
脳神経外科 研究活動業績

□ 松本 眞人、平井 収、朝日 稔

皮質下出血術後に悪性高熱症を来した1例

第17回日本脳神経外科救急学会、2012年1月27-28日、東京

□ 上野　泰

微小血管神経減圧術における確実な減圧の工夫

日本脳神経減圧学会、2012年1月

□ 平井 収、松本 眞人、朝日 稔

特発性正常圧水頭症における歩行障害の解析

第13回日本正常圧水頭症学会、2012年2月11日、大阪

□ 松本 眞人

脳卒中を伴う高血圧の管理

Hypertension conference、2012年2月9日、神戸

□ 上野　泰　

CEAの手術の工夫

日本脳神経外科手術と機器学会、2012年3月

□ 上野　泰　

Bone waxにより創部の治癒遅延を来した2例

日本整容脳神経外科研究会、2012年3月

□ 上野　泰　

日本脳外科学会近畿地方会、座長、2012年4月

□ 藏本 要二

頚動脈ステント留置術

神鋼病院院内講義、2012年4月

□ 藏本 要二

頸動脈ステント留置術の長期成績　―慢性期管理の問題点―

日本脳卒中の外科学会、2012年4月

□ 喜田 亜矢、朝日 稔、松本 眞人、平井 収

ワーファリン内服中に発症した急性硬膜下血腫の検討 

第63回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会、2012年4月7日、大阪

□ 喜田 亜矢、朝日 稔、松本 眞人、平井 収

著明な頸椎症により塞栓性脳梗塞を来した1例

Stroke2012、2012年4月26-28日、福岡

□ 上野　泰　

巨大もしくは解離性内頚動脈瘤に対する治療

―バルーン閉塞テスト(BOT)の有用性、日本脳卒中学会、2012年4月

□ 上野　泰

CEAの手術の工夫　Surgical technique of CEA
日本脳卒中の外科学会、2012年4月

□ 篠田 成英

遺残原始動脈に合併した未破裂脳動脈瘤に対し血管内治療を施行した2例

脳神経外科学会近畿地方会、2012年4月

□ 上野　泰

新しい神鋼病院のご紹介

瀬戸内施設交流セミナー、2012年5月

□ 上野　泰

神鋼病院　脳卒中センターのご紹介

神戸 ACVS consensus meeting、2012年5月

□ 藏本 要二

頚動脈ステント留置術（CAS）、他部位ステント留置術

神鋼病院院内講義、2012年5月

□ 上野　泰

重症腎不全症例に対するCAS

strategy for high risk cases of CAS with severe chronic renal failure
日本頚部脳血管治療学会、2012年6月

□ 上野　泰

CEA手術の工夫、HotRod meeting、2012年6月

■ 学会発表・研究会・講演会
□ 上野　泰

後頭蓋下腫瘍に対するLateral suboccipital approachの有用性と限界

日本頭蓋底外科学会、2012年7月

□ 上野　泰

脳神経外科　臨床講義「脳卒中」

神鋼病院院内講義、2012年7月

□ 上野　泰

座長、兵庫県脳神経外科懇話会、2012年7月

□ 藏本 要二

エンタープライズ留置後術中破裂を来たし、その後瘤内の再開通を認めた椎

骨動脈瘤への再治療の一例   

近畿脳血管内手術法セミナー、2012年7月

□ 篠田 成英

症候性頚動脈狭窄に対し脳卒中急性期に頚動脈ステント留置術を行った1例

近畿脳血管内手術法ワークショップ、2012年7月

□ 篠田 成英

症候性頚動脈狭窄に対し脳卒中急性期に頚動脈ステント留置術を行った1例

瀬戸内脳神経外科施設交流セミナー、2012年7月

□ 篠田 成英

症候性頚動脈狭窄に対し脳卒中急性期に頚動脈ステント留置術を行った1例

3施設合同カンファレンス、2012年8月

□ 篠田 成英

術中SEP/MEPモニタリングの基礎

神鋼病院院内講演会、2012年8月

□ 上野　泰

座長、日本脳外科学会近畿地方会、2012年9月

□ 上野　泰

Surgical Strategy for Ruptured Blood Blister-Like Aneurysms
Asia-Pacific Stroke Conference、2012年9月

□ 上野　泰

Surgical Strategy for Ruptured Blood Blister-Like Aneurysms
Japan-Korea Friendship Conference in Neurosurgery、2012年9月

□ 上野　泰

聴神経腫瘍の手術　顔面神経・聴神経温存の工夫

日本脳神経外科学会総会、2012年10月

□ 篠田 成英

症候性頚動脈狭窄に対し脳卒中急性期に頚動脈ステント留置術を行った1例

脳神経外科学会学術総会、2012年10月

□ 上野　泰

後大脳動脈瘤の治療

日本脳神経血管内治療学会、2012年11月

□ 藏本 要二

エンタープライスVRD留置後の状態とその影響

日本脳神経血管内治療学会、2012年11月

□ 永井 靖識　

脳静脈洞血栓症に対してstent留置を行った一例

日本脳神経血管内治療学会、2012年11月

□ 篠田 成英

症候性頚動脈狭窄に対し脳卒中急性期に頚動脈ステント留置術を行った1例

兵庫県脳神経外科懇話会、2012年11月

□ 篠田 成英

当院における脳梗塞急性期治療について

脳神経血管内治療学会学術総会、2012年11月

□ 藏本 要二

術中血栓性閉塞を来した破裂脳底動脈瘤の1例 

京都大学脳外科IVR道場、2012年12月

2012 年



□ Enatsu R, Asahi M, Matsumoto M,Hirai O
Meningioma-related dural arteriovenous fistula fed via a vascular tumor 
bed: Acase report and literature review
Clinical Neurol and Neurosurg , Epub Feb 2012

□ Enatsu R, Asahi M, Matsumoto M,Hirai O
Pituitary apoplexy presenting atypical time course of ophthalmic symptoms
Tohoku J. Exp Med  227:59-61 2012

■ 著作活動
□ Enatsu R, Asahi M, Matsumoto M,Hirai O

Prognostic factors of motor recovery after stereotactic evacuation of 
intracerebral hematoma
Tohoku J. Exp Med 　227:63-67 2012

□ 平井　収、松本 眞人、朝日　稔

特発性正常圧水頭症における歩行障害の解析（第2報）

第13回日本正常圧水頭症学会記録集　pp 78　2012

■ 論⽂発表
□ Masahiro Tsuji,　Sayaka Harada, Yasushi Ueno,　Naohiro Osaka

Familial spinal neurofibromatosis: three generations of identical level 
symptomatic tumors
Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry , Neurological 
picture 2012

□ 上野 泰、坂井 信幸、足立 秀光、今村 博敏、坂井 千秋、藏本 要二、

石川 達也、重松 朋芳、今堀 太一郎、千原 英夫、篠田 成英、

松田 佳子、稲田 拓、小倉 健紀、柴田 帝式、菊池 晴彦

破裂内頚動脈前壁動脈瘤の治療方針

Mt.Fuji workshop on CVD proceeding vol.29,81-91,2012

□ 上野 泰、坂井 信幸、足立 秀光、今村 博敏、坂井 千秋、藏本 要二、

石川 達也、重松 朋芳、今堀 太一郎、千原 英夫、篠田 成英、

松田 佳子、稲田 拓、小倉 健紀、柴田 帝式、菊池 晴彦

破裂椎骨動脈解離性動脈瘤の治療成績

Mt.Fuji workshop on CVD proceeding vol.29, 161-168,2012

□ 上野 泰、坂井 信幸、足立 秀光、今村 博敏、坂井 千秋、藏本 要二、

石川 達也、重松 朋芳、今堀 太一郎、千原 英夫、篠田 成英、

松田 佳子、稲田 拓、小倉 健紀、柴田 帝式、菊池 晴彦

微小血管神経減圧術における髄液漏予防も含めたKey-hole Craniotomy
日本整容脳神経外科記録集　： 34-36,2012

□ 上野 泰、坂井 信幸、菊池 晴彦

「CEA」「クモ膜下出血のクリッピング術」「EC-ICバイパス術」

「経蝶形骨洞的腫瘍摘出術」「開頭血腫除去術」

Brain Nursing Vol.8 ( 1) : 16-23 ,2012

□ 上野 泰、坂井 信幸、足立 秀光、今村 博敏、坂井 千秋、藏本 要二、

石川 達也、篠田 成英、松田 佳子、稲田 拓、小倉 健紀、柴田 帝式、

菊池 晴彦

脳神経外科手術における術中ICGの有用性と限界

Mt.Fuji workshop on CVD proceeding vol.30,2012

□ 藏本 要二、坂井 信幸、今村 博敏、小柳 正臣、坂井 千秋、

国枝 武治、上野 泰、足立 秀光、菊池 晴彦

頚部動脈瘤に対して血管内治療を行った4例 

脳卒中の外科雑誌　2012
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