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第 17 回日本脳腫瘍の外科学会. 横浜, 2012.9.7-8
22）瀬尾善宣, 原敬二, 及川光照, 野呂秀策, 前田理名, 伊東民雄, 中村博彦
Transpetrosal approach における手術手技の変遷と治療成績
第 71 回日本脳神経外科学会総会. 大阪, 2012.10.17-19
21）Seo Y, Hara K, Noro S, Maeda M, Oikawa M, Ito T, Nakamura H
Transition of Surgical Maneuvers and Outcome in the Transpetrosal Approach for Skull Base

Tumors
第 5 回日本インド脳神経外科会議.大阪, 2012.10.19-20
22）Seo Y
Transpetrosal approach Surgery for Large skull base tumors
WFNS Educational Course. Bhubaneswar, India, 2012.11.9-10
23）Seo Y
Surgery for paraclinoid tumors Transpetrosal approach
WFNS Educational Course. Dhaka, Bangladesh, 2012.11.11-12
24）Seo Y
Instructor
WFNS cadaveric workshop in Dhaka, Bangladesh, 2012.11.13
25）Seo Y
Organizer, workshop training course on skull base approaches (WFNS training course)
The 13th Annual Meeting of Neurosurgical Society of Vietnam.
Hochiminh City, Vietnam, 2012.12.6
26）Seo Y
Maneuvers in skull base surgery
The 13th Annual Meeting of Neurosurgical Society of Vietnam.
Hochiminh City, Vietnam, 2012.12.8
27）大里俊明, 渡部寿一, 高田英和, 上山憲司, 片岡丈人, 荻野達也, 瓢子敏夫,
中川原譲二, 佐々木雄彦,中村博彦
未破裂内頸動脈瘤クリッピング術における硬膜外親血管確保法の検討
第 41 回日本脳卒中の外科学会. 福岡, 2012.4.26-28
28) 片岡丈人
解離性椎骨動脈瘤に対する塞栓術
脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2012（BSNET 2012）.名古屋, 2012.6.13-15
29) 片岡丈人
中村記念病院における VRD 使用経験
コッドマン エンタープライズ VRD ユーザーズミーティング. 札幌, 2012.7.7
30) Katakaoka T
Clinical feature and endovascular treatment of ruptured paraclinoid saccular aneurysms
East asian conference of neurointervention(EACON 2012). 済州市（韓国）, 2012.9.
31) 片岡丈人, 荻野達也, 遠藤英樹, 高平一樹, 中村博彦
中大脳動脈 M1 低形成：３例報告
第 13 回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会. 札幌, 2012.9.29
32) 片岡丈人
破裂傍突起部嚢状動脈瘤の臨床像と血管内治療
第 71 回日本脳神経外科学会総会.大阪, 2012.10.17-19
33) 片岡丈人, 上山憲司, 荻野達也, 遠藤英樹, 高平一樹,中村博彦

頸部内頸動脈狭窄症に対する血行再建術
第 28 回日本脳神経血管内治療学会学術総会. 仙台, 2012.11.15-17

34) 上山憲司, 大里俊明, 高田英和, 村橋威夫, 野呂秀策, 中川原譲二, 中村博彦
症候性ならびに無症候性頸部頸動脈高度狭窄例におけるEPA値とEPA/AA比に関する考察
第37回日本脳卒中学会総会.

福岡, 2012.4.26-28

35) 上山憲司, 中川原譲二, 高田英和, 村橋威夫, 麓健太朗, 渡部寿一, 大里俊明, 中村博彦
CEAの基本手技～全例ルーチンシャント使用と中膜筋層を温存したアテローム摘出の立場から
第 41 回日本脳卒中の外科学会. 福岡, 2012.4.26-28
36) Kamiyama K
Transformation of the vasa vasorum from healthy vessel structures to atheroma nutrient vessels on ICG
angiography of cervical internal carotid artery stenosis
Japanease & Korean Friendship conference on surgery for cerebral stroke.
ソウル（韓国）, 2012.9.14-15
37) 上山憲司
CEA における術中 SEP の評価に関する考察
第 71 回日本脳神経外科学会総会. 大阪, 2012.10.17-19
38) Sato K , Oikawa M, Ito T, Takanashi M, Ozaki Y, Sugio H, Nakamura H
Treatment results of Gamma knife radiosurgery for recurrent malignant glioma

The

9th Meeting of Asian Society for Neuro-Oncology. Taiwan, 2012.4.20-22
39) 佐藤憲市, 伊東民雄, 尾崎義丸, 及川光照, 杉尾啓徳, 中村博彦, 田中伸哉
lipomatous 髄膜腫の１例
第 30 回日本脳腫瘍病理学会. 名古屋, 2012.5.24-26
40) 佐藤憲市, 高梨正美, 及川光照, 尾崎義丸, 伊東民雄, 中村博彦
再発悪性グリオーマに対するガンマナイフの治療成績
第 21 回日本定位放射線治療学会. 群馬, 2012.6.1
41) Sato K, Oikawa M, Ito T, Takanashi M, Ozaki Y, Sugio H, Nakamura H
Treatment results of Gamma knife radiosurgery for recurrent malignant glioma
European Association of Neuro-Oncology (EANO)10th MEETING.
マルセイユ（フランス）, 2012.9.6-9
42) 佐藤憲市,伊東民雄,高梨正美, 及川光照,尾崎義丸,杉尾啓徳,中村博彦
再発悪性グリオーマに対するガンマナイフの治療成績
第 71 回日本脳神経外科学会総会. 大阪, 2012.10.17-19
43) 佐藤憲市,伊東民雄,及川光照,杉尾啓徳,尾崎義丸,中村博彦
再発悪性グリオーマに対するガンマナイフの治療成績
第 30 回日本脳腫瘍学会学術集会. 広島, 2012.11.25-26
44) 渡部寿一,大里俊明,上山憲司,高田英和,麓健太朗,原敬二,瀬尾善宣,佐々木雄彦,
中川原譲二,中村博彦
Anterior interhemispheric approach で手術を行った前交通動脈瘤の検討～anosmia と画像所見の
観点から～
第 41 回日本脳卒中の外科学会. 福岡, 2012.4.26-28

45) Watanabe T, Osato T, Kamiyama K, Murahashi T, Fumoto K, Hara K, Seo Y,
Sasaki T, NAKAGAWARA J, NAKAMURA H
Anterior communicating artery aneurysm surgery in Nakamura Memorial Hospital:
Advantage of the anterior interhemispheric approach compared with the basal
interhemispheric approach from the viewpoint of anosmia complications
Japanease & Korean Friendship conference on surgery for cerebral stroke
ソウル（韓国）, 2012.9.14-16
46) 渡部寿一, 大里俊明, 上山憲司, 麓健太朗, 原 敬二, 村橋威夫, 杉尾啓徳,
瀬尾善宣, 佐々木雄彦, 中川原譲二,中村博彦
Anterior interhemispheric approach で手術を行った前交通動脈瘤の検討～嗅覚障害と画像所見の
観点から～
第 71 回日本脳神経外科学会総会. 大阪, 2012.10.17-19
47) 及川光照
トルコ鞍部黄色肉芽腫の 2 例
第 22 回日本間脳下垂体腫瘍学会. 東京, 2012.2.24-25
48) Oikawa M , Sato K , Ito T, Takanashi M, Ozaki Y , Nakamura H
Gamma Knife Radiosurgery for recurrent primary central nervous system lymphoma

The

9th Meeting of Asian Society for Neuro-Oncology. Taiwan, 2012.4.20-22
49) 及川光照, 安斉公雄, 福井崇人,大里俊明, 上山憲司, 渡部寿一, 高田英和,
原敬二,麓健太朗,中村博彦
重症脳室内血腫に対する神経内視鏡的血腫除去術の意義
第 37 回日本脳卒中学会総会. 福岡, 2012.4.26-28
50) 及川光照, 伊東民雄, 菅野宏美, 尾崎義丸, 佐藤憲市, 杉尾啓徳, 田中伸哉,
廣瀬隆則, 中里洋一, 中村博彦
腫瘍内出血にて発症した多形黄色細胞腫の一例
第 30 回日本脳腫瘍病理学会. 名古屋, 2012.5.24-26
51) 及川光照, 安斉公雄, 福井崇人, 大里俊明, 上山憲司, 渡部寿一, 高田英和, 原敬二,
麓健太郎, 中村博彦
重症脳室内血腫に対する神経内視鏡的血腫除去術の意義
第 44 回北海道脳卒中学会. 札幌, 2012.7.7
52) Oikawa M, Ito T , Sato

K , Sugio H , Ozaki Y, Nakamura H

The evaluation of the brain infarction after glioma surgery used by MRI diffusion
weighted image.
European Association of Neuro-Oncology (EANO)10th MEETING.
マルセイユ（フランス）, 2012.9.6-9
53) 及川光照
再発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するガンマナイフ治療
第 71 回日本脳神経外科学会総会. 大阪, 2012.10.17-19
54) 及川光照, 安斉公雄, 福井崇人, 上山憲司, 中村博彦
重症脳室内血腫に対する神経内視鏡的血腫除去術の意義

第 19 回日本神経内視鏡学会. 東京, 2012.11.2-3
55) 及川光照, 鈴木聡, 遠藤英樹, 上山憲司, 仁平敦子, 中村博彦
SWI にて治療効果判定した頭痛発症の脳静脈洞血栓症の一例
第 40 回日本頭痛学会総会. 東京, 2012.11.16-17
56) 原敬二, 大里俊明, 上山憲司, 渡部寿一, 高田英和, 村橋威夫, 麓健太朗, 中川原譲二, 中村博彦
内頚動脈瘤クリッピング症例における硬膜内親血管確保部の動脈硬化の検討
第41回日本脳卒中の外科学会. 福岡, 2012.4.26-28
57) 荻野達也, 瓢子敏夫, 片岡丈人, 遠藤英樹, 高平一樹, 尾崎充宣, 村元恵美子, 上山憲司,中川原
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Japanease & Korean Friendship conference on surgery for cerebral stroke
ソウル（韓国）, 2012.9.14-16
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