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脳血管攣縮のヘモロジー的病態とticlopidineの治療効果に関する実験的および臨床的研究 

第47回日本脳神経外科学会、神戸、1988 

52．Shima､K.､ Shimizu､A.､ Kamiyama､J.､ Chigasaki､H. 
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75．牧田幸三、土屋一洋、加藤裕、清水昭、千ヶ崎裕夫 
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76．若生直秀、清水昭、瀧口博司、島克司、千ヶ崎裕夫 
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77．加藤裕、山田日出雄、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 
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第156回埼玉脳神経外科懇話会、大宮、1991 

78. 佐藤潔、中村雄三、清水昭 

脳室上衣絨毛運動障害と水頭症成立機序について 
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80．畑田淳一、岩田美輪子、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 
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第50回日本脳神経外科学会総会、京都、1991 

81．和田孝次郎、畑田淳一、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 
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82．島克司、城谷寿樹、清水昭、千ヶ崎裕夫、若生直秀 
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88．古内健、清水昭、瀧口博司、島克司、千ヶ崎裕夫、永田直―、土屋一洋 
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頭蓋頸推移行部奇形にＣhiari奇形と脊髄空洞症が合併した２例 

第38回防衛衛生学会、東京、1993  

94．和田孝次郎、畑田淳一、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

Falcial sinusを合併したpial ＡＶＭの１例 

第38回防衛衛生学会、東京、1993  

95．中右博也、城谷寿樹、清水昭、瀧口博司、島克司、千ヶ崎裕夫、玉井誠一、土屋一洋 

髄膜腫ＭＲＩ画像におけるflare signの病理学的検討 

第16回日本脳神経ＣＩ研究会、京都、1993  

96．鈴木一成、古内健、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、土屋一洋 

Intramedullary neurinomaの１例 

第7回埼玉脊髄シンポジゥム、大宮、1993  

97．島克司、川崎剛、清水昭、瀧口博司、千ヶ崎裕夫 

脳動脈のバリエーションによるpterional approachのpitfall－術後失明を来した１例と回

避し得た２例について－ 



第13回に本能神経外科コングレス、福島、1993  

98．柳川洋一、中右博也、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

第４脳室germinomaの１例 

第50回日本脳神経外科学会関東地方会、東京、1993  

99．清水昭、苗代弘、千ヶ崎裕夫 

ビーグル犬ＳＡＨモデルにおける脳血管攣縮に対するＳＧ-７５の効果 

第9回スパスムシンポジウム、京都、1993 

100．柳川洋一、北秀幸、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

髄膜腫を伴ったＷerner症候群の1例 

第51回日本脳神経外科学会関東地方会、東京、1993 

101．横川徳造、小須田茂、牧田幸三、土屋一洋、草野正一、鈴木一成、清水昭、千ヶ崎裕

夫 

Ｒendu-Ｏslr-Ｗeber病の１例 

第9回関東地区呼吸器核医学研究会、東京、1993 

102．中右博也、島克司、城谷寿樹、清水昭、瀧口博司、千ヶ崎裕夫、玉井誠一、 

土屋一洋 

髄膜腫付着部周囲硬膜のflare signに関する病理学的検討 

第52回日本脳神経外科学会総会、東京、1993 

103．鈴木一成、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、小須田茂 

Ｏsler-Ｒendu-Ｗeber病に起因した脳膿瘍の１例 

第170回埼玉脳神経外科懇話会、大宮、1993 

104．加藤裕、和田孝次郎、清水昭、瀧口博司、島克司、千ヶ崎裕夫、牧田幸三、土屋一洋 

くも膜下出血後症候性脳血管攣縮に対するＰＴＡ(percutaneous transluminal 

angioplasty)の予防的効果の評価 

第17回日本脳神経ＣＩ研究会、東京、1994 

105．鈴木一成、古内健、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、牧田幸三、小須田茂、土

屋一洋 

Ｏlser-Ｒendu-Ｗeber病に起因した脳膿瘍の１例 

第17回日本脳神経ＣＩ研究会、東京、1994 

106．柳川洋一、清水昭、千ヶ崎裕夫、小野克明、柳川練平、後藤正幸 

ＭＲＩによる脳検診にて発見された未破裂脳動脈瘤の１例 

第39回防衛衛生学会、横須賀、1994  

107．苗代弘、柳川洋一、鈴木一成、宮澤隆仁、梅沢仁、清水昭、瀧口博司、島克司、 

千ヶ崎裕夫 

髄膜腫の再発に関する検討：PCNA labeling indexと画像診断のirregularity indexを用い

た検討 



第39回防衛衛生学会、横須賀、1994 

108．和田孝次郎、加藤裕、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

症候性脳動脈瘤に合併した著明な脳血管攣縮を血管形成術にて改善した１例 

第39回防衛衛生学会、横須賀、1994 

109．鈴木一成、古内健、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、牧田幸三、小須田茂、 

土屋一洋 

Ｏlser-Ｒendu-Ｗeber病に合併した脳膿瘍の１例 

第53回日本脳神経外科学会関東地方会、東京、1994 

110．苗代弘、尾関雄一、柳川洋一、鈴木一成、宮澤隆仁、梅沢仁、清水昭、瀧口博司、 

島克司、千ヶ崎裕夫 

神経膠腫におけるnm23-Ｈ1 proteinの発現－免疫組織化学的検討－ 

第17回日本脳腫瘍病理研究会、福井、1994 

111．苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

診断が困難であった炎症性巨大仮性動脈瘤の１例 

第14回埼玉中枢神経画像診断研究会、大宮、1994 

112．柳川洋一、苗代弘、清水昭、千ヶ崎裕夫 

ＭＲＩによる脳検診の経験 

第3回日本脳ドック研究会、神奈川、1994 

113．島克司、川崎剛、清水昭、瀧口博司、千ヶ崎裕夫 

Pterional approachによる開頭術の問題点 

第13回The Mt.Fuji Workshop on CVD、東京、1994 

114．加藤裕、和田孝次郎、清水昭、瀧口博司、島克司、千ヶ崎裕夫 

くも膜下出血後症候性脳血管攣縮に対するPTA(percutaneous transluminae angioplasty)

の予防効果 

第53回日本脳神経外科学会総会、徳島、1994 

115．山田日出雄、瀧口博司、梅沢仁、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

脳膿瘍の治療―単独ドレナージ法の検討― 

第53回日本脳神経外科学会総会、徳島、1994 

116．都築伸介、瀧口博司、清水昭、苗代弘、島克司、千ヶ崎裕夫、橋爪敬三 

中頭蓋窩くも膜嚢腫の手術適応 

第53回日本脳神経外科学会総会、徳島、1994 

117．柳川洋一、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、石川純一郎 

ＭＲＩによる脳健診の経験 

第53回日本脳神経外科学会総会、徳島、1994 

118．清水昭、山内禎祐、加藤裕、城谷寿樹、苗代弘、畑田淳一、瀧口博司、千ヶ崎裕夫 

ビーグル犬ＳＡＨモデルにおける脳血管攣縮に対するＳＧ－７５の効果 



第53回日本脳神経外科学会総会、徳島、1994 

119．宮澤隆仁、加地辰美、石原正一郎、苗代弘、瀧口博司、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

脳外科手術における３次元ＣＴ画像の有用性と限界 

第15回埼玉中枢神経画像診断研究会、大宮、1994 

120．加藤裕、和田孝次郎、清水昭、瀧口博司、島克司、千ヶ崎裕夫、加地辰美 

くも膜下出血後症候性脳血管攣縮に対するＰＴＡ（percutaneous transluminae 

angioplasty）の予防的効果 

第8回防衛医科大学校医学会、埼玉、1994  

121．苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、加地辰美、堂本英治、布施裕補 

画像上早期診断が困難であった巨大仮性脳動脈瘤の１例 

第18回日本脳神経ＣＩ研究会、愛媛、1995  

122．有本裕彦、宮澤隆仁、土屋一洋、瀧口博司、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、加地辰美 

血行再建術施行後のモヤモヤ病９症例 

第18回日本脳神経ＣＩ研究会、愛媛、1995  

123．苗代弘、清永昭、島克司、千ヶ崎裕夫、加地辰美、堂本英治、布施裕補 

画像上早期診断が困難であった巨大仮性脳動脈瘤の１例 

第40回防衛衛生学会、東京、1995 

124．有本裕彦、宮澤隆仁、瀧口博司、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

血行再建術施行後のモヤモヤ病９症例 

第40回防衛衛生学会、東京、1995  

125．苗代弘、松下芳太郎、中井完治、川原林伸昭、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

Transsphenoidal surgeryによる視床下部損傷後広範囲なcortical atrophyの１例 

第5回間脳下垂体腫瘍研究会、東京、1995  

126．苗代弘、梅沢仁、宮澤隆仁、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

髄膜腫の画像上の不整性と病理所見の対応 

第13回日本脳腫瘍病理研究会、熊本、1995 

127．中井完治、長田秀治、松下芳太郎、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

放射線治療後８年目に再発を来したpineoblastomaの１例 

第179回埼玉脳神経外科懇話会、大宮、1995  

128．長田秀夫、中井完治、松下芳太郎、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

小児巨大プロラクチノーマの１例 

第16回埼玉中枢神経画像診断研究会、大宮、1995  

129．梅沢仁、宮澤隆仁、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

髄膜腫の画像上のirregularityの定量的評価－病理所見との対比－ 

順天堂大学脳神経外科学術集会、東京、1995  

130．長田秀夫、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 



男児macro-prolactinomaの１例 

第59回日本脳神経外科学会関東地方会、東京、1995  

131．有本裕彦、宮澤隆仁、加藤裕、大川英徳、中井完治、苗代弘、清水昭、梅沢仁、 

島克司、千ヶ崎裕夫 

モヤモヤ病患者における血管径におよびモヤモヤ像の経時的定量解析 

第54回日本脳神経外科学会総会、名古屋、1995  

132．苗代弘、梅沢仁、宮澤隆仁、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、玉井誠一 

髄膜腫の画像上の不整性と病理所見および増殖能との相関 

第54回日本脳神経外科学会総会、名古屋、1995  

133．和田孝次郎、清水昭、加藤裕、矢野明子、千ヶ崎裕夫、市来やよい 

ラット第４脳室外側孔の構造と線毛打及び脳脊髄液の流れ 

第54回日本脳神経外科学会総会、名古屋、1995  

134．川崎剛、大川英徳、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

側脳室前角に生じたsubependymomaの１例 

第181回埼玉脳神経外科懇話会、大宮、1995  

135．小野健一郎、神山信也、大川英徳、清水昭、寺畑信太郎、島克司、千ヶ崎裕夫 

松果体部choriocarcinomaの１例 

第10回埼玉脳腫瘍病理懇話会、大宮、1995  

136．大谷直樹、有本裕彦、石原正一郎、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

後下小脳動脈解離性動脈瘤の１例 

第41回防衛衛生学会、所沢、1996 

137．小野健一郎、大川英徳、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

髄膜腫摘出術後脳血管攣縮をきたした１例 

第41回防衛衛生学会、所沢、1996  

138．神山信也、中井完治、小野健一郎、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

Cerebral lnfarction due to lsolated Angitis of the Central Nervous System 

第41回防衛衛生学会、所沢、1996  

139．中井完治、長田秀夫、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、加地辰美 

くも膜下出血で発症した解離性椎骨動脈瘤の１例 

第41回防衛衛生学会、所沢、1996 

140．大川英徳、松下芳太郎、小野健一郎、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、 

寺畑信太郎 

動注化学療法（carboplation etoposide併用）が有効であった小児松果体部絨毛癌の１例 

第41回防衛衛生学会、所沢、1996 

141．宮澤隆仁、有本裕彦、大川英徳、中井完治、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、加地辰美 

脳動脈瘤症例における造影３次元ＣＴ画像の脳神経外科的有用性と限界 



第19回日本脳神経ＣＩ研究会、東京、1996  

142．中井完治、長田秀夫、柳川洋一、中右博也、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

Werner症候群の２例 

第19回日本脳神経ＣＩ研究会、東京、1996  

143．和田孝次郎、清水昭、加藤裕、苗代弘、梅沢仁、宮澤隆仁、瀧口博司、島克司、 

千ヶ崎裕夫 

小脳橋角部腫瘍における非対称性側脳室拡大 

第19回日本脳神経ＣＩ研究会、東京、1996  

144．大川英徳、苗代弘、松下芳太郎、中井完治、有本裕彦、清水昭、梅沢仁、宮澤隆仁、 

島克司、千ヶ崎裕夫 

正常トルコ鞍を呈する下垂体macroadenoma 

第19回日本脳神経ＣＩ研究会、東京、1996  

145．加地辰美、片山通章、対馬義人、小泉淳、草野正一、梅沢仁、宮澤隆仁、清水昭、 

島克司、千ヶ崎裕夫 

Neurointerventional therapy of dissecting vertebral artery aneurysm using lDC 

coils 

第19回日本脳神経ＣＩ研究会、1996  

146．川崎剛、大川英徳、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

側脳室前角に発生したsubependymomaの１例 

第61回日本脳神経外科学会関東地方会東京、1996  

147．神山信也、大川英徳、梅沢仁、清水昭、島克司、千ヶ崎奇裕夫 

松果体部choriocarcinomaの２例 

第18回埼玉中枢神経画像診断研究会、大宮、1996  

ラット第４脳室外側孔の構造と線毛打及び脳脊髄液の流れ 

第54回日本脳神経外科学会総会、名古屋、1995  

134．川崎剛、大川英徳、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

側脳室前角に生じたsubependymomaの１例 

第181回埼玉脳神経外科懇話会、大宮、1995  

135．小野健一郎、神山信也、大川英徳、清水昭、寺畑信太郎、島克司、千ヶ崎裕夫 

松果体部choriocarcinomaの１例 

第10回埼玉脳腫瘍病理懇話会、大宮、1995  

136．大谷直樹、有本裕彦、石原正一郎、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

後下小脳動脈解離性動脈瘤の１例 

第41回防衛衛生学会、所沢、1996 

137．小野健一郎、大川英徳、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

髄膜腫摘出術後脳血管攣縮をきたした１例 



第41回防衛衛生学会、所沢、1996  

138．神山信也、中井完治、小野健一郎、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

Cerebral lnfarction due to lsolated Angitis of the Central Nervous System 

第41回防衛衛生学会、所沢、1996  

139．中井完治、長田秀夫、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、加地辰美 

くも膜下出血で発症した解離性椎骨動脈瘤の１例 

第41回防衛衛生学会、所沢、1996 

140．大川英徳、松下芳太郎、小野健一郎、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、 

寺畑信太郎 

動注化学療法（carboplation etoposide併用）が有効であった小児松果体部絨毛癌の１例 

第41回防衛衛生学会、所沢、1996 

141．宮澤隆仁、有本裕彦、大川英徳、中井完治、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫、加地辰美 

脳動脈瘤症例における造影３次元ＣＴ画像の脳神経外科的有用性と限界 

第19回日本脳神経ＣＩ研究会、東京、1996  

142．中井完治、長田秀夫、柳川洋一、中右博也、苗代弘、清水昭、島克司、千ヶ崎裕夫 

Werner症候群の２例 

第19回日本脳神経ＣＩ研究会、東京、1996  

143．和田孝次郎、清水昭、加藤裕、苗代弘、梅沢仁、宮澤隆仁、瀧口博司、島克司、千ヶ

崎裕夫 

小脳橋角部腫瘍における非対称性側脳室拡大 

第19回日本脳神経ＣＩ研究会、東京、1996  

144．大川英徳、苗代弘、松下芳太郎、中井完治、有本裕彦、清水昭、梅沢仁、宮澤隆仁、 

島克司、千ヶ崎裕夫 

正常トルコ鞍を呈する下垂体macroadenoma 

第19回日本脳神経ＣＩ研究会、東京、1996  
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５ その他  

講 演０ １ ５ 年 ４ 月 １ ２ 日 （ 日 ）  

１． （一社）日本健康機構 第 32回 医療・健康セミナー 

健やかな美老長寿を全うして、元気な地域と平和な社会の実現を！ 

日本健康機構セミナールーム 2015.4.12 

２． 第 1９回野口国際ビジネス交流会 

原発に一番近い病院のいま 

野口医学研究所 2015.7．20 

３． 千代田区倫理法人会経営者イブニングセミナー 

脳神経外科医が経営者に贈る 健やかな生き方 

学士会館 2015.11．17 

４． NPO健康医療開発機構 第 9回シンポジウム  

健やかな高齢者生活を送りましょう ～不易と流行  

秋葉原 UDXギャラリーNEXT-1 2016.3.20、 

５． 江戸川区委託事業 熟年相談室 なぎさ和楽苑東葛西 介護予防教室  

「認知症予防とリハビリ」  

東葛西コミュニティ会館 2階 集会室第一・第二 2016.07.28、1400-1530 

６． 江戸川区歯科医師会講演会  



「脳血管障害と嚥下障害」  

東京都江戸川区歯科医師会館 2016,07,13、1900-2100 

７． 瑞穂会 ふれあい健康講座  

健やかに老いる！ 健やかな美老長寿を全うして、元気な地域と平和な社会の実現を！ 

ジョイフル南文化会館 2018.6.27 


