
著者名 タイトル 発表学会 開催地 発表日 発表の年

2
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

Neurosciense

福島 10/29 2001

3 Fujii, K., Microsurgical instrumentation

6th International

Congrress on Minimally

Invasive Neurosurgery

名古屋 3/8 2005

4

Fujii, K., Oka, H., Shimizu, S., Kawasshima,

M., Utsuki, S., Suzuki, S., Kurata, A.,

Rhoton, AL. Jr.

Microsurgical anatomy and surgical approaches for

meningiomas of the trigone and the velum interpositum

5th International

Congress on

Meningiomas and

Cerebral Venous System

静岡 11/27 2006

5
小林郁夫、亀谷　徹、成高平治、岡　秀宏、田中
聡、藤井清孝

機能性下垂体腺腫と不顕性下垂体腺腫における Pit-1 と成長
ホルモン放出ホルモン受容体 mRNA の発現

第11回日本間脳下垂体
腫瘍学会

新潟 1/23 2001

6 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11回日本間脳下垂体
腫瘍学会

新潟 1/24 2001

7
岡　秀宏、Scheithauer, BW., Burger. PC., 宇
津木聡、藤井清孝

Atypical Tereatoid/Rhabdoid Tumors (AT/RTs) ―

Medulloblastoma と鑑別すべき小児後頭蓋窩悪性腫瘍―

第29回日本小児神経外
科学会

静岡 9/6 2001

8 岡　秀宏、藤井清孝
優位半球の側脳室三角部腫瘍に対する手術アプローチ：
Interhemispheric trans-precuneal approach

第6回日本脳腫瘍の外科
学会

香川 9/28 2001

9 岡　秀宏、藤井清孝
優位半球側脳室三角部腫瘍に対する手術アプローチ：
Interhemispheric trans-precuneal appraoch

第60回日本脳神経外科
学会総会

岡山 10/24 2001

10
田中　聡、小林郁夫、渡辺高志、堀　智勝、宇津
木聡、岡　秀宏、藤井清孝

定量的 RT-PCR による脳腫瘍の個別化補助療法
第10回日本脳腫瘍カン
ファランス

別府 12/2 2001

11
岡　秀宏、宇津木聡、安井美江、藤井清
孝、川野信之

Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumors (AT/RTs) :

Medulloblastoma/PNET と鑑別を要する新腫瘍概念
第20回日本脳腫瘍病理
学会

広島 5/11 2002

12 岡　秀宏、藤井清孝 頭蓋咽頭腫に対する視機能および内分泌機能温存手術の評価
第7回日本脳腫瘍の外科
学会

岐阜 11/1 2002

13
田中　聡、宇津木聡、岩本和久、岡　秀
宏、藤井清孝

グリオーマ治療における手術と化学療法の意義
第7回日本脳腫瘍の外科
学会

岐阜 11/1 2002

14
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

グリオーマに対するリアルタイムPCRに基づいたIndividual

adjuvand therapy (ITA)

第61回日本脳神経外科
学会総会

松本 10/2 2002

15

岡　秀宏、宇津木聡、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

頭蓋咽頭腫の機能予後
第13回日本間脳下垂体
腫瘍学会

島根 2/4 2003

16
岡　秀宏、川野信之、宇津木聡、安井美江、藤
井清孝、柳下三郎

Ciliated Craniopharyngioma とラトケ嚢胞の病理組織学的関
係

第21回日本脳腫瘍病理
学会

東京 5/1 2003

17
山田　勝、北原孝雄、遠藤昌孝、田中柳水、倉
田　彰、藤井清孝

破裂脳動脈瘤急性期managementに関する全国アンケート調
査

第17回日本神経救急学
会学術集会

東京 6/14 2003

18
田中　聡、宇津木聡、岩本和久、安井美江、岡
秀宏、藤井清孝、板橋由佳、松本英郎

リアルタイムRT-PCRによるグリオーマにおける薬剤耐性遺
伝子発現の検討とIndivisual sdjuvant therapy(IAT)

第4回日本分子脳神経外
科学会

東京 9/3 2003



19 岡　秀宏、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の有用性

第8回日本脳腫瘍の外科
学会

沖縄 11/7 2003

20
田中　聡、宇津木聡、岩本和久、佐藤澄
人、岡　秀宏、藤井清孝

Intensive cjemotherapy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

21 岡　秀宏、藤井清孝 神経内視鏡併用による間脳下垂体腫瘍手術の微小解剖と実際
第14回日本間脳下垂体
腫瘍学会

金沢 2/3 2004

22
田中　聡、岩本和久、宇津木聡、高梨淳子、佐
藤澄人、藤井清孝

術中MEPモニタリング－われわれの方法と波形の評価につい
て

第13回脳神経外科手術
と機器学会

千葉 3/22 2004

23 岡　秀宏、宇津木聡、中原邦晶、藤井清孝
Nueofibromatosis type 1に合併したtrabecular cell

hyperplasiaー画像上くも膜嚢胞と鑑別が困難な新疾患概念ー
第32回日本小児神経外
科学会

埼玉 5/28 2004

24

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と腫瘍の治療反応性と
の関係

第32回日本小児神経外
科学会

埼玉 5/29 2004

25
田中　聡、岡　秀宏、小林郁夫、宇津木聡、鷺内
隆雄、安井美江、藤井清孝、渡辺高志、堀　智
勝

グリオーマに対する化学療法の展望-個別化補助療法100回の
解析から

第22回日本脳腫瘍学会 仙台 10/19 2004

26
田中聡、小林郁夫、鷺内隆雄、高梨淳子、岩本
和久、佐藤澄人、岡　秀宏、藤井清孝

脳腫瘍手術における術中MEPモニタリング
第9回日本脳腫瘍の外科
学会

金沢 11/11 2004

27 岡　秀宏、藤井清孝
頭蓋咽頭腫の治療戦略-各腫瘍に選択する手術アプローチと
顕微鏡・内視鏡手術-surgical strategy for carnioharyngiomas

第15回日本間脳下垂体
腫瘍学会

東京 2/11 2005

28
清水　暁、田中柳水、大澤成之、福島
浩、河島雅到、岡　秀宏、藤井清孝

屍体頭部を用いた外科解剖の学習法：検体準備から3D写真
撮影まで

第14回脳神経外科手術
と機器学会

富山 4/8 2005

29

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

ケトラ 嚢胞の病理組織学的検討：ケトラ 嚢胞壁のインター
フェース

第23回日本脳腫瘍病理
学会

東京 4/21 2005

30

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

Cyst を形成するgloiblastomaの病理組織像
第23回日本脳腫瘍病理
学会

東京 4/21 2005

31

仁木　淳、谷崎義徳、岡　秀宏、宇津木
聡、近藤宏治、福島　浩、安井美江、藤井
清孝、原　敦子

Multicentric gliomaの1剖検例
第23回日本脳腫瘍病理
学会

東京 4/21 2005

32
近藤宏治、田中　洋、宇津木　聡、佐藤公俊、岡
秀宏、藤井清孝、

大脳鎌から発生した頭蓋内軟骨腫の1例
第23回日本脳腫瘍病理
学会

東京 4/21 2005

33
田中　聡、鷺内隆雄、小林郁夫、高梨淳子、氏
家　弘、宇津木聡、倉田　彰、藤井清孝

椎骨脳底動脈系脳動脈瘤手術における術中モニタリング
第34回日本脳卒中の外
科学会

盛岡 4/22 2005

34
岡　秀宏、宇津木聡、清水　暁、鈴木祥
生、倉田　彰、藤井清孝

小児頭蓋咽頭腫の集学的治療-他科との連携の重要性-
第33回日本小児神経外
科学会

奈良 5/25 2005

35 藤井清孝 脳外科医が血管内治療医に望むこと
第21回日本脳神経血管
内治療学会総会

和歌山 11/11 2005

36
岡　秀宏、河島雅到、清水　暁、宇津木聡、藤井
清孝、Rhoton, AL. Jr.

Velum interpositumに発生した腫瘍の到達に必要な微小解剖
と手術アプローチ

第10回日本脳腫瘍の外
科学会

佐賀 11/26 2005



37

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を用いた術中脳腫瘍蛍光診断の問題点
第12回日本光線力学学
会

静岡 6/11 2005

38
岡　秀宏、宇津木聡、鈴木祥生、清水
暁、藤井清孝

頭蓋咽頭腫のpituitary stalk温存手術と転帰
第16回日本間脳下垂体
腫瘍学会

神戸 2/3 2006

39 岡　秀宏、宇津木聡、藤井清孝
新胎児腫瘍Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumorの診断のため
に：日本全国調査から

第34回日本小児神経外
科学会

札幌 5/31 2006

40 宇津木聡、岡　秀宏、藤井清孝
蛍光診断研究用紫色半導体レーザー装置とリアルタイムスペ
クトル解析機能を用いたphotodynamic diagnosis

第27回日本レーザー医
学会総会

千葉 11/2 2006

41
佐藤澄人、岡　秀宏、宇津木聡、清水　暁、鈴木
祥生、藤井清孝、中野貴明、岡本浩嗣、小保内
綾子、岡部早苗

北里大学脳神経外科におけるawake surgeryの経験
第11回日本脳腫瘍の外
科学会

大阪 12/8 2006

42
岡　秀宏、宇津木聡、清水　暁、鈴木祥
生、倉田　彰、藤井清孝

脳腫瘍手術における新型バイポーラピンセット[IsoCool]の臨
床実績

第11回日本脳腫瘍の外
科学会

大阪 12/9 2006


