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動脈瘤１

１）前大脳動脈（A１部）動脈瘤の一例
　　苫小牧日翔病院脳神経外科／菊地　統
２）前大脳動脈遠位部動脈瘤に対する脳動脈瘤コイル塞栓術

の治療成績
　　中村記念病院脳神経外科／遠藤英樹
３）Internal trapping後に再開通した破裂椎骨解離性動脈瘤

の一例
　　森山病院脳神経外科／櫻井寿郎
動静脈瘻　他
４）血管型ベーチェット病に合併した特発性内頚動脈海綿静

脈洞瘻の１例
　　北海道医療センター脳神経外科／内田和希
５）spinal cord arteriovenous metameric syndrome（SAMS）

と考えられた，頚部混合型AV shuntの一例
　　北海道大学神経外科／浅野　剛
６）頚動脈小体腫瘍に対する塞栓術
　　北海道大学神経外科／柏崎大奈
７）術中経頭蓋MEPモニタリングの有用性について
　　旭川医科大学脳神経外科／折本亮介
CAS
８）総頚動脈起始部狭窄に対するステント留置術
　　北海道大学神経外科／浅野　剛
９）急性期Carotid Artery Stenting（CAS）施行症例の検討
　　白石脳神経外科病院脳神経外科／高橋　明
10）高齢者・頸部内頸動脈狭窄症の適応（70 歳以上のIC狭

窄症の転機）

　　旭川医科大学脳神経外科／和田　始
動脈瘤２

11）Cashmere coilの使用経験
　　札幌医科大学脳神経外科／飯星智史
12）縦長型動脈瘤に対するV-trak complex coil（Terumo）

の有用性
　　中村記念病院脳神経外科／片岡丈人
13）Enterpriseを併用した中大脳動脈瘤塞栓の１例
　　函館新都市病院脳神経外科／原口浩一
14）Codman Enterprise VRD: vascular reconstruction device

の使用経験
　　中村記念病院脳神経外科／荻野達也
血行再建
15）頭蓋内内頚動脈に対するballoon拡張型stentを用いた

stent留置術
　　札幌医科大学脳神経外科／宮田　圭
16）t-PA静注後にPTAを施行した２症例
　　帯広厚生病院脳神経外科／金　相年
17）Merciレトリーバー導入に向けた当院での血行再建療法
　　手稲渓仁会病院脳神経外科／長内俊也
18）鎖骨下動脈狭窄に対するunilateral approachによるステ

ント留置術
　　市立釧路総合病院脳神経外科／野村達史
19）鎖骨下動脈狭窄症に対する血管内治療
　　白石脳神経外科病院脳血管内治療センター／恩田敏之
特別講演　脳血管の機能解剖学と大脳皮質の細胞構築
　　医療法人鉄蕉会亀田総合病院脳神経外科／田中美千裕

第11回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会
会　長：青樹　毅（北海道脳神経外科記念病院　脳神経外科）
開催日：2010年９月４日
会　場：北海道大学医学部　臨床大講堂

地方会演題一覧 （2010 年に開催された地方会の演題を掲載）

虚血性病変１

１）内頸動脈慢性完全閉塞病変に対するステント留置術の経
験

　　桑名病院脳神経外科／長谷川仁，他
２）鎖骨下動脈高度狭窄症に対するステント留置術後に高次

脳機能障害が改善した１例

　　桑名病院脳神経外科／源甲斐信行，他
虚血性病変２

３）VA transposition後にstentingを行った鎖骨下動脈狭窄症
の１例

　　山形市立病院済生館脳神経外科／近藤　礼，他
４）内頸動脈塞栓性閉塞に対するSoutenir® NV（血管内異

第21回東北脳神経血管内治療研究会
会　長：高橋　明（東北大学大学院　神経病態制御学）
開催日：2010年３月13日
会　場：仙台市青年文化センター　エッグホール
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物除去用カテーテル）の使用経験
　　立川綜合病院循環器・脳血管センター脳神経外科／
　　阿部博史，他
脳動脈瘤１

５）意図的分割塞栓術を施行したruptured large VA-PICA 
aneurysmの１例

　　国立病院機構仙台医療センター脳神経外科／鈴木一郎，
他

６）大量の咽頭出血で発症した頚部頚動脈瘤の１例
　　山形県立中央病院脳神経外科／熊谷　孝，他
７）部分的塞栓にて治療した高齢者破裂脳動脈瘤の１例
　　太田西ノ内病院脳神経外科／荒木　忍，他
脳動脈瘤２

８）内頚動脈傍鞍部未破裂動脈瘤の血管内治療における虚血
性合併症発生に関する因子の検討

　　弘前大学放射線科／長畑守雄，他
９）GDCマトリックスコイルを使用した脳動脈瘤塞栓術の

経験

　　由利組合総合病院脳神経外科／須田良孝，他
10）明瞭なwhite collar signが確認できた未破裂内頸動脈瘤

の塞栓例
　　国立病院機構仙台医療センター脳神経外科／江面正幸，

他
AVM，AVF
11）繰り返す脱力発作にて発症した傍上矢状洞硬膜動静脈瘻

の１例
　　広南病院血管内脳神経外科／佐藤健一，他
12）NBCAで塞栓したpial AVFの１例
　　秋田県立脳血管研究センター脳神経外科／師井淳太，他
13）OnyxによるAVM塞栓術と摘出術の経験
　　新潟大学脳研究所脳神経外科／伊藤　靖，他
特別講演１　 NBCAによるAVM塞栓術-安全～それとも危

険～-

　　虎の門病院脳神経血管内治療科／松丸祐司
特別講演２　Onyx：開発から国内初期経験までの道のり
　　東京慈恵会医科大学脳神経外科／村山雄一

脳動脈瘤
１）部分血栓化巨大脳底動脈瘤に対して優位側椎骨動脈閉塞

を行った１例
　　仙北組合総合病院脳神経外科／田村晋也，ほか
２）経過中に増大し，瘤内塞栓術を施行した破裂前下小脳動

脈瘤の１例
　　山形市立病院済生館脳神経外科／佐藤慎治，他
３）ダブルカテーテル法によるコイル塞栓術中にコイルの離

脱ができなかったlarge脳底動脈瘤症例の経験
　　立川綜合病院脳神経外科／阿部博史，他
４）両側椎骨動脈アプローチが有用だった椎骨動脈解離の１

例
　　大崎市民病院脳神経外科／佐々木和人，他
脳虚血
５）医原性内頸動脈解離が閉塞に至った１例
　　仙台医療セン脳神経外科／木村尚人，他
６）赤色血栓による内頸動脈終末部閉塞に対してretrieverに

て回収を試みた１例-当科プロトコー ル供覧-

　　八戸赤十字病院脳神経外科／柴内一夫，他
７）頚動脈エコーによるCAS後血管径の経時変化に関する

検討
　　山形県立中央病院脳神経外科／熊谷　孝，他
８）経大腿動脈アプローチが困難な活動性血管炎合併高齢患

者に対する頚部直接穿刺CASの１例
　　弘前大学放射線科／長畑守雄，他
血管奇形・その他
９）最新のシーメンス社製アンギオ装置AXIOM Artis dBA 

Twinの使用経験と今後の展望
　　桑名病院脳神経外科／長谷川仁，他
10）Onyxを用いたAVM 塞栓術の初期経験
　　新潟大学脳神経外科／伊藤　靖，他
11）10年間の躁うつ状態及び痴呆が改善した横・S 状静脈洞

硬膜動静脈瘻の１血管内手術例
　　青森県立中央病院脳神経外科／園部真也，他
12）塞栓術後に症状の再増悪を来したdural AVF２症例
　　弘前大学脳神経外科／奈良岡征都，他

第22回東北脳神経血管内治療研究会
会　長：嘉山孝正（国立がん研究センター・山形大学医学部　脳神経外科）
開催日：2010年９月４日
会　場：山形医学交流会館ホール
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一般講演A（脳動脈瘤）
A-１　使い慣れたコイルのみを使用した瘤内塞栓術
　　横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科／
　　間中　浩
A-２　 多発性嚢胞腎に合併した脳底動脈先端部未破裂脳動

脈瘤に対するコイル塞栓術の検討
　　虎の門病院脳神経血管内治療科／早川幹人
A-３　局所麻酔で治療をなしえた破裂脳動脈瘤の１例
　　東京警察病院脳卒中センター脳血管内治療部／阿部　肇
A-４　超高齢者破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術
　　東京医科大学茨城医療センター脳神経外科／大橋智生
A-５　 クリッピング後コイル塞栓術を追加した症例の治療

経験
　　総合病院国保旭中央病院脳神経外科／門岡慶介
A-６　当科における脳動脈瘤コイル塞栓術再治療例の検討
　　埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科／
　　落合育雄
A-７　 未破裂脳動脈瘤により生じた動眼神経麻痺に対する

コイル塞栓術の効果
　　虎の門病院脳神経血管内治療科／神谷雄己
一般講演B（合併症）
B-１　 破裂前交通動脈瘤に対する塞栓術後に脳実質内血腫

を併発した１例
　　順天堂大学医学部脳神経外科／野中宣秀
B-２　 破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後、再出血をきたした１

例
　　東京都保健医療公社東部地域病院脳神経外科／三橋　立
B-３　 コイル塞栓術９年後に突然の激しい頭痛で発見され

た脳脳動脈瘤再増大の１例
　　武蔵野赤十字病院脳神経外科／原　睦也
B-４　 脳動脈瘤コイル塞栓後に可逆性の遷延性意識障害と

DWI広範囲高信号を呈した１例
　　湘南鎌倉総合病院脳卒中診療科／岩田智則
B-５　 脳動脈瘤塞栓術後に造影剤によると考えられる一過

性皮質盲を生じた２例
　　武蔵野赤十字病院脳神経外科／廣田　晋
B-６　 １本のcoilで血栓化した前交通動脈瘤の再開通に

Matrix２で追加塞栓した１症例
　　国立病院機構災害医療センター脳神経外科／重田恵吾
B-７　 PICAを含む破裂解離性椎骨動脈瘤に対し瘤内部分塞

栓と近位部塞栓を行った１例
　　武蔵野赤十字病院脳神経外科／佐藤洋平
一般講演C（特殊な病態・腫瘍・CAS）
C-１　 ステントで治療した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の１

例
　　土浦協同病院脳神経外科／山田健嗣
C-２　 脳血管攣縮を伴った破裂VA=PICA動脈瘤塞栓術の１

例-PTAは塞栓術前に行うべきか-

　　富士吉田市立病院脳神経外科／今江省吾
C-３　 Biplane flat panel detectorを用いた高倍率・高拡大撮

影での脳動脈瘤塞栓術の有効性
　　東京警察病院脳血管内治療部／金中直輔
C-４　 無水エタノール及びNBCAにて塞栓術を施行した高

齢者随膜腫の１例
　　日本医科大学千葉北総病院脳神経センター脳神経外科／

鈴木雅規
C-５　 Isolated sinusを呈する横・S状静脈洞硬膜動静脈瘻に

対しNBCAにて塞栓した１例
　　青梅市立総合病院脳神経外科／山本崇裕
C-６　CAS後３日目に急性閉塞をきたした１例
　　獨協医科大学脳神経外科／荒川明子
C-７　 血便で発見された直腸癌術前にCASを施行した両側

頸動脈狭窄症の１例
　　聖マリアンナ医科大学東横病院脳卒中センター脳卒中科

／渡邊裕文
特別講演　 脳 動 脈 瘤 コ イ ル 塞 栓 術： コ イ ル 選 択 とtips& 

pitfall
　　社会保険小倉記念病院脳神経外科／中原一郎
シンポジウム１（コイル選択・adjunctive technique）
S-１　コイルの選択に苦慮した破裂動脈瘤急性期症例
　　千葉県救急医療センター脳神経外科／小林繁樹
S-２　コイルの留置に苦慮した脳動脈瘤の１例
　　獨協医科大学越谷病院脳神経外科／内田貴範
S-３　 Broad neckの動脈瘤に対するAdjunctive techniqueを

用いた脳動脈瘤塞栓術
　　独立行政法人国立病院機構水戸医療センター脳神経外科

／加藤徳之
シンポジウム２（small aneurysm）
S-４　超小型破裂脳底動脈-上小脳動脈分岐部動脈瘤例
　　東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科／岩渕　聡
S-５　破裂BA-AICA微小脳動脈瘤のコイル塞栓術
　　筑波大学附属病院脳神経外科／中居康展
S-６　クモ膜下出血で発症したPICA末梢部解離性動脈瘤
　　武蔵野赤十字病院脳神経外科／戸根　修
S-７　ワイドネックの左VA-PICA未破裂脳動脈瘤の１例
　　東京医科大学脳神経外科／橋本孝朗
シンポジウム３（large/giant aneurysm）
S-８　破裂脳底動脈先端部動脈瘤の１例

第７回日本脳神経血管内治療学会関東地方会
会　長：渋谷　肇（JA相模原協同病院　脳神経センター　脳血管内治療科）
開催日：2010年６月５日
会　場：都市センターホテル
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　　獨協医科病院脳神経外科／玉谷真一
S-９　破裂脳底動脈先端部動脈瘤の１例
　　老年病研究所附属病院脳神経外科／宮本直子
S-10　症候性部分血栓化巨大脳動脈瘤の一治療例
　　順天堂大学医学部脳神経外科／山本宗孝
S-11　増大する脳底動脈先端部動脈瘤に対するコイル塞栓術
　　虎の門病院脳神経血管内治療科／松丸祐司
シンポジウム４（AVF・頚部）
S-12　治療に難渋した破裂中大脳動脈瘤
　　碑文谷病院脳神経外科／大野晋吾

S-13　治療方法選択に苦慮した外傷性CCFの１例
　　碑文谷病院脳神経外科／大野晋吾
S-14　コイル留置に苦慮した外傷性CCFの１例
　　都立墨東病院脳神経外科／花川一郎
S-15　 アプローチが困難であった海綿静脈洞部硬膜動静脈

瘻の１例
　　日本大学医学部脳神経外科／高田能行
S-16　頸動脈内膜剝離術８年後に出現した頸部動脈瘤例
　　湘南鎌倉総合脳卒中診療科／岩田智則

セッション１　動脈瘤１

演題１　椎骨動脈巨大血栓化動脈瘤の１例
　　三重大学医学部脳神経外科／当麻直樹，他
演題２　 A Thrombosed Giant Vertebral Artery Aneurysm 

Involving the PICA
　　Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine,
　　University of Toyama／Ahmed Sherif, et al.
演題３　 くも膜下出血で発症し，血管内治療開始直前に親動

脈閉塞も来した解離性椎骨動脈瘤の１例
　　富山大学医学部脳神経外科／秋岡直樹，他
セッション２　動脈瘤２

演題４　 コイル塞栓術後に再発した破裂椎骨動脈解離性動脈
瘤の１例

　　豊川市民病院脳神経外科／山本憲一，他
演題５　 血管内治療で治療し得た後下小脳動脈遠位部動脈瘤

の３症例
　　慈泉会相澤病院脳血管内治療センター／草野義和，他
演題６　塞栓術後14日目で再破裂した１例
　　高山赤十字病院脳神経外科／林　克彦，他
セッション３　AVM，AVF
演題７　 DETACH-J-shape coilおよびED COIL∞が有用で

あった外傷性CCF，外傷性外頸動脈仮性動脈瘤の
１例

　　浜松医科大学脳神経外科／平松久弥，他
演題８　 皮質下出血で発症した硬膜動静脈瘻（Cognard type 

４）の１例-破裂静脈瘤の所見を中心に-

　　富山県済生会富山病院脳卒中センター脳神経外科／

　　高橋千晶，他
演題９　脳動静脈奇形に対するOnyx®を用いた塞栓術の経験
　　名古屋大学医学部脳神経外科／原口健一，他
セッション４　虚血
演題10　CAS後脳出血を来たした２症例
　　岡崎市民病院脳神経外科／錦古里武志，他
演題11　急性期内頚動脈偽閉塞の２症例
　　名古屋市立東部医療センター東市民病院神経内科／
　　山田健太郎，他
演題12　脳主幹動脈急性期閉塞例に対する最近の試み
　　岐阜大学大学院医学研究科脳神経外科／江頭祐介，他
セッション５　spinal AVF
演題13　Spinal micro AVFの２症例
　　市立四日市病院脳神経外科／中林規容，他
演題14　 塞栓術後にBrown-Sequard症候群を呈したspinal 

perimedullary AVMの１例
　　朝日大学附属村上記念病院脳神経外科／石澤錠二，他
セッション６　その他
演題15　 ACA末梢部で動脈瘤塞栓時に迷走したコイルの回

収を行なった１例
　　土岐市立総合病院脳神経外科／北島英臣，他
演題16　血管内治療の限界（アプローチの観点から）
　　小牧市民病院脳神経外科／飯塚　宏他
演題17　 髄膜腫塞栓術時のballoonを併用したmeningohypophyseal 

trunkの塞栓術
　　藤田保健衛生大学医学部脳神経外科／大村真弘，他

第33回中部地区脳神経血管内手術懇話会
世話人：宮地　茂（名古屋大学大学院　医学研究科　脳神経外科）
開催日：2010年３月27日
会　場：名古屋大学大学院医学系研究科医系研究棟１号館，B１F会議室
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セッション１　虚血性疾患
演題１　進行する脳梗塞を呈した椎骨脳底動脈狭窄症の１例
　　高山赤十字病院脳神経外科／林　克彦，他
演題２　両側中小脳脚梗塞で発症した椎骨動脈狭窄症の治療
　　名古屋市立大学脳神経外科／西川祐介，他
演題３　会心の血栓溶解
　　公立陶生病院脳神経外科／細島　理，他
演題４　 CASの１週間後の検査にてステント内高度狭窄を

認めた１例
　　名古屋掖済会病院脳神経外科／鈴木　宰
演題５　再開通できなかった右鎖骨下動脈閉塞症の１例
　　富山県済生会富山病院脳卒中センター脳神経外科／
　　久保道也，他
セッション２　dAVF
演題６　 バルーンカテーテルでシャントポイント確認が有効

であったCCFの一例
　　袋井市立袋井市民病院脳神経外科／打田　淳，他
演題７　治療後に頭蓋内逆流が増悪したduralCCFの一例
　　岐阜大学脳神経外科／榎本由貴子，他
演題８　 種々のアプローチを試みた海綿静脈洞部硬膜動静脈

瘻の１例
　　名古屋第二赤十字病院脳神経外科／小島隆生
演題９　 Parkinsonismと意識障害で発症した横Ｓ状静脈洞部

硬膜動静脈洞瘻の症例
　　一宮市立市民病院脳神経外科／服部智司，他
演題10　著明な頭蓋内逆流を伴うTS-DAVFの１例
　　名古屋大学医学部脳神経外科／原口健一，他
セッション３　dAVF　他
演題11　 血管内治療が奏功したAnterior cranial fossa dural 

AVFの１例
　　岐阜大学医学部脳神経外科／植松幸大，他
演題12　 骨内シャントを有するAnterior condylar cofluent硬

膜動静脈瘻の１例
　　浜松医科大学脳神経外科／平松久弥

演題13　頚椎Extradural arteriovenous fistulaの１例
　　愛知医科大学脳神経外科／犬飼　崇，他
演題14　 出生直後に心不全を呈して血管内治療を行ったガレ

ン大静脈瘤の１例
　　金沢大学脳神経外科／見崎孝一，他
セッション４　動脈瘤
演題15　 動脈瘤体積が求まるとコイルの計画がたつ～術前に

コイルを計画した大型IC-paraclinoid瘤の１例～
　　安城更生病院脳神経外科／高橋郁夫，他
演題16　 Enterprise併用コイル塞栓術における抗血小板療法
　　三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学／
　　当麻直樹，他
演題17　 ３回もコイル塞栓してしまった原始舌下動脈が関与

する動脈瘤～器具の発達でエンボリは進化する～
　　JA愛知厚生連 海南病院 脳卒中センター／小林　望
演題18　 mass effectで発症し母血管閉塞を行った解離性椎骨

動脈瘤の１例
　　国立病院機構豊橋医療センター脳神経外科／
　　酒井秀樹，他
演題19　 進行性増大を呈した非出血性両側解離性椎骨動脈瘤

に対してステント併用コイル塞栓術を施行した一例
　　岡崎市民病院脳神経外科／浅井琢美，他
セッション５　動脈瘤２

演題20　破裂内頸動脈前壁動脈瘤の一例
　　碧南市民病院脳神経外科／松原功明，他
演題21　エンタープライズが必要となった脳底動脈瘤の２例
　　伊那中央病院脳神経外科／小山淳一，他
演題22　dolichoectatic giant BA aneurysmの治療
　　朝日大学村上記念病院脳神経外科／郭　泰彦，他
演題23　 高度内頚動脈狭窄を伴った脳底動脈瘤破裂と血管攣縮
　　小牧市民病院脳神経外科／飯塚　宏，他
演題24　 脊髄梗塞を来した破裂脳底動脈先端部動脈瘤塞栓術

の一例
　　名古屋第一赤十字病院脳神経外科／岡本　剛

第34回中部地区脳神経血管内手術懇話会
世話人：間瀬光人（名古屋市立大学病院　脳神経外科）
開催日：2010年８月21日
会　場：ホテルアソシア高山リゾート
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■９月17日
モーニングセミナー　症例から学ぶMerci retrieverの使い方
　　カリフォルニア大学ロサンゼルス校放射線科血管内治療

部／立嶋　智
教育講演１　微小外科解剖とIVRセミナー
EL1-1　 後頭蓋窩静脈の微小外科解剖-特に架橋静脈，導出

静脈について
　　佐賀大学脳神経外科／松島俊夫
EL1-2　後頭蓋窩静脈の読影-実践編
　　富山県済生会富山病院脳卒中センター脳神経外科／
　　久保道也，他
EL1-3　Anterior condylar confluence dural AVFの血管内治療
　　城山病院脳卒中センター脳血管内治療科／村尾健一
教育講演２　道具を知る
EL2-1　 脳動脈瘤コイル塞栓術で使用するマイクロカテーテ

ルとガイドワイヤーの選択とその使用の工夫
　　大阪脳神経外科病院脳血管内治療センター脳神経外科／

豊田真吾
EL2-2　 頚動脈ステントで使用する塞栓予防デバイスとステ

ントの選択
　　日本赤十字社和歌山医療センター脳神経外科／津本智幸
EL2-3　母血管閉塞術
　　三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学／当麻直樹
EL2-4　不整形動脈瘤に適したコイル選択
　　国立循環器病研究センター脳神経外科／佐藤　徹
EL2-5　極小脳動脈瘤に適したコイル選択
　　大阪大学脳神経外科／藤中俊之
EL2-6　nBCAとOnyxによる塞栓術の違い
　　京都大学大学院医学研究科脳神経外科／石井　暁，他
ランチョンセミナー　Multi-deviceを用いたCASの治療戦略
　　名古屋大学脳神経外科／宮地　茂
コメディカルセッション　 脳血管内手術を安全に行うための

工夫
C-１　 脳動脈瘤における自動計測した瘤体積とコイル塞栓

率の評価について
　　財団法人先端医療振興財団先端医療センター放射線技術

科／栗山　巧，他
C-２　 頚動脈ステント留置後の造影CBCTにおける至適造

影剤濃度についての検討
　　和歌山県立医科大学附属病院中央放射線部／細川聖記，

他
C-３　 Cone beamCTを用いた自己拡張型頭蓋内ステントの

形状および内腔描出能に関する検討
　　国立循環器病研究センター放射線部／山田雅亘，他

C-４　エンタープライズ（VRD）の描出能についての検討
　　京都大学医学部附属病院放射線部／木下順一，他
C-５　 当院における脳血管内治療看護の実際-血管造影室看

護師の役割
　　大阪大学医学部附属病院放射線部／中村亜紀子，他
C-６　 もやもや病患児の脳血管撮影の看護と事故防止への

取り組み
　　京都大学医学部附属病院放射線部／林　美帆，他
C-７　 意識下で脳血管内治療を受ける患者の不安に対する

術前訪問の評価
　　神戸市立医療センター中央市民病院放射線科／
　　上田加奈，他
シンポジウム１　Neurointerventionのセッティング
S1-1　IVRに必要な術前検査
　　和歌山県立医科大学脳神経外科／松本博之，他
S1-2　 NeurointerventionのセッティングIVRに求められる脳

血管造影装置の特性
　　医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療科／
　　高山勝年，他
S1-3　IVRに有用な３D Workstationの機能
　　京都大学医学部脳神経外科／後藤正憲，他
S1-4　脳血管内治療に必要な治療環境
　　神戸市立医療センター中央市民病院／今村博敏，他
S1-5　IVRに必要な抗血栓療法の基礎知識
　　国立循環器病研究センター脳血管内科／豊田一則
S1-6　UCLAにおけるIVR室のセッティング
　　カリフォルニア大学ロサンぜルス校ロナルドーガンメ

ディカルセンター神経血管内治療部／立嶋　智
一般演題　急性期血行再建術の現状
O-１　 脳底動脈先端部に血栓を伴う椎骨動脈高度狭窄に対

し頭蓋内ステントのみで治療した一例
　　京都第一赤十字病院 急性期脳卒中センター神経内科／

徳田直輝，他
O-２　 発症時間不明の急性脳主幹動脈閉塞に対して選択的

経皮的脳血管形成術を施行した２例
　　城山病院脳卒中センター脳血管内治療科／三宅浩介，他
O-３　 頭蓋内内頸動脈塞栓性閉塞に対する二連吸引術によ

る緊急機械的血栓除去術の有用性
　　京都第一赤十字病院急性期脳卒中センター救急部／
　　今井啓輔，他
O-４　 主幹動脈急性閉塞に対するMerci retrieverの使用経

験
　　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科／
　　千原英夫，他

第11回近畿脳神経血管内治療学会
会　長：宮本　亨（京都大学大学院　医学研究科　脳神経外科）
開催日：2010年９月17日，18日
会　場：千里阪急ホテル
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シンポジウム２　無症候性病変頚動脈狭窄症に対するCAS
S2-1　 頸動脈ステント留置術の治療成績:症候性と無症候性

の比較
　　兵庫県立姫路循環器病センター脳神経外科／
　　溝部　敬，他
S2-2　 無症候性病変に対する頚動脈ステント留置術-標準的

手技の治療成績
　　医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療／
　　高山勝年，他
S2-3　無症候性内頚動脈狭窄症に対するCAS
　　和歌山県立医科大学 医学部 脳神経外科／増尾　修，他
S2-4　無症候性頚動脈狭窄症に対する治療戦略
　　神戸市立医療センター中央市民病院脳卒中センター／
　　山上　宏，他
イブニングセミナー　EnterpriseVRDを使用した動脈瘤塞栓術
　　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科／
　　坂井信幸
■９月18日
一般演題　頚動脈病変
A-01　 FilterWire EZとCarotid Wallstentを用いた頚動脈ス

テント留置術-初期治療経験
　　医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療科／
　　明珍　薫，他
A-02　頚動脈ステント施行例における女性症例の検討
　　大阪府立急性期総合医療センター脳神経外科／
　　藤本憲太，他
A-03　亜急性期に生じた頸動脈ステント閉塞の１例
　　神戸大学大学院医学系研究科脳神経外科／市堀博俊，他
A-04　CAS中に小さいdebrisが大量に遊離した一症例
　　関西労災病院脳神経外科／橋本直佳，他
A-05　 プラーク性状を加味した頸動脈ステント留置術にお

ける当院での工夫
　　弘善会矢木脳神経外科病院脳神経外科／大西宏之，他
A-06　母と子供３人に発症を認めたもやもや病の一家系
　　京都大学大学医学研究科脳神経外科／森本貴昭，他
A-07　SLEに合併した類もやもや病の一例
　　近畿大学医学部脳神経外科／吉岡宏真，他
A-08　細小径頭蓋内椎骨動脈狭窄に対するステント留置術
　　市立奈良病院脳神経外科／出口　潤，他
A-09　内頚動脈閉塞症を伴った後大脳動脈瘤の１例
　　大阪府立急性期総合医療センター脳神経外科／
　　下川原立雄，他
一般演題　AVF１
A-10　 CCFで発症したICA cavernous large aneurysmに対し

SOV経由でのTVEが有効であった１例
　　大阪警察病院脳神経外科／明田秀太，他
A-11　 くも膜下出血発症の海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対

し血管内治療を行った一例
　　神戸市立医療センター中央市民病院／篠田成英，他
A-12　 TVEが困難でmultimodality treatmentを要した海綿静

脈洞硬膜動静脈瘻（dAVF）の１例

　　姫路医療センター／池堂太一，他
A-13　 錐体部髄膜腫摘出後に発生した横静脈-S状静脈洞部

硬膜動静脈瘻の１例
　　京都府立医科大学大学院医学研究科脳神経機能再生外科

学／大和田敬，他
一般演題　AVF２
A-14　中硬膜動静脈瘻の１例
　　淀川キリスト教病院脳神経外科／河合恵美子，他
A-15　 Burr holeからの直接穿刺によるsinus packingを行っ

た小児硬膜動静脈瘻の１例
　　大阪市立総合医療センター脳神経外科／石黒友也，他
A-16　心不全を呈した乳児pial AVFの一例
　　京都大学医学部脳神経外科／後藤正憲，他
A-17　 キアリー奇形に対する後頭蓋窩拡大形成術後に生じ

た後頭蓋窩硬膜動静脈瘻の１例
　　大阪市立大学脳神経外科／早崎浩司，他
一般演題　虚血性脳血管障害
A-18　 院内発症した急性内頸動脈閉塞に対する緊急血栓摘

出手術
　　済生会滋賀県病院脳神経外科／広田健吾，他
A-19　 脳梗塞急性期として治療中にComplete Strokeを発症

したTIAの２症例
　　済生会御所病院脳神経外科／徳永英守，他
A-20　脳梗塞で発症した内頸動脈解離の２症例
　　天理よろづ相談所病院脳神経外科／西田　誠，他
A-21　 両側後大脳動脈領域を主体とした虚血発作を繰り返

したRCVSと思われる１例
　　関西電力病院脳神経外科／本郷　卓，他
ランチョンセミナー
　　内視鏡下経鼻的頭蓋底手術
　　千葉大学脳神経外科／佐伯直勝
　　グリオーマの遺伝子タイピングとAdjuvant療法
　　獨協医科大学脳神経外科・腫瘍センター／植木敬介
教育講演　聴神経腫瘍の手術-基本手技とピットホール
　　九州大学脳神経外科／佐々木富男
脳死判定委員会　脳死と改正臓器移植法
　　徳島大学脳神経外科／永廣信治
一般演題　脳動脈瘤１

A-22　未破裂前交通動脈瘤の手術例に剥離の基本を学ぶ
　　ベルランド総合病院脳神経外科／乾登史孝，他
A-23　 適切なcatheter shapingとcoil selectionにより良好な

塞栓を得た後大脳動脈瘤の３例
　　国立循環器病研究センター脳神経外科／高田茂樹，他
A-24　 クモ膜下出血にて発症した後大脳動脈遠位部解離性

脳動脈瘤の一例
　　市立堺病院脳神経外科／石田城丸，他
A-25　 Stent with in a stent techniqueにより根治し得た解離

性内頸動脈瘤の一例
　　近畿大学医学部脳神経外科／辻　潔，他
A-26　 血管内治療におけるGoose neck snareを用いた逸脱コ

イル回収テクニック
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　　大阪大学医学部脳神経外科／梶川隆一郎，他
一般演題　脳動脈瘤２

A-27　 中大脳動脈瘤M１クリッピング術におけるICG蛍光血
管造影のpitfallについて

　　関西労災病院脳神経外科／福屋章悟，他
A-28　 動脈瘤クリッピング後に生じた中大脳動脈遠位部新

生動脈瘤の１例
　　済生会京都府病院脳神経外科／村上陳訓，他
A-29　生後10カ月の破裂脳動脈瘤の一例
　　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科／
　　柴田帝式，他
A-30　未破裂真の後交通動脈瘤の１手術例
　　市立奈良病院脳神経外科／永田　清，他
A-31　 くも膜下出血を伴わない急性硬膜下血腫で発症した

破裂前大脳動脈遠位部動脈瘤の１例
　　多根総合病院神経脳卒中センター脳神経外科／
　　住岡真也，他
一般演題　脳動脈瘤３

A-32　 High flow bypassを 併 用 し た 親 動 脈 閉 塞 術 後 に
postischemic hyperperfusionを生じた１例

　　国立循環器病研究センター脳血管外科／高木俊範，他

A-33　 血行再建を併用して直達手術をおこなった未破裂後
大脳動脈部分血栓化大型動脈瘤の一例

　　国立循環器病研究センター脳神経外科／丸山大輔，他
A-34　 Enterpriseを用いたコイル塞栓術で治療に成功した広

頚未破裂C２動脈瘤の一例
　　医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療科／
　　明珍　薫，他
A-35　 Enterpriseを用いたコイル塞栓術の初期３症例の経験

-視認性に対する当施設での工夫
　　京都大学脳神経外科／宗光俊博，他
A-36　 Codman EnterpriseTM VRDを用いた脳動脈瘤塞栓術

の初期経験
　　大阪大学脳神経外科・黒田淳子，他
合同シンポジウム　Acom aneurysmの治療選択
症例提示：髙橋　淳（京都大学　脳神経外科）
　　　　　本山  靖（奈良県立医科大学　脳神経外科）
指定討論者：髙橋　淳（京都大学　脳神経外科）
　　　　　　藤中俊之（大阪大学　脳神経外科）
　　　　　　黒岩輝壮（大阪医科大学　脳神経外科）
　　　　　　本山　靖（奈良県立医科大学　脳神経外科）

虚血急性期
01　症候性頭蓋内椎骨動脈狭窄に対してPTRまたはmild 

PTAが有効であった２症例
　　愛媛大学大学院医学系研究科脳神経病態外科学／
　　田川雅彦，他
02　t-PA静注療法により症状が改善したのち再増悪をきた

し頚動脈ステント留置術を施行した頚部内頚動脈狭窄症
の２例

　　山口大学医学部脳神経外科／岡　史朗，他
03　頭蓋内主幹動脈急性閉塞例に対し，ステント留置を行っ

た２例
　　マツダ病院脳神経外科／尾上　亮，他
04　症候性頸部内頚動脈狭窄症に対して発症急性期にステン

ト術を施行した９症例の検討
　　翠清会梶川病院脳神経外科／山崎弘幸，他
05　ステント留置術で治療しえた症候性頸部頸動脈解離の２

例
　　島根大学医学部脳神経外科／杉本圭司，他
06　頚部内頸動脈ステント留置術後ステント内急性閉塞を生

じた１例
　　独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセ

ンター脳神経外科／大下純平，他
07　頚動脈ステント留置術後早期のステント内血栓症の一例
　　高知県・高知市病院企業団立高知医療センター脳神経外

科／福井直樹，他
08　 Protection deviceとしてFilterWire EZを用いて頚動脈

ステント留置術（CAS）を施行した１症例
　　倉敷中央病院脳神経外科・脳卒中科／永田　学，他
09　 内 頸 動 脈 狭 窄 症 に 対 す るFilterWire EZとCarotid 

Wallstentによる頸動脈ステント留置術
　　徳島赤十字病院 血管内治療科／佐藤浩一，他
10　 造 影 剤 を 使 用 せ ず 頚 動 脈 ス テ ン ト 留 置 術（carotid 

artery stenting：CAS）を施行した二症例
　　脳神経センター大田記念病院／田中康恵，他
11　経皮的総頚動脈直接穿刺によるコイル塞栓術が有効で

あった破裂IC-PC動脈瘤の２例
　　川崎医科大学脳神経外科／宮本健志，他
12　右側大動脈弓に合併した破裂脳動脈瘤の１例
　　市立三次中央病院脳神経外科／一ノ瀬信彦，他
13　ヨード系造影剤のアレルギーが強く疑われる患者に，ガ

ドリニウムを用いて脳動脈瘤塞栓術を行った一例
　　鳥取大学医学部／宇野哲史，他

第19回中国四国脳神経血管内手術研究会
会　長：伊達　勲（岡山大学大学院　脳神経外科）
開催日：2010年９月11日
会　場：岡山コンベンションセンター（ママカリフォーラム）
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演題１　 内頸動脈起始部に屈曲・蛇行を伴う内頸動脈瘤に対
してコイル塞栓術を施行した２例

　　長崎大学病院脳神経外科／宗　剛平，他
演題２　 治療が困難であった，右大動脈弓を合併した破裂脳

底動脈先端部動脈瘤の一例
　　河野脳神経外科病院／郷田　周，他
演題３　 Persistent primitive trigeminal artery（PPTA）関

連動脈瘤に対するコイル塞栓術の一例
　　熊本大学大学院生命科学研究部神経内科学分野／
　　三浦彰子，他
演題４　 VA-PICA large aneurysmに対しOA-PICAバイパ

ス後コイル塞栓術を施行した一例
　　福岡大学病院脳神経外科／竹本光一郎，他
演題５　巨大脳底動脈先端部動脈瘤に対する脳血管内治療
　　熊本大学医学部脳神経外科／甲斐　豊，他
演題６　 鎖骨下動脈狭窄症に対する血管内ステント留置術に

おいて過環流症候群を呈した一例
　　琉球大学脳神経外科／伊藤公一，他
演題７　造影剤使用を極小量に抑えた頸動脈ステントの一例
　　福岡大学脳神経外科／大川将和，他
演題８　 Angioguard XPを用いた経皮的頸動脈ステント留置

術の初期治療経験
　　新別府病院放射線科／柏木淳之，他

演題９　 閉塞した横静脈洞に対しステントを留置した多発性
硬膜動静脈瘻の１例

　　済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科／加治正知，
他

演題10　 Carotid blowout syndromeを呈し，covered stentに
よる治療を行った放射線治療後総頸動脈巨大仮性動
脈瘤の１例

　　社会保険小倉記念病院脳神経外科／中垣英明，他
演題11　 骨盤骨折に伴う動脈損傷に対する経皮的動脈塞栓術

-脳神経外科医としてできること-

　　沖縄北部地区医師会病院救急医療センター（MESH）脳
神経外科／伊地知寿，他

演題12　 rt-PA静注療法後に血管内治療を行った椎骨・脳底
動脈閉塞症の２例

　　宇部興産中央病院脳神経外科／池田典生，他
演題13　 内科的治療抵抗性の脳底動脈狭窄症に対し亜急性期

にPTAを施行した１例
　　国立病院機構九州医療センター脳血管センター臨床研究

部脳神経外科／河野健，他
演題14　症候性右椎骨動脈解離の一例
　　浦添総合病院脳神経外科／原国　毅，他
演題15　 左 上 肢 のRadiculopathyで 発 症 し たSpontaneous 

vertebro-vertebral arteriovenous fistula（VVAVF）

第11回日本脳神経血管内治療学会九州・山口地方会
会　長：中原一郎（社会保険小倉記念病院　脳神経外科）
開催日：2010年１月30日
会　場：福岡国際会議場

14　内頚動脈-前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤に対する脳血管内
治療

　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経外科／
　　岡崎貴仁，他
15　Vascular Reconstruction Device（Enterprise）の初期使

用経験
　　岡山大学大学院脳神経外科／伊丹尚多，他

【第12回中国四国脳卒中研究会・第19回中国四国脳神経血管
内手術研究会共通プログラム】
内科系・外科系合同セッション『急性期血行再建』
１　t-PA静注療法の有効例における投与後24時間の臨床症

状の推移
　　翠清会梶川病院脳神経内科／野村栄一，他
２　超急性期脳梗塞における血行再建療法－内科的立場から－
　　川崎医科大学脳卒中医学／渡邉雅男
３　急性期血行再建（外科的立場から）
　　徳島大学脳神経外科／里見淳一郎，他
４　急性期頭蓋内動脈閉塞に対するバルーンカテーテルを用

いた再開通療法：岡山大学脳神経外科および関連病院に

おける多施設共同研究の結果から
　　岡山大学大学院脳神経外科／徳永浩司，他
特別講演『順天堂大学における脳動脈瘤治療の現況』
　　順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経外科学講座／
　　大石英則
16　頭部MRAで硬膜動静脈瘻が疑われた１例
　　広島市立広島市民病院脳神経外科／春間　純，他
17　両側視床病変を呈した硬膜動静脈瘻の２例
　　高知大学医学部脳神経外科／政平訓貴，他
18　鬱血乳頭を呈した硬膜動静脈瘻の４例
　　徳島赤十字病院脳神経外科／田村哲也，他
19　受傷後50年が経過した外傷性CCFの一例
　　徳島大学病院脳神経外科／兼松康久，他
20　横・S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻（isolated sinus）に対し

direct sinus packingを行った３例
　　香川労災病院脳神経外科／平下浩司，他
21　Onyx®を使用した脳動静脈奇形塞栓術
　　香川大学脳神経外科／川西正彦，他
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の１例
　　天神会新古賀病院脳卒中脳神経センター／伊藤　理，他
演題16　 静脈洞閉塞を伴う横S状静脈洞部・上矢状静脈洞部

硬膜動静脈瘻に対する閉塞静脈洞アプローチによる
経静脈塞栓術

　　大分大学放射線科／清末一路，他
演題17　 ３D造影MRIが治療戦略の決定に有用であった硬膜

動静脈瘻の１例
　　永冨脳神経外科放射線科／堀　雄三，他
教育講演１　頸動脈ステント留置術
　　長崎労災病院脳神経外科／日宇　健

教育講演２　 「専門医になるまでの道のり」「専門医になった
後の当院での変化」

　　山口県立総合医療センター脳神経外科／安田浩章
教育講演３　専門医試験対策 昨年の経験から
　　福岡大学医学部脳神経外科／大川将和
教育講演４　第８回口頭実技試験体験談（過去問を中心）
　　福岡大学医学部脳神経外科／岩朝光利
特別講演　AVMと髄膜腫の血管構築について：
　　　　　Angioarchitecture of brain AVM and meningioma
　　亀田総合病院脳神経外科／田中美千裕


