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次ページ  

86 レコードのうち、1 から 25 を表示しています。（25 レコードを表示しています。）  

【1】第19回備後脳神経外科医会：福山, 1995.05 

若年者の脳卒中 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【2】第28回備後脳神経外科医会：福山, 1998.07  

Incidental pituitary tumorの問題点 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【3】第29回備後脳神経外科医会：福山, 1998.11  

左中大脳動脈狭窄から閉塞への進行増悪例 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【4】第3回エアポートフォーラム：東京, 1999.09  

Brain attack時代の脳梗塞急性期治療 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【5】第32回備後脳神経外科医会：福山, 1999.11  

Stroke in a brain attack時代の脳梗塞急性期治療 

佐藤 透 
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医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【6】第9回日本脳ドック学会：松江, 2000.06  

未破裂脳動脈瘤の検出における三次元MRA 

佐藤 透 

医療法人社団） 涼風会 佐藤脳神経外科 

【7】第37回備後脳神経外科医会：福山, 2000.06  

TIAを反復するM1高度狭窄例 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【8】第59回日本脳神経外科学会総会：福岡, 2000.10  

3次元MRA Fly-through画像による未破裂脳動脈瘤の描出 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【9】第35回備後脳神経外科医会：福山, 2000.11  

eloquent area 近傍の転移性脳腫瘍 

佐藤 透 

医療法人社団）涼風会 佐藤脳神経外科 

【10】第4回エアポートフォーラム：広島, 2000.11  

左内頚動脈 blister aneurysmの1例 

佐藤 透 

医療法人社団） 涼風会 佐藤脳神経外科 

【11】第50回日本脳神経外科学会中国四国地方会：広島, 2000.12  

三次元MRA（３D-MRA)・仮想血管内視鏡による脳動脈瘤の内腔診断 

佐藤 透 
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医療法人社団）涼風会 佐藤脳神経外科 

【12】第30回日本神経放射線学会：大阪, 2001.02  

３D-CT angiography transluminal画像による管腔壁を透視した脳動脈
瘤構築の描出 

佐藤 透 

医療法人社団）涼風会 佐藤脳神経外科 

【13】第24回日本脳神経CI学会総会：福井, 2001.03  

三次元MRA（３D-MRA)・transluminal画像による管腔壁を透視した脳動脈
瘤構築の描出 

佐藤 透 

医療法人社団）涼風会 佐藤脳神経外科 

【14】第6回三次元CT・MRI研究会：大阪, 2001.03  

三次元MRA・Fly-throughが層による脳動脈瘤手術シミュレーション 

佐藤 透 

医療法人社団）涼風会 佐藤脳神経外科 

【15】第24回日本脳神経CI学会：福井, 2001.03  

Volume rendering法を用いたtransparent 3D-CT Angiographyによる床突
起下（C3-4部）内頚動脈瘤の診断 

佐藤 透 

医療法人社団） 涼風会 佐藤脳神経外科 

【16】第10回脳神経外科手術と機器学会：岡山, 2001.04  

新しい画像解析システム 

佐藤 透 

医療法人社団）涼風会 佐藤脳神経外科 

【17】第37回備後脳神経外科医会：福山, 2001.06  

TIAを反復するM1起始部高度狭窄例 
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佐藤 透 

医療法人社団） 涼風会 佐藤脳神経外科 

【18】第5回エアポートファーラム：広島, 2001.09  

頚部内頚動脈閉塞例の急性期画像診断 

佐藤 透 

医療法人社団）涼風会 佐藤脳神経外科 

【19】第60回日本脳神経外科学会総会：岡山, 2001.10  

管腔壁を透視した3次元MRA・CTA transluminal画像による脳動脈瘤術中
ナビゲーションシステム 

佐藤 透1)、土本正治2) 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、尾道市立市民病院脳神経外科2) 

【20】第54回広島医学会総会：広島, 2001.11  

3次元MRA・CTA画像による脳動脈瘤術中ナビゲーションシステム 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【21】第38回備後脳神経外科医会：福山, 2001.11  

Treatable dementia: Normal pressure hydrocephalus 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【22】第52回日本脳神経外科学会中国四国地方会：高知, 2001.12  

3次元MRAにて診断し得た解離性中大脳動脈瘤の1例 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【23】第11回日本脳神経外科コンピュータ研究会：大阪, 2002.01  

脳神経外科診療におけるネットワークコンピュータ構築 
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佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【24】第53回日本脳神経外科学会中国四国地方会：松山, 2002.04  

増大し破裂に至った未破裂前交通動脈瘤のfollow-up画像 

佐藤 透1)、土本正治2)、小野田恵介2)、谷岡大輔2) 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、尾道市立市民病院脳神経外科2) 

【25】第58回日本放射線技術学会総会：神戸, 2002.04  

管腔壁を透視した3次元MRA・CTA仮想内視鏡transluminal画像による脳
動脈瘤構築の解析 

横山千菜美、大迫知香、佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 
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学会発表 

検索ホームへ戻る 

次ページ  

86 レコードのうち、26 から 50 を表示しています。（25 レコードを表示しています。） 

【26】第40回備後脳神経外科医会：福山, 2002.06 

くも膜下出血に合併した未破裂脳動脈瘤の2例 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【27】第21回The Mt.Fuji Workshop on CVD：名古屋, 2002.08  

3次元MR脳槽撮影（３D-MRC)による脳主幹動脈狭窄性病変の立体的評
価 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【28】平成14年度福山府中地区救急講習会：福山, 2002.09  

脳神経外科救急のための新しい3次元画像の世界 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【29】第61回日本脳神経外科学会総会：松本, 2002.10  

MRA Flow Imaging による脳動脈瘤内血流解析から見た未破裂脳動脈瘤
の予防的治療適応 

佐藤 透1)、小野田恵介2)、谷岡大輔2)、土本正治2) 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、尾道市立市民病院2) 

【30】第61回日本脳神経外科学会総会：松本, 2002.10  

3D-CT angiogramと3D-CT cisternogramを用いた脳動脈瘤壁厚の治療前
評価 ―新しい未破裂脳動脈瘤の治療適応― 
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小野田恵介1）、土本正治1）、谷岡大輔1）、佐藤 透2） 

尾道市立市民病院  脳神経外科1）、 涼風会佐藤脳神経外科2） 

【31】第41回備後脳神経外科医会：福山, 2002.11  

Top of the Basilar Syndrome (Caplan LR, 1980)を疑った1例、Embolic 
Shower・仮性球麻痺を疑った1例 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【32】第54回日本脳神経外科学会中国四国地方会：岡山, 2002.12  

３次元MR脳槽撮影（3D MRC）による脳主幹動脈狭窄性病変の立体的評
価: 頻回のTIAで発症し２度のPTAを施行した左M1狭窄の１例 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【33】第54回日本脳神経外科学会中国四国地方会：岡山, 2002.12  

外転神経鞘腫の1手術例 

小野田恵介1）、土本正治1）、勝間田 篤1）、佐藤 透2） 

尾道市立市民病院  脳神経外科1）、 医）涼風会 佐藤脳神経外科2） 

【34】槇殿賞受賞記念講演会：福山, 2003.01  

新しい3次元神経画像の世界 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【35】第26回日本脳神経CI学会総会：名古屋, 2003.02  

3次元MR脳槽画像(3D-MRC)による脳主幹動脈狭窄性病変の新しい立
体的画像評価 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【36】第26回日本脳神経CI学会総会：名古屋, 2003.02  
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3次元MRA Transluminal Flow Imaging による脳動脈瘤内血流の解析 

佐藤 透1)、小野田恵介2)、勝間田 篤2)、土本正治2) 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、尾道市立市民病院2) 

【37】第55回日本脳神経外科学会中国四国地方会：山口, 2003.04  

３次元MR拡散強調画像による脳虚血超急性期病巣の立体的画像評価：
可逆的回復を認めた左中大脳動脈M2閉塞の１例 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【38】第43回備後脳神経外科医会：福山, 2003.05  

慢性硬膜下血腫を合併した急性期脳塞栓症 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【39】第62回日本脳神経外科学会総会：仙台, 2003.10  

3次元MR脳槽画像による未破裂脳動脈瘤外壁形態と瘤周囲環境の画像
評価 

佐藤 透1)、小野田恵介2)、勝間田 篤2)、土本正治2) 

涼風会）佐藤脳神経外科1)、尾道市立市民病院 脳神経外科2) 

【40】第62回日本脳神経外科学会総会：仙台, 2003.10  

内頚眼動脈瘤に対する対側アプローチの新しい適応基準 

小野田恵介1)、土本正治1)、勝間田篤1)、佐藤 透2) 

尾道市立市民病院 脳神経外科1)、涼風会 佐藤脳神経外科2) 

【41】第44回備後脳神経外科医会：福山, 2003.11  

虚血発症の部分血栓化紡錘状脳底動脈瘤 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 
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【42】第56回日本脳神経外科学会中国四国地方会：徳島, 2003.12  

Transluminal imagingによる部分的血栓化紡錘状脳底動脈瘤の新しい3次
元画像評価 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【43】第9回三次元CT・MRI研究会：大阪, 2004.01  

3次元拡散強調画像（Color-coded 3D DWI）による超急性期脳虚血病巣
の新しい立体画像評価 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【44】第9回三次元CT・MRI研究会：大阪, 2004.01  

管腔透視3次元MRA（Transluminal color-coded 3D MRA）による脳動脈
瘤内血流パターンの評価 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【45】第57回日本脳神経外科学会中国四国地方会：米子, 2004.04  

ｶﾗｰ識別表示３DMRAによる横静脈洞部硬膜動静脈ろう (DAVF) の追跡
画像評価 

佐藤 透1)、杉生憲志2)、水松 真一郎3) 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院 神経病態外科学2)、
姫路中央病院 脳神経外科3)  

【46】第45回備後脳神経外科医会：福山, 2004.05  

可逆的回復を得た超急性期脳梗塞 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【47】第45回備後脳神経外科医会：福山, 2004.05  

腰椎椎間板遊離ヘルニアの一手術例：MR所見と病理所見の比較検討 
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吉本祐介1)、勝間田篤1)、土本正治1)、佐藤 透2) 

尾道市立市民病院1)、涼風会 佐藤脳神経外科2) 

【48】第23回The Mt.Fuji workshop on CVD：東京, 2004.08  

Color-coded 3D MRAによる瘤内MR信号強度分布から見た個々の未破
裂脳動脈瘤における成長・破裂riskの解析 

佐藤 透1)、小野田恵介2)、徳永浩司3)、杉生憲志4)、伊達 勲5) 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院 神経病態外科学2) 

【49】第63回社団法人日本脳神経外科学会総会：名古屋, 2004.10  

Color-coded 3D MRAによる脳動脈瘤内MR信号強度分布から見た未破
裂脳動脈瘤の予防的治療適応 

佐藤 透1)、土本正治2)、吉本祐介2)、勝間田篤2)、小野田恵介3)、徳永
浩司3)、杉生憲志3)、伊達 勲3) 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、尾道市立市民病院 脳神経外科2)、岡
山大学大学院医歯薬学総合研究科 神経病態外科学3) 

【50】第47回備後脳神経外科医会：福山, 2004.11  

BA-AICA Aneurysm, Proximal, Incidentalの1例 

佐藤 透 

医)涼風会 佐藤脳神経外科 
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次ページ  

86 レコードのうち、51 から 75 を表示しています。（25 レコードを表示しています。） 

【51】第58回（社）日本脳神経外科学会中国四国地方会：岡山, 2004.12 

腰椎椎間板遊離ヘルニアの1手術例：ＭＲ所見と病理所見の対比検討 

吉本祐介1)、勝間田篤1)、土本正治1)、佐藤 透2) 

尾道市立市民病院 脳神経外科1)、佐藤脳神経外科2) 

【52】第58回（社）日本脳神経外科学会中国四国地方会：岡山, 2004.12  

3次元MR Cisternographyによる脳内にdomeが埋没した内頸後交通動脈
瘤の術前画像評価 

佐藤 透1)、勝間田篤2)、吉本祐介2)、土本正治2)、小野田恵介3)、徳永
浩司3)、杉生憲志3)、伊達 勲3) 

医)涼風会 佐藤脳神経外科1)、尾道市立市民病院 脳神経外科2)、岡
山大学院医歯学総合研究科 神経病態外科学3) 

【53】第28回日本脳神経CI学会総会：高松, 2005.03  

脳動脈瘤診断における血流情報としてのMRAの限界と利点：MEC・CTA
形態画像所見との乖離 

佐藤 透1)、小野田恵介2)、徳永浩司2)、杉生憲志2)、伊達 勲2) 

医)涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院 神経病態外科学2) 

【54】第59回（社）日本脳神経外科学会中国四国地方会：広島, 2005.04  

3次元MRC/MRA fusion imageによる部分的血栓化解離性椎骨動脈瘤の
治療前画像評価 

佐藤 透1)、西田あゆみ2)、守山英二2)、小野田恵介3)、徳永 浩司3)、
杉生憲志3)、伊達 勲3) 

医)涼風会 佐藤脳神経外科1)、福山医療センター 脳神経外科2)、岡山
大学大学院医歯学総合研究科 神経病態外科学3) 
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【55】第17回日本頭蓋底外科学会：大阪, 2005.07  

Root exit/entry zoneより遠位部での神経圧迫による三叉神経痛、片側
顔面痙攣症例に対するmicrovascular decompressionの検討 

小野田惠介1)、佐藤 透2)、三好康之1)、徳永浩司1)、伊達 勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 神経病態外科学1)、医療法人涼
風会 佐藤脳神経外科2) 

【56】第14回日本脳ドック学会総会：名古屋, 2005.07  

MR Cisternography/MR Angiographyの3D Fusion imaging(融合画像）
による未破裂脳動脈瘤の画像診断 

尾美 賜1)、大迫知香1)、佐藤 透2) 

医)涼風会 佐藤脳神経外科 診療放射線科1)、医)涼風会 佐藤脳神経
外科 脳神経外科2) 

【57】第14回日本脳ドック学会総会：名古屋, 2005.07  

無症候性脳梗塞に伴った脳主幹動脈狭窄・閉塞性病変の画像評価 

佐藤 透1)、尾美 賜2)、大迫知香2) 

医)涼風会 佐藤脳神経外科 脳神経外科1)、医)涼風会 佐藤脳神経外
科 診療放射線科2) 

【58】第57回石川脳血管障害研究会：金沢, 2005.07  

新しい3次元神経画像による脳血管障害の診断－Top of the World－脳
動脈瘤/急性期脳梗塞 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【59】第14回日本脳ドック学会総会：名古屋, 2005.07  

3D MRC/MRA Fusion Imagingによる未破裂脳動脈瘤の画像評価 

佐藤 透1)、尾美 賜2)、大迫知香2) 

医)涼風会 佐藤脳神経外科 脳神経外科1)、医)涼風会 佐藤脳神経外
科 診療放射線科2) 

【60】第19回中国地方脳神経外科手術研究会：広島, 2005.08  
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髄芽腫術後10年目にくも膜下出血で発症したPICA抹消部医原性脳動脈
瘤 

佐藤 透1)、竹内 亮2)、有澤 正2) 

医)涼風会 佐藤脳神経外科1)、福山市民病院 脳神経外科2) 

【61】第64回社団法人日本脳神経外科学会総会：横浜, 2005.10  

片側顔面痙攣に対するMVDの新しい術前評価法 ─3D MRC/MRA 
fusion imagingの有用性─ 

小野田惠介1)、佐藤 透2)、三好康之1)、徳永浩司1)、伊達 勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、医療法人社団涼
風会 佐藤脳神経外科2) 

【62】第64回社団法人日本脳神経外科学会総会：横浜, 2005.10  

未破裂脳動脈瘤の外壁形態・瘤周囲環境からみた破裂危険因子：3D 
NRC/MRA Fusion Imagingによる画像評価 

佐藤 透1)、佐々原渉2)、小野田恵介2)、徳永浩司2)、杉生憲志2)、伊達 
勲2) 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 
脳神経外科2) 

【63】第21回日本脳神経血管内治療学会総会：和歌山, 2005.11  

脳動脈瘤破裂に対する瘤外環境の影響 

渡邊恭一1)、佐々原渉1)、小野成紀1)、小野田惠介1)、徳永浩司1)、杉生
憲志1)、佐藤 透2)、Daniel A. Rufenachit3)、伊達 勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、医療法人涼風会 
佐藤脳神経外科2)、ジュネーブ大学 神経放射線学3) 

【64】第50回備後脳神経外科医会：福山, 2005.11  

Intracanalicular vestibular schwannoma 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【65】第60回（社）日本脳神経外科学会中国四国地方会：高松, 2005.12  
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3D MRC/MRA Fusion Imageでbleb形成を認めた未破裂内頸動脈-後交
通動脈瘤の治療例 

佐藤 透1)、小坂 章、相原 寛2)、吉本祐介、土本正治 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、尾道市立市民病院 脳神経外科2) 

【66】第29回日本脳神経CI学会総会：東京, 2006.01  

三叉神経痛に対する術前評価における3D MRC/MRA fusion imagingの
有用性 

小野田惠介、佐藤 透、三好康之、徳永浩司、伊達 勲 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科学1)、医療法人涼風
会 佐藤脳神経外科2) 

【67】第15回日本脳神経コンピューター研究会：宇部, 2006.01  

片側顔面痙攣に対するMicrovascular Decompressionの画像評価：3D 
MR Cisternogram/ AngiogramによるVolumetric Dataのコンピューター解
析 

佐藤 透1)、小坂 章、小野田恵介2)、徳永浩司、杉生憲志、伊達 勲 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 
脳神経外科2) 

【68】第61回（社）日本脳神経外科学会中国四国地方会：高知, 2006.04  

Primitive trigeminal Arteryに合併した三叉神経痛のFusion Imagingによる
画像解析 

佐藤 透1)、小坂 章1)、小野田恵介2)、伊達 勲2) 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 
脳神経外科2) 

【69】第61回（社）日本脳神経外科学会中国四国地方会：高知, 2006.04  

Primitive Trigeminal Arteryに合併した三叉神経痛のFusion Imagingによ
る画像解析 

佐藤 透1)、小坂 章、小野田恵介2)、伊達 勲 

医）涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 
脳神経外科2) 
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【70】第51回備後脳神経外科医会：福山, 2006.05  

Intracisternal Cyatic Tumorの2例：MRIによる鑑別診断 

佐藤 透 

医）涼風会 佐藤脳神経外科 

【71】第18回日本頭蓋底外科学会：名古屋, 2006.07  

三叉神経痛における圧迫責任血管の新しい術前画像評価─3D MRC/A 
fusion imagingの有用性─ 

小野田恵介1)、佐藤 透2)、三好康之1)、徳永浩司1)、伊達 勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、医療法人社団 
佐藤脳神経外科2) 

【72】第9回脳神経減圧術研究会：京都, 2006.10  

片側顔面痙攣再発例に対する術前画像評価─3D MR 
Cisternogram/angiogram fusion imagingの有用性─ 

小野田惠介1)、佐藤 透2)、三好康之1)、徳永浩司1)、伊達 勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、医療法人社団涼
風会 佐藤脳神経外科2) 

【73】第9回脳神経減圧術研究会：京都, 2006.10  

特発性三叉神経痛における圧迫責任血管の術前画像評価─3D MR 
Cisternogram/angiogram fusion imagingの有用性─ 

小野田惠介1)、佐藤 透2)、三好康之1)、徳永浩司1)、伊達 勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、医療法人社団涼
風会 佐藤脳神経外科2) 

【74】第53回備後脳神経外科医会：福山, 2006.11  

Incidental Brain Tumorの手術適応 

佐藤 透 

医療法人社団 涼風会 佐藤脳神経外科  

【75】第62回(社)日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会：出雲, 2006.12  
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三叉神経痛における圧迫責任血管の新しい術前画像評価 

小野田惠介1)、佐藤 透2)、小野成紀1)、三好康之1)、徳永浩司1)、伊達 
勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、（医）涼風会佐藤
脳神経外科2) 

次ページ 
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学会発表 
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86 レコードのうち、76 から 86 を表示しています。（11 レコードを表示しています。） 

【76】第62回(社)日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会：出雲, 2006.12 

前交通動脈瘤のVirtual Realityによる手術Simulation 

佐藤 透1)、小野田恵介2)、伊達 勲2) 

医療法人社団 涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院医歯薬学
総合研究科 脳神経外科2)  

【77】第63回（社）日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会：岡山, 2007.04  

三叉神経痛のVirtual RealityによるMVD手術Simulation 

佐藤 透1)、上利 崇2)、小野田恵介2)、伊達 勲2) 

医療法人社団 涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院医歯薬学
総合研究科 脳神経外科2)  

【78】第19回日本頭蓋底外科学会：東京, 2007.07  

三叉神経痛症例における画像評価─とくに術後画像の分析における3D 
MRC/MRA fusion imagingの有用性─ 

小野田惠介1)、佐藤 透2)、上利 崇1)、伊達 勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、医療法人社団涼
風会 佐藤脳神経外科2) 

【79】第10回脳神経減圧術研究会：東京, 2007.10  

三叉神経痛症例に対する新しいMVD術前・術後画像評価─3D 
MRC/MRA fusion imagingの有用性─ 

小野田惠介1)、佐藤 透2)、藏本智士1)、上利 崇1)、伊達 勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、医療法人社団涼
風会 佐藤脳神経外科2) 

【80】第10回脳神経減圧術研究会：東京, 2007.10  

Page 1 of 3学会発表表示テンプレート

2008/11/09http://150.46.148.222:591/FMPro?-db=domondb.fmj.fp5&-format=results3-1.html&-...



三叉神経減圧術中のモニタリングの有用性 

上利 崇1)、小野田惠介1)、藏本智士1)、佐藤 透2)、伊達 勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、医療法人社団涼
風会 佐藤脳神経外科2) 

【81】第10回脳神経減圧術研究会：東京, 2007.10  

神経内視鏡が有用であった舌咽神経痛の1手術例 

小野田惠介1)、佐藤 透2)、藏本智士1)、上利 崇1)、小野成紀1)、伊達 
勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、医療法人社団涼
風会 佐藤脳神経外科2) 

【82】第10回脳神経減圧術研究会：東京, 2007.10  

血管圧迫のない三叉神経痛症例に対する手術経験 

小野田惠介1)、佐藤 透2)、藏本智士1)、上利 崇1)、伊達 勲1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科1)、医療法人社団涼
風会 佐藤脳神経外科2) 

【83】第10回脳神経減圧術研究会：東京, 2007.10  

三叉神経痛症例における症候性神経血管圧迫の画像判定─Boundary 
fusion 3-D MR cisternogram/angiogram (inner-view)の有用性─ 

佐藤 透1)、小野田惠介2)、上利 崇2)、藏本智士2)、小坂洋志2)、伊達 
勲2) 

医療法人社団涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院医歯薬学総
合研究科 脳神経外科2) 

【84】第64回（社）日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会：松山, 2007.12  

圧迫血管のない三叉神経痛の画像診断 

佐藤 透1)、小野田惠介2)、上利 崇2)、伊達 勲2) 

医療法人社団涼風会 佐藤脳神経外科1)、岡山大学大学院医歯薬学総
合研究科 脳神経外科2) 

【85】第65回(社)日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会：徳島, 2008.03  
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CN-V・VII・VIIIの3脳神経症状を認めた神経血管圧迫症候群の1例 

小野田惠介1)、重松秀明1)、佐藤 透2)、小坂洋志3)、大西 学3) 

岡山赤十字病院 脳神経外科1)、医療法人社団涼風会 佐藤脳神経外
科2)、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科3) 

【86】第65回(社)日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会：徳島, 2008.03  

Fusion imagingによる脳動脈瘤周囲環境の評価 

佐藤 透１）、小野田恵介２）、伊達 勲３） 

医療法人社団 涼風会 佐藤脳神経外科１）、岡山赤十字病院 脳神経
外科２）、岡山大学医学部 脳神経外科３） 
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