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川西　昌浩 infundibular dilatationと鑑別を要した破裂内頚動脈瘤
2002/2/15 18

白馬脳神経外科セミナー 西浦　巌、後藤　和生、森元　聡、半
田　肇

川西　昌浩 同一部位に多発性に発生した脊髄血管芽腫の1例
2002/4/20 45

近畿脊髄外科研究会 西浦　巌、後藤　和生、森元　聡、半
田　肇

川西　昌浩 脳血管内治療のクリニカルパス導入について
2002/4/26 4

武田病院グループクリティカルパス大
会

鮎川宏之、谷岡延光、古橋伸哉、中本
深雪、小川陽子、上沼晃子、片山直樹

川西　昌浩 手根管症候群手術例281例の検討
2002/6/13 17

日本脊髄外科学会 西浦　巌、後藤　和生、森元　聡、半
田　肇

川西　昌浩 脳血管内手術117例の検討
2002/6/29 37

京都病院学会 西浦　巌、後藤　和生、森元　聡、半
田　肇

川西　昌浩 脳血管内手術および撮影による合併症について
2002/7/19 5

日本病院脳神経外科学会 西浦　巌、後藤　和生、森元　聡、半
田　肇

川西　昌浩 慢性期脳虚血病変に対するperfusion CT～SPECTとの比較～
2002/9/29 28

京都医学会 永田　保、田中絵里子、西村正樹、加
藤尚子

川西　昌浩 Perfusion CTを用いた慢性期虚血性脳病変の診断～SPECTとの
対比～

2002/10/2 61
日本脳神経外科学会総会 西浦　巌、後藤　和生、森元　聡、半

田　肇
川西　昌浩 脊髄腫瘍の４例（最近の手術症例より） 2003/5/31 2 京田辺脊椎手術手技研究会
川西　昌浩 神経根の背側にヘルニアが遊離していた腰椎椎間板の１例 2003/6/8 38 京都病院学会 奥田　泰章、森元　聡、半田　肇
川西　昌浩 頭痛の初期診療～くも膜下出血の誤診を防ぐために 2003/6/12 53 日本病院学会 奥田　泰章、森元　聡、半田　肇
森元　聡 硬膜切開前に破裂した前交通動脈瘤 2003/7/4 3 京都南ビデオカンファレンス 川西　昌浩、奥田　泰章、半田　肇
川西　昌浩 脳神経外科疾患と画像診断（頸部および頭部超音波診断につ

いて）
2003/7/18

末梢血管セミナー

川西　昌浩 脳外科医からのちょっといい話 2003/7/28 201 学びのフォーラム山科
奥田　泰章 硬膜切開前に破裂した前交通動脈瘤 2003/8/2 3 関西脳神経外科研究会 川西　昌浩、森元　聡、半田　肇
森元　聡 経皮的エタノール注入療法により臨床症状の改善が得られた

胸椎血管種の一例
2003/9/20 48

近畿脊髄外科研究会 川西　昌浩、奥田　泰章、佐藤　大
輔、半田　肇

奥田　泰章 C1C2片側椎弓間より摘出したC2神経根の神経症鞘腫ー２例報
告ー

2003/9/20 48
近畿脊髄外科研究会 川西　昌浩、森元　聡、佐藤　大輔、

半田　肇
川西　昌浩 頭痛のみで発症したくも膜下出血の検討 2003/9/28 29 京都医学会 奥田　泰章、森元　聡、半田　肇
川西　昌浩 Perfusion CTを用いた慢性期虚血性脳病変の診断～SPECTとの

対比～
2003/10/1 62

日本脳神経外科学会総会 奥田　泰章、森元　聡、半田　肇

佐藤　大輔 脳虚血病変に対するステント治療
2003/10/11 4

伏見医師会脳卒中懇話会 川西　昌浩、奥田　泰章、森元　聡、
半田　肇

川西　昌浩 脳神経外科医療の最前線 2003/10/17 10 バイエル薬品講演会
川西　昌浩 経皮的エタノール注入療法にて臨床症状の改善が得られた椎

体血管種の一例
2003/11/13 38

日本脊髄障害医学会 奥田　泰章、森元　聡、佐藤　大輔、
半田　肇

奥田　泰章 左内頸動脈ー眼動脈分岐部大型動脈瘤の１例
2003/11/15 46

日本脳神経外科学会近畿地方会 川西　昌浩、森元　聡、佐藤　大輔、
半田　肇、長澤　史朗

森元　聡 pterional approachを用いて摘出可能であったolfactory
groove meningiomaの１例

2003/11/15 58
近畿脳腫瘍研究会 川西　昌浩、奥田　泰章、佐藤　大

輔、半田　肇
川西　昌浩 術中破裂した未破裂内頸動脈瘤の一例 2003/11/17 19 日本脳神経血管内治療学会 奥田　泰章、森元　聡、半田　肇
森元　聡 左内頸動脈ー眼動脈分岐部大型動脈瘤の１例

2003/12/5 4
京都南ビデオカンファレンス 奥田　泰章、川西　昌浩、佐藤　大

輔、半田　肇、長澤　史朗
川西　昌浩 リハビリから日常生活へ～骨折、麻痺、介護からの復帰～ 2003/12/20 1 京都新聞健康生活講座
森元　聡 当院での過去４年間の脊椎・脊髄損傷患者の検討

2004/1/23 9
日本脳神経救急学会 川西　昌浩、奥田　泰章、佐藤　大

輔、半田　肇
森元　聡 高齢者腰椎Synovial cystの１例

2004/2/12
京都南カンファレンス 川西　昌浩、中居　弘一、奥田　泰

章、松田　奈穗子、佐藤　大輔
森元　聡 結核性脊椎炎と鑑別を要した胸椎圧迫骨折の１例

2004/2/12
京都南カンファレンス 川西　昌浩、中居　弘一、奥田　泰

章、松田　奈穗子、佐藤　大輔
中居　弘一 破裂脳底動脈先端部脳動脈瘤の１例

2004/2/14 5
脳卒中の診断と治療ー最先端技術研究
会

川西　昌浩、奥田　泰章、森元　聡、
松田　奈穗子、半田　肇

佐藤　大輔 Subclavian steal phenomen に対してステント留置術を行っ
た４例

2004/3/5 3
日本頸部脳血管治療学会 川西　昌浩、森元　聡、中居　弘一、

奥田　泰章、松田　奈穗子
佐藤　大輔 頸動脈狭窄症に対するステント留置後の血管超音波検査での

フォローアップの検討
2004/3/18 29

日本脳卒中学会 川西　昌浩、森元　聡、中居　弘一、
松田　奈穗子、半田　肇、鮎川　宏之

奥田　泰章 前床突起の削除を要した内頸動脈ー後交通動脈動脈瘤４例
2004/3/19 33

日本脳卒中の外科学会 川西　昌浩、森元　聡、中居　弘一、
松田　奈穗子、佐藤　大輔、半田
肇、

中居　弘一 腰椎レベルに発生した滑膜嚢包に対して外科的手術を行った
１例

2004/4/3 49
近畿脊髄外科研究会 川西　昌浩、奥田　泰章、森元　聡、

松田　奈穗子、佐藤　大輔、半田　肇
森元　聡 当院での過去４年間の非骨傷性脊髄損傷患者の検討

2004/4/3 49
近畿脊髄外科研究会 川西　昌浩、奥田　泰章、松田　奈穗

子、佐藤　大輔、中居　弘一、佐藤
大輔

中居　弘一 経皮的椎体形成術に際して骨シンチグラフィーが有用であっ
た腰椎圧迫骨折の１例

2004/4/10 47
日本脳神経外科学会近畿地方会 川西　昌浩、森元　聡、奥田　泰章、

松田　奈穗子、佐藤　大輔、半田　肇
森元　聡 脊椎圧迫骨折に対し当科で経皮的椎体形成術を行った１０例

の検討 2004/4/10 47
日本脳神経外科学会近畿地方会 川西　昌浩、中居　弘一、奥田　泰

章、松田　奈穗子、佐藤　大輔、半田
肇

奥田　泰章 脊髄悪性乏突起膠腫の１例
2004/4/10 59

近畿脳腫瘍研究会 川西　昌浩、森元　聡、中居　弘一、
松田　奈穗子、佐藤　大輔、西浦
巌、半田　肇

佐藤　大輔 頸動脈狭窄症に対するステント留置後の血管超音波検査での
フォローアップの検討 2004/6/3 23

日本脳神経超音波学会 川西　昌浩、森元　聡、中居　弘一、
奥田　泰章、松田　奈穗子、半田
肇、鮎川　宏之

川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術
2004/6/13 39

京都病院学会 森元　聡、奥田　泰章、松田　奈穗
子、佐藤　大輔、中居　弘一、半田
肇、

川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術 2004/6/13 39 京都病院学会
川西　昌浩 胸腰椎圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術

2004/6/17 19
日本脊髄外科学会 森元　聡、奥田　泰章、松田　奈穗

子、佐藤　大輔、中居　弘一、半田
肇、

佐藤　大輔 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術ー合併症回避の工夫につ
いて

2004/7/18 7
日本病院脳神経外科学会 川西　昌浩、奥田　泰章、松田　奈穗

子、森元　聡、半田　肇
川西　昌浩 医師が求める末梢血管エコー 2004/7/23 14 末梢血管エコー研究会
佐藤　大輔 内頸動脈狭窄症に対するステント留置術後の徐脈、低血圧に

ついて
2004/9/10 5

近畿脳神経血管内治療学会 川西　昌浩、奥田　泰章、松田　奈穗
子、半田　肇

川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術ー合併症回避の工夫
2004/9/26 30

京都医学会 伊藤　裕、奥田　泰章、佐藤　大輔、
松田　奈穗子、半田　肇

松田　奈穗子 脳梗塞急性期の画像診断
2004/10/23 11

京都脳卒中外科懇話会 川西　昌浩、奥田　泰章、佐藤　大
輔、伊藤　裕、半田　肇

奥田　泰章 Far lateral disc herniationの一例
2004/10/30 50

近畿脊髄外科研究会 川西　昌浩、松田　奈穗子、佐藤　大
輔、伊藤　裕、半田　肇

川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術
2004/11/5 39

日本脊髄障害医学会 伊藤　裕、奥田　泰章、佐藤　大輔、
松田　奈穗子、半田　肇

佐藤　大輔 頸動脈ステント留置後に最狭窄から完全閉塞に至り、その
後、再開通をみとめた１例

2004/11/6 14
滋賀脳神経血管内治療懇話会 川西　昌浩、奥田　泰章、松田　奈穗

子、半田　肇
佐藤　大輔 頸動脈ステント留置後に最狭窄から完全閉塞に至り、その後

再開通をみとめた１例
2004/11/13 48

日本神経学会近畿地方会 川西　昌浩、奥田　泰章、松田　奈穗
子、半田　肇

松田　奈穗子 急性骨髄性白血病の頭蓋内転移の１例
2004/11/13 60

近畿脳腫瘍研究会 川西　昌浩、奥田　泰章、佐藤　大
輔、半田　肇、吉田　弥太郎

佐藤　大輔 当院における内頸動脈狭窄症に対するステント治療術後の徐
脈、低血圧について

2004/11/16 20
日本脳神経血管内治療学会 川西　昌浩、奥田　泰章、松田　奈穗

子、伊藤　裕、半田　肇
川西　昌浩 ちょっと横から失礼しますーFarlateral lumbar discの１

例ー
2004/11/27 15

脊髄疾患ＶＴＲ技術研究会

佐藤　大輔 ステント内閉塞の一例
2005/1/8 29

近畿脳神経血管内手術法ワークショッ
プ

川西　昌浩、奥田　泰章、松田　奈穗
子、伊藤　裕、半田　肇

川西　昌浩 far lateral lumbar discの１例 2005/2/4 21 白馬脳神経外科セミナー 奥田　泰章
奥田　泰章 卒後８年目が挑戦したhypervascular falx meningiomaの１例 2005/2/4 21 白馬脳神経外科セミナー 川西　昌浩
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川西　昌浩 椎体形成術に後方固定を併用した２例 2005/2/10 2 京都脳神経外科カンファレンス 伊藤　裕
川西　昌浩 STASCA吻合術について 2005/2/10 2 京都脳神経外科カンファレンス 伊藤　裕
川西　昌浩 STA-SCA吻合術における合併症回避の工夫 2005/2/26 6 脳卒中の診断と治療　先端技術研究会
Masahiro
Kawanishi

Intrallesional injection of absolute alcohol into
symptomatic vertebral hemangioma

2005/3/7 6
International Congress on Minimally
invasive Neurosurgery

Yasuaki Okuda、Nahoko Matsuda、
Daisuke Satoh

Masahiro
Kawanishi

Percutaneous vertebroplasty for vertebral compression
fracture : indication and technique

2005/3/7 6
International Congress on Minimally
invasive Neurosurger

Yasuaki Okuda、Nahoko Matsuda、
Daisuke Satoh

Masahiro
Kawanishi

Posterolateral approach for extraforaminal lumbar disc
herniation

2005/3/7 6
International Congress on Minimally
invasive Neurosurger

Yasuaki Okuda、Nahoko Matsuda、
Daisuke Satoh

松田　奈穗子 2D MRDSAにて経過観察を行った特発性内頚動脈海綿静脈洞瘻
(CCF)の一例

2005/3/18 28
日本脳神経CI学会 川西　昌浩

伊藤　裕 手術加療を要したjuxta-facet cystの3例
2005/4/2 51

近畿脊髄外科研究会 川西　昌浩、中居　弘一、森元　聡、
佐藤　大輔、松田　奈穗子、奥田　泰
章、半田　肇

伊藤　裕 腰椎手術後に明らかになった転移性胸椎腫瘍の一例
2005/4/9 49

日本脳神経外科学会近畿地方会 川西　昌浩、松田　奈穗子、加茂　正
嗣、佐藤　大輔、半田　肇

川西　昌浩 骨セメントを併用した後方固定術 2005/4/14 3 京都脳神経外科カンファレンス
加茂　正嗣 転移性胸椎腫瘍の１例 2005/5/21 57 伏見医師学術集談会
川西　昌浩 症候性椎間関節周囲嚢腫の３例　symptomatic Juxtafacet

cyst ; case report and review
2005/6/7 20

日本脊髄外科学会 奥田　泰章、松田　奈穗子、伊藤
裕、佐藤　大輔、半田　肇

川西　昌浩 胸腰椎損傷に対する外科的治療
2005/6/8 20

日本脊髄外科学会 加茂　正嗣、松田　奈穗子、伊藤
裕、佐藤　大輔、半田　肇

川西　昌浩 高齢者脊椎手術後における痴呆、せん妄出現における危険因
子の検討

2005/6/8 20
日本脊髄外科学会 松田　奈穗子、加茂　正嗣、伊藤

裕、佐藤　大輔、半田　肇
Masahiro
Kawanishi

Intralesional injection of absolute alcohol into
symptomatic vertebral hemangioma

2005/6/9 5
Japan-Korea Conference on Spinal
Surgery

Yutaka Ito、Nahoko Matsuda、Daisuke
Satoh

Masahiro
Kawanishi

Lateral approach to extraforaminal lumbar disc
herniation ;A case report and technical consideration

2005/6/9 5
Japan-Korean Conference on Spinal
Surgery

Yasuaki Okuda、Yutaka Ito、Nahoko
Matsuda、Daisuke Satoh

Masahiro
Kawanishi

Treatment of thoracolumbar fractures with
vertebroplasty with posterior instrumentaiton

2005/6/9 5
Japan-Korean Conference on Spinal
Surgery

Yutaka Ito、Nahoko Matsuda、Daisuke
Satoh

川西　昌浩 症候性椎間関節周囲嚢腫の３例　symptomatic Juxtafacet
cyst ; case report and review

2005/6/12 40
京都病院学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、佐藤　大

輔、半田　肇
川西　昌浩 二次性頭痛の診断と治療 2005/6/17 2 宇治学術勉強会
佐藤　大輔 内頚動脈偽閉塞症の一例

2005/6/17
滋賀脳神経血管内治療懇話会 川西　昌浩、加茂　正嗣、松田　奈穗

子、伊藤　裕、半田　肇
松田　奈穗子 血管吻合手技のトレーニング 2005/6/28 4 関西脳神経外科セミナー
川西　昌浩 エタノール硬化療法中に心停止を来した症候性椎体血管腫１

例
2005/7/16 1

椎体形成術研究会 伊藤　裕、松田　奈穗子、佐藤　大
輔、加茂　正嗣、半田　肇

佐藤　大輔 コレステロール塞栓症を合併した一例
2005/7/22

近畿脳神経血管内治療ワークショップ 川西　昌浩、加茂　正嗣、松田　奈穗
子、伊藤　裕、半田　肇

Masahiro
Kawanishi

Percutaneous vertebroplasty for vertebral compression
fractures

2005/8/18 5
Pasific and Asian Society of
Minimally Invasive Spine Surgery

Yutaka Ito、Nahoko Matsuda、Daisuke
Satoh

Masahiro
Kawanishi

Intralesional injection of absolute alcohol into
symptomatic vertebral hemangiomas

2005/8/18 5
Pasific and Asian Society of
Minimally Invasive Spine Surgery

Yutaka Ito、Nahoko Matsuda、Daisuke
Satoh

川西　昌浩 圧迫骨折に対する椎体形成術 2005/9/3 2 伏見骨粗鬆症研究会
伊藤　裕 椎体形成術を併用した後方固定の５例

2005/9/10 50
日本脳神経外科学会近畿地方会 川西　昌浩、佐藤　大輔、松田　奈穗

子、加茂　正嗣、半田　肇
佐藤　大輔 当院における頚動脈ステント留置術の周術期、長期成績につ

いて
2005/9/15 6

近畿脳神経血管内治療学会 川西　昌浩、加茂　正嗣、松田　奈穗
子、伊藤　裕、半田　肇

川西　昌浩 胸腰椎損傷に対する外科的治療
2005/9/25 31

京都医学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、佐藤　大
輔、加茂　正嗣、半田　肇

川西　昌浩 胸腰椎損傷に対する外科的治療
2005/10/5 64

日本脳神経外科学会総会 伊藤　裕、松田　奈穗子、佐藤　大
輔、加茂　正嗣、半田　肇

松田　奈穗子 高齢者脊椎手術後における痴呆、せん妄出現の危険因子に関
する検討

2005/10/5 64
日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、伊藤　裕、佐藤　大輔、

加茂　正嗣、半田　肇
川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術 2005/10/22 10 滋賀県麻酔ペインクリニック研究会
川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術 2005/11/5 内科医のための骨粗鬆症治療2005
佐藤　大輔 当院における頚動脈ステント留置術の長期成績（頚部血管エ

コー検査を中心に）
2005/11/9 21

日本脳神経血管内治療学会 川西　昌浩、加茂　正嗣、松田　奈穗
子、伊藤　裕、半田　肇

川西　昌浩 胸腰椎損傷に対する外科的治療
2005/11/11 40

日本脊髄障害医学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、佐藤　大
輔、加茂　正嗣、半田　肇

川西　昌浩 胸椎病変の存在に気づかず腰椎椎弓切除後、両下肢麻痺の生
じた一例

2005/11/11 40
日本脊髄障害医学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、佐藤　大

輔、加茂　正嗣、半田　肇
島本　福太郎 軽微な頸椎過伸展により生じた総頸動脈解離に対してステン

ト留置術を行った１例 2005/11/18 2
京都脳卒中臨床カンファレンス 川西　昌浩、加茂　正嗣、松田　奈穗

子、佐藤　大輔、伊藤　裕、半田
肇、鮎川　宏之

川西　昌浩 こねてこねて固めましょう 2005/11/26 16 脊髄疾患ＶＴＲ技術研究会
坪井　寛子 軸椎歯突起後方偽腫瘍の１例

2005/12/15 8
京都脳神経外科カンファレンス 川西　昌浩、加茂　正嗣、松田　奈穗

子、佐藤　大輔、伊藤　裕、半田
肇、

加茂　正嗣 第3脳室開窓術後に著明な慢性硬膜下出血をきたした1例
2005/12/17 12

日本神経内視鏡学会 川西　昌浩、松田　奈穗子、佐藤　大
輔、伊藤　裕、半田　肇

川西　昌浩 高脂血症に対する私見 2006/1/20 日研科学研究会
川西　昌浩 胸腰椎損傷の外科的治療

2006/1/20 11
日本脳神経外科救急学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、佐藤　大

輔、加茂　正嗣、半田　肇
加茂　正嗣 軽微な頸椎過伸展により総頸動脈解離が生じたと考えられる

１例 2006/1/20 11
日本脳神経外科救急学会 川西　昌浩、伊藤　裕、松田　奈穗

子、佐藤　大輔、半田　肇、島本　福
太郎

伊藤　裕 当院での過去６年間の脊椎・脊髄損傷患者の検討
2006/1/20 11

日本脳神経外科救急学会 川西　昌浩、松田　奈穗子、佐藤　大
輔、加茂　正嗣、半田　肇

川西　昌浩 far lateral lumbar disk の２手術例
2006/1/27 16

京都南部脳神経外科video conference 伊藤　裕、松田　奈穗子、佐藤　大
輔、加茂　正嗣、半田　肇

伊藤　裕 当院での過去7年間の脊椎・脊髄損傷患者の検討
2006/4/1 53

近畿脊髄外科研究会 川西　昌浩、加茂　正嗣、奥田　泰
章、松田　奈穗子、佐藤　大輔、半田
肇、

松田　奈穗子 後内側向きの破裂内頸動脈後交通動脈瘤の一例
2006/4/11

京都南カンファレンス 伊藤　裕、川西　昌浩、加茂　正嗣、
半田　肇

伊藤　裕 約４ヶ月間の完全対麻痺から回復した胸椎多発性骨髄腫の一
例

2006/4/11
京都南カンファレンス 川西　昌浩、加茂　正嗣、松田　奈穗

子、佐藤　大輔、半田　肇
川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術

2006/4/21 35
日本脊椎脊髄病学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、加茂　正

嗣、半田　肇
川西　昌浩 頸椎手術症例の長期成績の検討

2006/5/25 21
日本脊髄外科学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、加茂　正

嗣、佐藤　大輔
川西　昌浩 椎体形成術を併用した後方固定術

2006/5/25 21
日本脊髄外科学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、加茂　正

嗣、半田　肇
川西　昌浩 塩酸ラロキシフェンの経皮的椎体形成術術後の新規椎体骨折

予防効果
2006/5/25 21

日本脊髄外科学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、加茂　正
嗣、半田　肇

川西　昌浩 Far out syndromeの一例
2006/5/25 21

日本脊髄外科学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、加茂　正
嗣、半田　肇

川西　昌浩 神経外科医からの痛みの話 2006/5/31 学びのフォーラム
川西　昌浩 経皮椎体形成術後の新規骨折に対する塩酸ラロキシフェンの

予防効果の検討 2006/6/10 2
SERM学術研究会学術集会 伊藤　裕、松田　奈穗子、佐藤　大

輔、加茂　正嗣、半田　肇、吉岡　耕
平

川西　昌浩 頸椎手術症例の長期成績
2006/6/11 41

京都病院学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、佐藤　大
輔、加茂　正嗣、半田　肇

伊藤　裕 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術
2006/6/11 41

京都病院学会 川西　昌浩、松田　奈穗子、佐藤　大
輔、加茂　正嗣、半田　肇

松田　奈穗子 big IC paraclinoid aneurysmの一例
2006/6/12 17

京都南部脳神経外科Video conference 川西　昌浩、加茂　正嗣、伊藤　裕、
半田　肇
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伊藤　裕 椎体形成術後治療に難渋した一例
2006/6/17 2

椎体形成術研究会 川西　昌浩、松田　奈穗子、奥田　泰
章、半田　肇

川西　昌浩 脳神経外科を志望する若者へのメッセージ 2006/9/9 52 日本脳神経外科学会近畿地方会
川西　昌浩 頸椎手術症例の長期成績の検討

2006/9/24 53
京都医学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、加茂　正

嗣、半田　肇
川西　昌浩 脊椎圧迫骨折に対するセメント治療～圧迫骨折の痛みから解

放するために
2006/9/28

伏見区医師会ランチョンセミナー

松田　奈穗子 クリップに難渋した破裂中大脳動脈瘤
2006/10/12 12

京都脳神経外科カンファレンス 川西　昌浩、伊藤　裕、加茂　正嗣、
半田　肇

伊藤　裕 far lateral discの一例
2006/10/12 12

京都脳神経外科カンファレンス 松田　奈穗子、川西　昌浩、加茂　正
嗣、半田　肇

川西　昌浩 頸椎手術症例の長期成績の検討
2006/10/18 65

日本脳神経外科学会総会 伊藤　裕、松田　奈穗子、加茂　正
嗣、半田　肇

川西　昌浩 頸椎手術症例の長期成績の検討
2006/11/9 41

日本脊椎障害医学会 伊藤　裕、松田　奈穗子、加茂　正
嗣、半田　肇

川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術 2006/11/21 78 大阪脳神経外科研究会
川西　昌浩 椎体形成術を併用した後方固定術 2006/11/21 20 大阪脳神経外科手術研究会
川西　昌浩 脳外科で取り扱う痛みの話 2006/12/7 コンサルタント医研究会
松田　奈穗子 conjoined rootの一例

2006/12/12 13
京都脳神経外科カンファレンス 川西　昌浩、伊藤　裕、加茂　正嗣、

半田　肇
松田　奈穗子 VA　dissectionの一例

2006/12/12 13
京都脳神経外科カンファレンス 川西　昌浩、伊藤　裕、加茂　正嗣、

半田　肇
川西　昌浩 conjoined nerve rootsと判明した再発腰椎ヘルニアの１例

2007/2/8 23
白馬脳神経外科セミナー 伊藤　裕、松田　奈穗子、加茂　正

嗣、半田　肇
川西　昌浩 経皮的ペディクルスクリューをもちいた胸腰椎後方固定術手

術手技について
2007/3/31 55

近畿脊髄外科研究会 加茂　正嗣、松田　奈穗子、伊藤
裕、半田　肇、奥田　泰章

松田　奈穗子 Conjoined nerve rootの１例
2007/3/31 55

近畿脊髄外科研究会 川西　昌浩、加茂　正嗣、伊藤　裕、
半田　肇

松田　奈穗子 Lateral mass screwをもちいた後頭頸椎後方固定術
2007/4/10

京都南カンファレンス 川西　昌浩、加茂　正嗣、伊藤　裕、
半田　肇

川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術 2007/5/16 西淀川区学術講演会
川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術 2007/5/16 西淀川区医師会特別講演
川西　昌浩 経皮的ペディクルスクリューを用いた胸腰椎後方固定術

2007/6/10 42
京都病院学会 加茂　正嗣、松田　奈穗子、伊藤

裕、半田　肇、奥田　泰章
川西　昌浩 経皮的ペディクルスクリューを用いた胸腰椎後方固定術

2007/6/14 22
日本脊髄外科学会 加茂　正嗣、松田　奈穗子、伊藤

裕、半田　肇、奥田　泰章
伊藤　裕 当院における経皮的椎体形成術

2007/6/16 3
椎体形成術研究会 川西　昌浩、松田　奈穗子、加茂　正

嗣、半田　肇、奥田　泰章
伊藤　裕 当院での経皮的椎体形成術の合併症

2007/6/16 3
椎体形成術研究会 川西　昌浩、加茂　正嗣、松田　奈穗

子、半田　肇
Masahiro
Kawanishi

Minimally invasive spinal surgery
2007/6/28 1

Minimally invasive spinal surgery
seminor

川西　昌浩 脊椎領域における低侵襲手術手技の工夫
2007/7/7 7

関西脳神経外科研究会 加茂　正嗣、松田　奈穗子、伊藤
裕、半田　肇、奥田　泰章

松田　奈穗子 妊娠中に破裂した脳動静脈奇形の１例
2007/7/7 7

関西脳神経外科研究会 川西　昌浩、加茂　正嗣、伊藤　裕、
半田　肇、奥田　泰章

川西　昌浩 脊椎低侵襲手術 2007/9/19 85 伏見区医師会特別講演
川西　昌浩 圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術 2007/9/21 中外製薬講演会
川西　昌浩 経皮的ペディクルスクリューを用いた胸腰椎後方固定術

2007/9/29 56
近畿脊髄外科研究会 加茂　正嗣、松田　奈穗子、伊藤

裕、半田　肇、奥田　泰章
川西　昌浩 脊椎領域における低侵襲手術手技の工夫

2007/9/30 54
京都医学会 加茂　正嗣、松田　奈穗子、伊藤

裕、半田　肇、奥田　泰章
川西　昌浩 経皮的ペディクルスクリューを用いた胸腰椎後方固定術

2007/10/3 86
日本脳神経外科学会総会 加茂　正嗣、松田　奈穗子、伊藤

裕、半田　肇、奥田　泰章
川西　昌浩、加茂
正嗣、松田　奈穂
子、伊藤　裕、半
田　肇、奥田　泰
章

経皮的ペディクルスクリューを用いた胸腰椎後方固定術

2007/11/20 82

大阪脳神経外科研究会 加茂　正嗣、松田　奈穗子、伊藤
裕、半田　肇、奥田　泰章

川西　昌浩 斜台部髄膜腫にたいするanterior petrosal approach
2007/12/11 16

京都南脳神経外科カンファレンス 加茂　正嗣、西原　賢太郎、伊藤
裕、半田　肇

西原　賢太郎 外傷性前大脳動脈解離の一例 2008/2/12 京都南カンファレンス 川西　昌浩
西原　賢太郎 当院における脳卒中地域連携クリニカルパスの試み 2008/3/22 1 京都脳卒中地域連携パス研究会 川西　昌浩
川西　昌浩 How to treat ?-脊髄症で発症した胸腰椎圧潰の一例 2008/3/29 57 近畿脊髄外科研究会
川西　昌浩 神経外科医からのメッセージ 2008/5/28 427 学びのフォーラム山科
Masahiro
Kawanishi

Treatment of thoracolumbar fractures with
vertebroplasty in combination with percutaneous pedicle
screw

2008/6/3 1
World Congress of Minimally
Invasive Spine Surgery & Techniques
(WCMISST)

西原　賢太郎 当院における脳卒中地域連携パスのとりくみ
2008/6/8

京都病院学会 川西　昌浩、加茂　正嗣、田中　秀
一、伊藤　裕、半田　肇

川西　昌浩 経皮的椎弓根スクリューをもちいた胸腰椎後方固定術の急性
期侵襲性に関する検討

2008/6/12 23
日本脊髄外科学会 平野　匡史、西原　賢太郎、伊藤

裕、半田　肇、奥田　泰章
川西　昌浩 脊椎椎体形成術の動向 2008/6/14 日本脊髄外科学会教育セミナー
川西　昌浩 経皮的椎弓根スクリューをもちいた胸腰椎後方固定術の急性

期侵襲性に関する検討
2008/6/19 11

日本病院脳神経外科学会 加茂　正嗣、西原　賢太郎、伊藤
裕、半田　肇、奥田　泰章

田中　秀一 当院での経皮的脊椎椎体形成術について
2008/7/12 8

関西脳神経外科研究会 伊藤　裕、西原　賢太郎、加茂　正
嗣、川西　昌浩

川西　昌浩 PMMAを用いた椎体形成術ー基礎と応用ーランチョンセミナー 2008/9/27 58 近畿脊髄外科研究会
川西　昌浩 腰部脊柱管狭窄症に対する減圧術式の違いによる侵襲性の検

討
2008/9/28 34

京都医学会 加茂　正嗣、西原　賢太郎、伊藤
裕、半田　肇、奥田　泰章

西原　賢太郎 脳卒中に起因する急性肺障害に対するエラスポールの有効性
2008/10/18 11

京都脳卒中懇話会伏見地区集談会 川西　昌浩、加茂　正嗣、田中　秀
一、伊藤　裕

川西　昌浩 腰部脊柱管狭窄症に対する減圧術式の違いによる侵襲性の検
討

2008/11/6 43
日本脊髄障害医学会 加茂　正嗣、西原　賢太郎、伊藤

裕、田中　秀一、奥田　泰章
川西　昌浩 椎体形成術の基礎と応用 2008/11/21 釧路地区脳神経外科研究会
川西　昌浩 脳卒中と脳血管内治療 2008/11/22 64 伏見医師学術集談会
川西　昌浩 脊髄硬膜動静脈婁の１例 2008/12/9 京都脳神経外科カンファレンス
伊藤　裕 錐体部コレステリン肉芽腫の１例

2009/3/6 32
日本脳神経CI学会 川西　昌浩、田中　秀一、西原　賢太

郎、加茂　正嗣
田中　秀一 ＣＴＡが病態把握に有用であった脊髄硬膜動静脈瘻の１例

2009/3/6 32
日本脳神経CI学会 川西　昌浩、西原　賢太郎、伊藤

裕、加茂　正嗣
田中　秀一 後方発育したＡ１部前大脳動脈瘤のクリッピングー２例報

告ー
2009/3/20 38

日本脳卒中の外科学会 川西　昌浩、伊藤　裕、横山　邦生、
西原　賢太郎、加茂　正嗣

川西　昌浩 腰部脊柱管狭窄症・腰椎変性辷り症に対する手術ー低侵襲除
圧術と除圧固定術ー術式の決定とそれぞれの手技

2009/5/14 29
日本脳神経外科コングレス

田中　秀一 骨粗鬆症性圧迫骨折に対する一期的な後方除圧と経皮的椎体
形成術 2009/5/28 24

日本脊髄外科学会 川西　昌浩、伊藤　裕、横山　邦生、
西原　賢太郎、山田　誠、加茂　正
嗣、

横山　邦生 腰椎圧迫骨折に対する椎体形成術の治療効果について
2009/5/28 24

日本脊髄外科学会 川西　昌浩、伊藤　裕、田中　秀一、
加茂　正嗣

川西　昌浩 経皮的椎弓根スクリューの補強方法について
2009/5/28 24

日本脊髄外科学会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、
伊藤　裕、加茂　正嗣

川西　昌浩 経皮的椎弓根スクリューの補強方法について
2009/6/14 44

京都病院学会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、
伊藤　裕、加茂　正嗣

山田　誠 武田グループでの術者経験40例の検証
2009/7/11 9

関西脳神経外科研究会 伊藤　裕、田中　秀一、横山　邦生、
川西　昌浩、加茂　正嗣

伊藤　裕 錐体部コレステリン肉芽腫の１例
2009/7/14 24

京滋脳神経外科　ビデオシンポジウム 川西　昌浩、田中　秀一、横山　邦
生、山田　誠

川西　昌浩 低侵襲神経外科手術ー日帰り手術から脊椎固定術まで 2009/7/18 12 日本病院脳神経外科学会



演者 発表演題名 開催日
（開始日・単日）

回 学会名（第◯回〜学会） 共同演者

山田　誠 頭蓋内出血に対する初期対応の検討 2009/7/18 12 日本病院脳神経外科学会 川西　昌浩
横山　邦生 腰椎圧迫骨折に対する付いた形成術について

2009/7/18 12
日本病院脳神経外科学会 川西　昌浩、伊藤　裕、田中　秀一、

山田　誠、加茂　正嗣
川西　昌浩 脊髄神経根3DMRIの有用性

2009/9/27 35
京都医学会総会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、

伊藤　裕、加茂　正嗣
川西　昌浩 頸椎変性疾患の手術長期成績

2009/10/14 68
日本脳神経外科学会総会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、

伊藤　裕、加茂　正嗣
田中　秀一 動脈瘤の部位診断が困難であった多発脳動脈瘤の２例

2009/10/14 68
日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、伊藤　裕、横山　邦生、

西原　賢太郎、山田　誠、加茂　正
嗣、

横山　邦生 腰椎圧迫骨折後新規骨折に対する再治療について
2009/10/14 68

日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、伊藤　裕、田中　秀一、
山田　誠、加茂　正嗣

川西　昌浩 低侵襲脊椎手術 2009/10/24 32 東北海道脊髄疾患研究会
川西　昌浩 経皮的椎弓根スクリューの補強方法について

2009/11/12 44
日本脊髄障害医学会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、

加茂　正嗣
Masahiro
Kawanishi

Percutaneous vertebroplasty for compression fracture
2010/1/28 6

The　6th　Pan-pacificNeurosurｇery
Congress

田中　秀一 脊髄くも膜下出血の手術例
2010/2/19 24

京都南部脳神経外科Video Conference 川西　昌浩、伊藤　裕、横山　邦生、
山田　誠

横山　邦生 動脈瘤の部位診断が困難であった多発脳動脈瘤の２例
2010/4/15 39

日本脳卒中の外科学会 川西　昌浩、伊藤　裕、田中　秀一、
山田　誠

田中　秀一 後方突出型のＡ１部前大脳動脈瘤５例の検討
2010/4/15 39

日本脳卒中の外科学会 川西　昌浩、伊藤　裕、横山　邦生、
山田　誠

川西　昌浩 腰部脊柱管狭窄症・腰椎辷り症に対する低侵襲手術の検討
2010/6/10 25

日本脊髄外科学会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、
伊藤　裕、西浦　巌

田中　秀一 胸椎椎弓形成術の失敗症例報告
2010/6/10 25

脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、
伊藤　裕

田中　秀一 初心者のSTAMCAバイパス術-現在修行中-
2010/7/10 10

関西脳神経外科研究会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、
伊藤　裕

川西　昌浩 腰椎変性疾患に対する低侵襲手術の検討
2010/10/27 69

日本脳神経外科学会総会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、
伊藤　裕

横山　邦生 骨粗鬆性椎体圧迫骨折に対する椎体除圧術の治療経験
2010/10/27 69

日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕

山田　誠 内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤（IC-Pcom An）のコイル塞
栓術に於ける周術期動眼神経麻痺の検討

2010/10/27 69
日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀

一、伊藤　裕
川西　昌浩 圧迫骨折に対する椎体形成術-寝たきり予防効果を含めて- 2010/11/6 15 兵庫リハビリテーション医会総会
川西　昌浩 腰痛に対する各種ブロック療法、注入療法について 2010/11/29 伏見医師会ランチョンセミナー
川西　昌浩 腰痛に対する各種ブロック治療、注射療法について 2010/11/29 17 伏見医師会ランチョンセミナー
山田　誠 骨粗鬆性椎体圧迫骨折に対する骨穿孔術の治療経験

2011/1/22 5
椎体減圧術研究会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀

一、伊藤　裕
Kunio Yokoyama Spinal epidural hematoma following removal of

incorrectly placed jugular central venous catheter
2011/2/9 4

The 4th International Neurosurgical
Winter Congress

Masahiro Kawanishi、Makoto Yamada、
Hidekazu Tanaka、Yutaka Ito

川西　昌浩 腰痛に対する外科的治療 2011/3/26 18 京都伏見LCS研究会
横山　邦生 骨粗鬆症性椎体圧迫骨折の疼痛に 対する椎体穿孔術と椎体形

成術ほ比較検討
2011/6/9 26

日本脊髄外科学会 平野　匡史、伊藤　裕、田中　秀一、
山田　誠、川西　昌浩

川西　昌浩 バルーカイフォプラスティ講習会　ﾌｧｶﾙﾃｨ 2011/6/9 26 日本脊髄外科学会
田中　秀一 Fondaparinux sodiumが発症に関与した脊髄くも膜下出血の1

例
2011/6/9 26

日本脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、
伊藤　裕、平野　匡史

山田　誠 当院の超急性期卒中疾患に対する取り組み
2011/6/12 46

京都病院学会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀
一、伊藤　裕

川西　昌浩 低侵襲腰椎固定術について 2011/6/25 11 関西脳神経外科研究会
田中　秀一 初心者の脳動静脈奇形摘出術-現在修行中-

2011/6/25 11
関西脳神経外科研究会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、

伊藤　裕、平野　匡史
川西　昌浩 経皮的ペディクルスクリューの補強手技について 2011/7/1 3 低侵襲脊椎固定手術手技交流講演会
横山　邦生 骨粗鬆症性椎体圧迫骨折の疼痛に対する椎体穿孔術のついて

2011/8/27 7
椎体形成術研究会 平野　匡史、伊藤　裕、田中　秀一、

山田　誠、川西　昌浩
Masahiro
Kawanishi

Vertebral body-perforation for vertebral compression
fracture 2011/9/1 2

Annual Meeting of Asia Spine Kunio Yokoyama、Makoto Yamada、
Hidekazu Tanaka、Yutaka Ito、
Masahiro Hirano

川西　昌浩 低侵襲脊椎手術 2011/9/10 19 札幌脊椎脊髄病集談会
横山　邦生 骨粗鬆症性椎体圧迫骨折の疼痛に対する椎体穿孔術のついて

2011/10/2 37
京都医学会 平野　匡史、伊藤　裕、田中　秀一、

川西　昌浩
山田　誠 右経上腕アプローチによる左頚動脈ステント留置術に関する

検討
2011/10/12 70

日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀
一、伊藤　裕、平野　匡史

横山　邦生 骨粗鬆症性椎体圧迫骨折の疼痛に 対する椎体穿孔術ついて
（椎体形成術との比較検討）

2011/10/12 70
日本脳神経外科学会総会 平野　匡史、伊藤　裕、田中　秀一、

山田　誠、川西　昌浩
田中　秀一 初心者の脳動静脈奇形摘出術

2011/10/12 70
日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、

伊藤　裕、平野　匡史
川西　昌浩 経皮的ナビゲーションシステムをもちいた脊椎穿刺手技

2011/10/14 70
日本脳神経外科学会総会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史
川西　昌浩 経皮的椎弓根スクリューによる腰椎後方固定術の急性期侵襲

性に関する検討
2011/11/18 46

日本脊髄障害医学会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、
伊藤　裕、平野　匡史

川西　昌浩 脊椎圧迫骨折に対する椎体形成術 2012/3/8 34 姫路労災指定医協会講演会
川西　昌浩 脊椎圧迫骨折に対する椎体形成術 2012/3/8 23 姫路労災指定医講演会
山田　誠 A1起始部動脈瘤のコイル塞栓術の工夫

2012/3/31 21
脳神経外科手術と機器学会（CNTT） 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀

一、伊藤　裕、平野　匡史
横山　邦生 疼痛性脊椎圧迫骨折に対する椎体穿孔術と椎体形成術の除痛

効果、合併症についての比較検討
2012/4/19 41

脊椎脊髄病学会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕、平野　匡史

田中　秀一 初心者の破裂脳動脈瘤クリッピングの治療成績
2012/4/26 41

脳卒中の外科学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、
伊藤　裕、平野　匡史

山田　誠 PICA involved typeの解離性椎骨動脈瘤に対し、起始部塞栓
を施行した1例

2012/4/26 37
日本脳卒中学会総会 多根　一之、小川　竜介、住岡　真

也、柳川　信子、黒岩　敏彦
山田　誠 A1起始部動脈瘤のコイル塞栓術の工夫

2012/4/26 41
日本脳卒中の外科学会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀

一、伊藤　裕、平野　匡史
伊藤　裕 右経上腕アプローチによる左頚動脈ステント留置術に関する

検討
2012/4/27 37

日本脳卒中学会総会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、
田中　秀一、平野　匡史

川西　昌浩 TLIF（MIS)（脳神経外科コングレスハンズオンセミナー） 2012/5/10 32 日本脳神経外科コングレス
川西　昌浩 コングレスハンズオンセミナー　脊椎脊髄ｺｰｽ　TLIF(MIS) 2012/5/11 32 日本脳神経外科コングレス総会
山田　誠 P2動脈瘤の治療経験 2012/6/6 6 大阪脳・心・血管研究会
横山　邦生 Validity of intervertebral bone cement infusion for

painful vertebral compression fractures (VCF) based on
the presence of vertebral mobility

2012/6/14 10
Meeting of Asian Australian
Federation of Interventional and
Therapeutic Neuroradiology

川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕、平野　匡史

横山　邦生 疼痛性椎体圧迫骨折に対する骨セメント椎体内注入の妥当性
の検討

2012/6/21 27
日本脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史
田中　秀一 C1-3高位の砂時計型神経鞘腫に対する手術経験

2012/6/21 27
日本脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、

伊藤　裕、平野　匡史
平野　匡史 中心静脈カテーテル挿入に伴い発症した脊髄硬膜外血腫の一

例
2012/6/21 27

日本脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、
田中　秀一、伊藤　裕

横山　邦生 腰部脊柱管狭窄症における馬尾弛緩(Redundant nerve root
sign)の術後変化と機能予後について

2012/7/14 15
病院脳神経外科学会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史
横山　邦生 当院での疼痛性脊椎圧迫骨折治療

2012/7/20 12
関西脳神経外科研究会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史
田中　秀一 初心者の脳動脈瘤クリッピング術～現在修行中～

2012/7/21 12
関西脳神経外科研究会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、

伊藤　裕、平野　匡史
横山　邦生 疼痛性椎体圧迫骨折に対する骨セメント椎体内注入の妥当性

の検討
2012/8/25 8

椎体形成術研究会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕、平野　匡史

横山　邦生 疼痛性脊椎圧迫骨折に対する椎体内骨セメント注入の妥当性
について

2012/9/29 38
京都医学会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史



演者 発表演題名 開催日
（開始日・単日）

回 学会名（第◯回〜学会） 共同演者

横山　邦生 腰部脊柱管狭窄症における馬尾弛緩の術後変化と機能予後に
ついて

2012/10/6 66
近畿脊髄外科研究会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史
横山　邦生 疼痛性椎体圧迫骨折に対する骨セメント椎体内注入の妥当性

の検討
2012/10/17 71

日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕、平野　匡史

田中　秀一 神経症候を伴う胸腰椎移行部骨粗鬆症性椎体圧潰に対する一
期的後方除圧と経皮的椎体形成術

2012/10/17 71
日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、

伊藤　裕、平野　匡史
山田　誠 後大脳動脈P2部動脈瘤に対する脳血管内治療

2012/10/19 71
日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀

一、伊藤　裕、平野　匡史
川西　昌浩 脊椎圧迫骨折に対する椎体形成術-現状と課題-

2012/12/16 7
神戸学院大学総合リハビリテーション
学会

山田　誠 出血発症した脊髄shunt疾患の2例
2013/1/13 46

近畿脳神経血管内手術法ワークショッ
プ

山田　誠 PICA involved typeの解離性椎骨動脈瘤に対し、起始部塞栓
を施行した1例

2013/2/9 18
日本脳神経外科救急学会

山田　誠 後大脳動脈P2部動脈瘤に対する脳血管内治療
2013/3/12 42

日本脳卒中の外科学会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀
一、伊藤　裕、平野　匡史

田中　秀一 上矢状静脈洞をまたぐ開頭～2片の開頭による静脈洞損傷の予
防～

2013/3/21 42
脳卒中の外科学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、

伊藤　裕、平野　匡史
伊藤　裕 当院でのナビゲーションシステムを用いたBalloon

Kyphoplasty
2013/4/12 22

脳神経外科手術と機器学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、
田中　秀一、平野　匡史

横山　邦生 疼痛性椎体圧迫骨折に対する骨セメント椎体内注入の妥当性
の検討

2013/4/25 42
脊椎脊髄病学会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史
川西　昌浩 脊髄・脊椎外科の基本とfrontier-圧迫骨折に対する椎体形成

術
2013/5/10 33

日本脳神経外科コングレス

川西　昌浩 圧迫骨折に対する椎体形成術の概念の変化 2013/5/16 42 日本IVR学会総会
横山　邦生 椎体不安定性とBalloon Kyphoplastyの椎体復元効果について

の検討
2013/6/6 28

日本脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕、平野　匡史

田中　秀一 正中縦割式椎弓拡大形成術における浮動椎弓片, 蝶番骨折の
検討

2013/6/6 28
日本脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、

伊藤　裕、平野　匡史
田中　秀一 脊椎脊髄疾患の救急～ 当院の現状報告 ～

2013/7/6 13
関西脳神経外科研究会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、

伊藤　裕、平野　匡史
横山　邦生 疼痛性骨粗鬆症性圧迫骨折に対する椎体形成術と椎体穿孔術

の比較検討
2013/8/3 11

日本IVR学会夏季学術セミナー

横山　邦生 椎体不安定性とBalloon Kyphoplastyの椎体復元効果について
の検討

2013/8/31 9
椎体形成術研究会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史
川西　昌浩 脊椎圧迫骨折に対する骨セメント治療 2013/9/7 京都外科医会
横山　邦生 Comparative Study of the Postoperative Resolution of

Vertebral Deformities between Vertebroplasty and
Kyphoplasty Based on Vertebral Mobility

2013/9/8 15
World Congress of Neurosurgery 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史

横山　邦生 椎体不安定性とBalloon Kyphoplastyの椎体復元効果について
の検討

2013/9/29 39
京都医学会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史
川西　昌浩 骨粗鬆症性圧迫骨折に対する椎体形成術の変遷と比較検討 2013/10/11 10 東北信臨床懇話会
川西　昌浩 脊椎圧迫骨折に対する骨セメント治療 2013/10/12 4 国際観光医療学会
川西　昌浩 経皮的ナビゲーションシステムをもちいた脊椎穿刺手技

2013/10/16 72
日本脳神経外科学会総会 横山　邦生、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕
横山　邦生 骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折に対するPVP, BKPの比較検討

2013/10/16 72
日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕、平野　匡史
伊藤　裕 ナビゲーションシステムを用いたBalloon Kyphoplasty

2013/10/16 72
日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、

田中　秀一
川西　昌浩 骨粗鬆症性圧迫骨折に対する椎体形成術ー紹介と概念の変遷 2013/11/16 74 伏見医師会学術集会
川西　昌浩 腰痛治療の最前線ー低侵襲治療の紹介ー 2014/5/17 京都府医師会学術講演会
横山　邦生 疼痛性椎体骨折に対する椎体形成術の長期成績についての検

討
2014/6/12 29

日本脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕

田中　秀一 仙腸関節障害との鑑別が困難であった骨盤脆弱性骨折ー２症
例報告ー

2014/6/12 29
日本脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、

伊藤　裕
伊藤　裕 Balloon Kyphoplasty後の新規椎体骨折の発症について。当院

でのBalloon KyphoplastyとVertebroplastyとの比較。
2014/6/12 29

脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、
田中　秀一

横山　邦生 椎体骨折に対する経皮的後弯矯正術後のsagittal balanceの
変化について

2014/9/6 10
椎体形成術研究会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、

伊藤　裕
横山　邦生 骨粗鬆症性椎体骨折に対する経BKP後のsagittal balanceの変

化
2014/9/28 40

京都医学会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕

川西　昌浩 腰部脊柱管狭窄症に対する減圧術式の違いによる侵襲性の検
討

2014/10/1 67
日本脳神経外科学会総会 加茂　正嗣、西原　賢太郎、伊藤

裕、田中　秀一、奥田　泰章
横山　邦生 骨粗鬆症性椎体骨折に対する経BKP後のsagittal balanceの変

化
2014/10/9 73

日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕

伊藤　裕 Balloon Kyphoplasty後の新規椎体骨折の発症について。
2014/10/10 73

日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、
田中　秀一

伊藤　裕 骨粗鬆性脊椎圧迫骨折に対するBalloon Kyphoplasty
2015/3/7 38

日本脳神経外傷学会 川西　昌浩、山田　誠、横山　邦生、
田中　秀一

山田　誠 Borden type 3 non sinusal type のdAVFの2例 2015/3/26 40 日本脳卒中学会総会 川西　昌浩、小川　竜介、柳川　伸子
山田　誠 脳卒中診療・治療のup to date 2015/5/30 77 伏見医師学術集談会
山田　誠 bovine archの特発性左側総頚動脈解離に対してステント留置

術を施行した1例
2015/6/12 2

日本心血管脳卒中学会学術集会 宮地　茂、黒岩　敏彦、住岡　真也、
山田　佳孝、田中　なつき、杉山　慎
太郎、柳川　信子、多根　一之、小川
竜介

山田　誠 『醍醐病院前脳卒中スケール』の有用性について 2015/6/14 50 京都病院学会 山岡　辰朗
山田　誠 上位頚椎の動静脈瘻の3例

2015/6/25 30

日本脊髄外科学会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀
一、伊藤　裕、宮地　茂、黒岩　敏
彦、住岡　真也、小川　竜介、奥田
泰章

杉江　亮 頭部外傷，意識障害で救急搬送された心疾患の4例
2016/1/29 21

日本脳神経外科救急学会 伊藤　裕、田中　秀一、横山　邦生、
山田　誠、川西　昌浩中谷　壽男、河
部　純

川西　昌浩 終室拡大の一例
2016/2/27

大阪スパインコンクラーヴェ 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、
伊藤　裕、杉江　亮

山田　誠 転移性胸椎椎体腫瘍に対する塞栓術に於ける工夫
2016/3/25 25

脳神経外科手術と機器学会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀
一、伊藤　裕、杉江　亮、川端　信
司、黒岩　敏彦

山田　誠 Preshapedカテーテルの有用性とpitfall
2016/4/14 45

日本脳卒中の外科学会学術集会 川西　昌浩、伊藤　裕、田中　秀一、
横山　邦生、杉江　亮、川端　信司、
宮地　茂、黒岩　敏彦

杉江　亮 感染性脳動脈瘤破裂による脳出血で発症した感染性心内膜炎
に対し、塞栓術・開心術・開頭術を施行した1例 2016/4/14 45

日本脳卒中の外科学会学術集会 川西　昌浩、伊藤　裕、田中　秀一、
横山　邦生、山田　誠、川端　信司、
宮地　茂、黒岩　敏彦

横山　邦生 脳内出血症例における運動機能予後予測にDiffusion Tensor
imaging (DTI) は有用か 2016/4/14 45

日本脳卒中の外科学会学術集会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、田
中　秀一、伊藤　裕

田中　秀一 Mirror siteに生じたde novo IC-PC動脈瘤破裂によるくも膜
下出血の2例 2016/4/14 45

日本脳卒中の外科学会学術集会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、横
山　邦生、伊藤　裕

山田　誠 骨粗鬆性椎体骨折に対する椎体穿孔術も含めた当院の治療ア
ルゴリズム

2016/5/14 2
日本穿刺ドレナージ研究会 川西　昌浩、杉江　亮、横山　邦生、

田中　秀一、伊藤　裕
川西　昌浩 終室嚢胞の１例

2016/6/12 51
京都病院学会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、

伊藤　裕、杉江　亮
山田　誠 頚部内頚動脈起始部閉塞に対し緊急CASによる経皮的血行再建

術を行った5例
2016/6/17 3

日本心血管脳卒中学会学術集会 川西　昌浩、杉江　亮、横山　邦生、
田中　秀一、伊藤　裕

横山　邦生 頚椎症の診断で紹介された亜急性連合性脊髄変性症の1例
2016/6/19 31

日本脊髄外科学会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、田
中　秀一、伊藤　裕
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伊藤　裕 2種類の椎弓形成術が全脊椎矢状面アライメントに及ぼす影響
について

2016/6/19 31
日本脊髄外科学会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、横

山　邦生、田中　秀一
川西　昌浩 終室嚢胞の１例

2016/6/19 31
日本脊髄外科学会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、

伊藤　裕、杉江　亮
横山　邦生 椎体骨折症例に対する後弯矯正術後のsagittal balanceの変

化
2016/6/25 30

日本脊髄外科学会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕

横山　邦生 6腰椎例の全脊椎矢状面 アライメントについての検討
2016/6/27 15

関西脳神経外科研究会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕

横山　邦生 初期診療で見落とされがちな脊椎関連病変
2016/7/2 16

関西脳神経外科研究会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、田
中　秀一、伊藤　裕

横山　邦生 当院での椎体骨折外科治療経験
2016/8/27 12

椎体形成術研究会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、田
中　秀一、伊藤　裕

横山　邦生 新規椎体骨折が全脊椎アライメントに及ぼす影響について
2016/8/29 11

椎体形成術椎体形成術研究会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕

田中　秀一 診断に難渋した心肺停止発症の高齢者上位頸椎損傷-2症例報
告-

2016/9/3 72
日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、横

山　邦生、伊藤　裕
横山　邦生 手術目的に紹介された頚椎症を伴う亜急性連合性脊髄変性症

の1例
2016/9/5 71

日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 川西　昌浩、山田　誠、杉江　亮、田
中　秀一、伊藤　裕

横山　邦生 全脊椎アライメントの加齢性変化について
2016/9/25 42

京都医学会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、田
中　秀一、伊藤　裕

田中　秀一 骨盤脆弱性骨折の2症例報告 (3症例を発表)
2016/9/25 42

京都医学会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、横
山　邦生、伊藤　裕

川西　昌浩 脊髄髄外腫瘍３２例の検討
2016/9/25 42

京都医学会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、
伊藤　裕、杉江　亮

横山　邦生 椎体形成術と椎体穿孔術
2016/9/26 15

関西MISt研究会 川西　昌浩、山田　誠、田中　秀一、
伊藤　裕、杉江　亮

横山　邦生 6腰椎例の全脊椎矢状面
2016/9/29 75

日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、田
中　秀一、伊藤　裕

川西　昌浩 Cystic dilatation of  the ventriculus terminalis
2016/9/29 75

日本脳神経外科学会総会 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、
伊藤　裕、杉江　亮

山田　誠 低濃度NBCA を用いた経動脈的塞栓術
2016/10/4 41

京都医学会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀
一、伊藤　裕

横山　邦生 全脊椎矢状面アライメントと加齢との関連について
2016/10/14 74

日本脳神経外科学会総会 川西　昌浩、杉江　亮、山田　誠、田
中　秀一、伊藤　裕

杉江　亮 頚部内頸動脈閉塞に対し経皮的血行再建術を行った4例 2016/11/17 44 日本救急医学会総会・学術総会 中谷　壽男、河部　純
山田　誠 pre-shaped catheterの有用性とPitfall

2016/11/19 31
日本脳神経血管内治療学会学術総会 川西　昌浩、横山　邦生、田中　秀

一、伊藤　裕
川西　昌浩 椎体骨折椎体形成と骨癒合

2016/11/19 8
江坂脊椎カンファレンス 山田　誠、横山　邦生、田中　秀一、

伊藤　裕、杉江　亮
山田　誠 6F JB2内にFilter EZを通して頚動脈ステント留置術（CAS）

を行った4例
2016/11/24 32

日本脳神経血管内治療学会学術総会 川西　昌浩、杉江　亮、横山　邦生、
田中　秀一、伊藤　裕

横山　邦生 骨粗鬆症性椎体骨折に対する骨穿孔術について 2017/1/28 11 骨穿孔術研究会 横山　邦生
横山　邦生 Supraｔrigeminal zone より摘出した橋上部腹側海綿状血管

腫の1例 2017/3/16 46
脳卒中の外科学会 横山　邦生、山下　正真、伊藤　裕、

田中　秀一、杉江　亮、山田　誠、川
西　昌浩

田中秀一 CT angiographyで破裂末梢性後下小脳動脈瘤が疑われたくも
膜下出血の１例 2017/3/18 46

日本脳卒中の外科学会 田中　秀一、川西　昌浩、杉江　亮、
山田　誠、横山　邦生、伊藤　裕、山
下　真正

山下　正真 脳室腹腔シャントチューブが結腸に穿通し逆行性髄膜炎を起
こした1例 2017/4/8 73

日本脳神経外科学会近畿支部学術集会 山下　正真、横山　邦生、山田　誠、
田中　秀一、伊藤　裕、杉江　亮、川
西　昌浩

山田　誠 弓部置換術後症例に対する脳血管内手術時（特にCAS時）、カ
テーテルアクセスに於ける留意点

2017/6/2 4
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