
embryonic leucine zipper kinase
(MELK)の相関解析

第18回日本分子脳神経外科学
会

8/26 甲府 2017

学会 一般
柴原一陽、埴原光人、宮坂和弘、檀
充、稲村彰紀、舘岡　達、佐藤澄人、隈
部俊宏

Butterfly glioblastoma に対する新規
アプローチ方法：両側経皮質と経半
球間裂を用いた摘出術

第22回日本脳腫瘍の外科学会 9/8 鹿児島 2017

学会 一般
佐藤澄人、檀　充、宮坂和弘、埴原光
人、柴原一陽、隈部俊宏

基底核および脳幹病変に対する定位
的生検

第22回日本脳腫瘍の外科学会 9/8 鹿児島 2017

学会 一般
久須美真理、岡　秀宏、近藤宏治、隈部
俊宏

ダンベル型頸静脈孔神経鞘腫に対
する内頸静脈を温存した
retorosigmoid-infralabysinthin
approach

第22回日本脳腫瘍の外科学会 9/9 鹿児島 2017

学会 一般
山本大輔、宮坂和弘、井島大輔、黒田博
紀、小泉寛之、近藤竜史、隈部俊宏

多発硬膜動静脈瘻に合併した横静
脈洞閉鎖に対して経皮的静脈洞形
成術を施行した1例

第133回日本脳神経外科学会
関東支部学術集会

9/16 東京 2017

学会 一般
清水　暁、大澤成之、望月崇弘、甘利和
光、近藤竜史、隈部俊宏

脊髄硬膜動静脈瘻において瘻と異な
る髄節で硬膜を貫通する導出静脈：
手術を複雑化する非典型的走行

第24回日本脊椎・脊髄神経手
術手技学会学術集会

9/23 新潟 2017

学会 ポスター
小泉寛之、山本大輔、*星　佳芳、隈部
俊宏

被殻出血における急性期内視鏡下
血腫除去術における予後因子の検
討

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/12 名古屋 2017

学会 一般
埴原光人、柴原一陽、佐藤澄人、*木内
博之、隈部俊宏

錐体路を栄養するSubependymal
artery の臨床解剖の検討

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/12 名古屋 2017

学会 一般
佐藤澄人、檀　充、宮坂和弘、*埴原光
人、柴原一陽、隈部俊宏

錐体路を栄養するSubependymal
artery の臨床解剖の検討

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/12 名古屋 2017

学会 一般
*金森政之、*齋藤竜太、*長南雅志、**
園田順彦、隈部俊宏、*冨永悌二

再発胚種に対する全脳全脊髄照射
の長期成績

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/12 名古屋 2017

学会 ポスター
舘岡　達、柴原一陽、*埴原光人、宮坂
和弘、檀　充、稲村彰紀、佐藤澄人、隈
部俊宏

頭部MRIで膠芽腫と鑑別困難な中枢
神経系原発悪性リンパ腫の放射線
及び病理学的検討

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/13 名古屋 2017



学会 ポスター

稲村彰紀、柴原一陽、舘岡　達、宮坂和
弘、檀　充、佐藤澄人、*齋藤竜太、*金
森政之、**園田順彦、*冨永悌二、隈部
俊宏

後頭葉下面経由のoccipital
transtentorial approach の有用性

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/13 名古屋 2017

学会 ポスター
*久須美真理、*岡　秀宏、*近藤宏治、
隈部俊宏

ダンベル型頸静脈孔神経鞘腫に対
する内頸静脈を温存した
retrosigmoid-infralabyrinthin
approach

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/13 名古屋 2017

学会 ポスター
黒田博紀、宮坂和弘、檀　充、*井島大
輔、山本大輔、仁木　淳、**近藤竜史、*
西山和利、隈部俊宏

当院における急性期脳梗塞に対する
機械的血栓回収療法に伴う頭蓋内
出血

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/13 名古屋 2017

学会 一般
山本大輔、*近藤竜史、宮坂和弘、檀
充、**井島大輔、黒田博紀、柴原一陽、
小泉寛之、隈部俊宏

腎機能障害を有した急性期脳梗塞
患者に対する血栓回収療法後の造
影剤腎症について

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/13 名古屋 2017

学会 一般

隈部俊宏、*埴原光人、柴原一陽、宮坂
和弘、檀　充、舘岡　達、稲村彰紀、佐藤
澄人、**齋藤竜太、**金森政之、***園
田順彦、**冨永悌二

扁桃体から淡蒼球に浸潤する膠芽
腫摘出

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/13 名古屋 2017

学会 一般
*齋藤竜太、*金森政之、**園田順彦、*
山下洋二、***麦倉俊司、隈部俊宏、冨
永悌二

Convection-enhanced delivery によ
る脳幹腫瘍の治療：医師主導治験に
向けて

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/14 名古屋 2017

学会 一般
柴原一陽、*埴原光人、檀　充、佐藤澄
人、**犬飼　円、**原　敦子、安井美江、
隈部俊宏

カルムスチン脳内留置用剤留置後脳
組織の病理学的検討

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/14 名古屋 2017

学会 ポスター
*田中　聡，*中嶋昌一，**橋本　亮，***
秋元治朗，岡　秀宏

術中神経生理学的モニタリングによ
る術後神経症状回復の予測

日本脳神経外科学会第76回学
術集会

10/14 名古屋 2017

学会 一般
小泉寛之，山本大輔，*星　佳芳，隈部
俊宏

被殻出血における急性期内視鏡下
血腫除去術における予後因子の検
討

第24回日本神経内視鏡学会 11/9 横浜 2017

学会 ポスター
柴原一陽、宮坂和弘、檀　充、眞野　唯、
長南雅志、佐藤雄一、埴原光人、舘岡
達、稲村彰紀、隈部俊宏

経時的画像follow 後治療介入した神
経膠腫に対する後方視的腫瘍容量
解析

第35回日本脳腫瘍学会学術集
会

11/27 高松 2017

学会 ポスター
稲村彰紀、柴原一陽、宮坂和弘、檀
充、眞野　唯、長南雅志、佐藤雄一、埴
原光人、舘岡　達、隈部俊宏

単一施設におけるBevacizumab 使用
の現況と治療成績

第35回日本脳腫瘍学会学術集
会

11/27 高松 2017

学会 一般
小泉寛之、*古藤理佳、山本大輔、*浅利
靖、隈部俊宏

既往症としての von Willenbrand病の
情報伝達欠落によって治療に難渋し
た非外傷性急性硬膜下血腫の１例

第134回一般社団法人日本脳
神経外科学会関東支部学術集
会

12/16 東京 2017


