
演題 学会 日付 場所 形式 備考

Correlation Between Mib-1 and Surgery in Meningioma 1st Nepal-Japan Neurosurgical Conference 1997.11.12 Kathmandu, Nepal 一般口演 国際

無症候性髄膜腫における術後再発率 第55回日本脳神経外科学会中部地方会 1998.11.28 浜松 シンポジスト 地方

CPA meningioma Joint conference 1999.05.02 Myanmar 一般口演 国際

CP Angle Meningioma “UPDATES IN NEUROSURGERY ” TUMORS AND ANEURYSMS 1999.05.04 Philippines 一般口演 国際

外傷による椎骨動脈損傷例に対して血管内外科治療が効果的だった一例 第3回日本臨床救急医学会総会 2000.04.26-27 東京 一般口演 全国

外傷による椎骨動脈損傷例に対して血管内外科治療が効果的だった一例 第60回日本脳神経外科学会中部地方会 2001.04.07 愛知、長久手 一般口演 地方

Minimally invasive surgical exposure of the extreme high cervical portion of the internal carotid artery 4th Annual Conference of The Skull Base Surgery Society of India 2002.09.12-14 Trivandrum,India 一般口演 国際

Minimally invasive surgical exposure of internal carotid artery: anatomical study International Neurosurgery CME NNC, Calcutta 2002.09.15 Calucutta,India 招待講演 国際

解離性内頚動脈瘤に対するステント支援によるコイル塞栓術の一例 第63回日本脳神経外科学会中部地方会 2002.11.09 名古屋 一般口演 地方

閉塞性脳血管障害に対する血管内治療 第34回藤田学園医学会 2002.10.03 愛知、豊明 一般口演 地方

Stent-assisted coil embolization: The treatment of wide-necked and dissecting aneurysms China-Japan Medical Conference 2002（日中国交正常化30周年記念） 2002.11.03-06 Beijing,China 一般口演 国際

症候性脳血管攣縮をともなう破裂脳動脈瘤に対するｺｲﾙ塞栓術 第18回日本脳神経血管内治療学会 2002.10.04-06 沖縄 ポスター 全国

超急性期脳梗塞に対する治療適応の決定(multi slice herical CTによるperfusion CTの有用性） 第32回日本神経放射線学会 2003.2.25-26 筑波 一般口演　 全国

症候性脳血管攣縮を伴なう破裂脳動脈瘤に対する血管内治療 第32回日本脳卒中の外科学会 2003.3.14-15 新宿 ポスター 全国

上錐体静脈のisolated sinus dAVFに対し穿頭によりdirect packingを行った1例 日本脳神経外科学会中部地方会 2003.04.05 金沢 一般口演 地方

超急性期脳梗塞に対し腹部細血管用異物除去バスケットによる血栓破砕術をおこなった２例 第33回日本救急医学会総会 2005.10.26 大宮 ポスター 全国

頚部内頚動脈線維筋性形成異常症に合併した超急性期脳梗塞の一例 第６回豊田加茂脳神経疾患症例検討会 2005.12.9 豊田,加茂病院 一般口演 地方

TruFiLL DCSを用いて塞栓術をおこなった高齢者大型破裂内頚動脈瘤の一例 第６回豊田加茂脳神経疾患症例検討会 2005.12.9 豊田,加茂病院 一般口演 地方

頚部内頚動脈線維筋性形成異常症に合併した超急性期脳梗塞の一例 第９回日本臨床救急医学会総会 2006.5.12 盛岡 一般口演 全国

広範囲に脊髄空洞症を呈したChiari奇形１型の１例 第21回日本脊髄外科学会 2006.5.26 金沢 ポスター 全国

巨大皮下血腫により皮膚の自然破壊を呈した神経線維腫症1型の1例 第34回日本救急医学会総会 2006.10.31 福岡 ポスター 全国

頭部顔面巨大皮下血腫により皮膚の自然破壊を呈した神経線維腫症１型の１例 第24回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 2006.11.17 長崎 一般口演 全国

SAH clipping パスを立ち上げて 第７回院内パス大会 2006.12.18 豊田,トヨタ記念病院 一般口演 地方

「トヨタウェイ」「カイゼン」を脳神経外科診療に 第66回日本脳神経外科学会総会 2007.10.3-5 東京 デジタル 全国

超急性期脳梗塞の１例 第9回豊田加茂脳神経疾患症例検討会 2008.2.1 豊田,トヨタ記念病院 一般口演 地方

頭蓋内解離性動脈瘤 第9回豊田加茂脳神経疾患症例検討会 2008.2.1 豊田,トヨタ記念病院 一般口演 地方

「トヨタウェイ」「カイゼン」を脳神経外科診療に 第37回日本脳卒中の外科学会 2008.3.22 京都 ポスター 全国

「トヨタウェイ」「カイゼン」を脳神経外科診療に 第17回脳神経外科手術と機器学会 2008.4.11 長崎 一般口演 全国

超急性期脳梗塞に対する選択的血栓溶解術後の仮性脳動脈瘤 第31回日本神経外傷学会 2008.4.26 大阪 一般口演 全国

片側慢性硬膜下血腫手術例と再手術例の検討（特に血腫の厚さ、血腫内CT値、血小板数について） 第67回日本脳神経外科学会総会 2008.10.2 盛岡 ポスター 全国

加齢による頭蓋内圧の変化について 第68回日本脳神経外科学会総会 2009.10.14 東京 一般口演 全国

くも膜下出血とその周辺 第46回救急症例検討会 2012.1.24 豊田,トヨタ記念病院 一般口演 地方

外傷性両側内側縦束症候群を呈した頭蓋底骨折の一例 第36回日本脳神経外傷学会 2013.3.8 名古屋 ポスター 全国

以上、Principal Presenter（発表演者のみ、共同演者含まず）

その他

cadaveric dissection "Hands-On Surgical Anatomy Workshop Approaches to the Skull Base" 2003.1.10-13 Lippo Karawaci,INDONESIA demonstrator 国際

座長 ギリアデルMeet the Expert in 豊田 2014.3.14 豊田 座長 地方


