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１．動脈瘤
１．破裂脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術後の脳槽灌流療法
　　中村記念病院脳神経外科 脳血管内治療センター／  

遠藤英樹
２．Headway 17の使用経験
　　中村記念病院脳神経外科 脳血管内治療センター／  

荻野達也
３．非出血非虚血発症性の椎骨動脈解離に対する治療方針
　　苫小牧日翔病院脳神経外科／菊池　統
４．閉塞性動脈解離病変に対してEnterpriseを留置し血行再

建を行った２症例
　　札幌医科大学医学部脳神経外科／堀田祥史
２．急性虚血
５．当院における頭蓋内主幹動脈閉塞を伴う超急性期脳梗塞

に対する治療手順について
　　中村記念病院脳神経外科／高平一樹
６．rt-PA無効例に対する脳血管内治療は無駄な治療か？
　　市立釧路総合病院脳神経外科／野村達史
７．頚動脈を直接穿刺してPenumbra systemを使用した１例
　　旭川赤十字病院脳神経外科／櫻井寿郎
８．Penumbra maxの使用経験
　　北斗病院脳神経外科／山内　滋
９．急性期頭蓋内動脈狭窄・閉塞病変に対してのステントを

用いた治療
　　帯広厚生病院脳神経外科／金　相年
３．CAS
10．頭蓋外頸部内頚動脈瘤に対しステント留置を行った１例
　　市立函館病院脳神経外科／對馬州一

11．Moma Ultraを用いた頸動脈ステント留置術の初期治療
成績

　　札幌白石記念病院／恩田敏之
12．当科における頚動脈狭窄治療の現状
　　旭川医科大学脳神経外科／齊藤仁十
13．CAS後のINVOSの変化の検討～CEAとの比較～
　　旭川医科大学脳神経外科／和田　始
14．上腕動脈経由でのParodi変法によるCAS
　　函館新都市病院脳神経外科／栗原伴佳
15．頚動脈ステントが内腔方向に著しい屈曲ねじれを生じた

一例
　　函館脳神経外科病院脳神経外科／山崎貴明
４．dAVF
16．３次元回転DSA画像をもとに選択的流出静脈路閉塞を

主とした経静脈的海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻塞栓術
　　新さっぽろ脳神経外科病院／馬場雄大
17．経動脈と経静脈アプローチの併用にてselective embolization

を行ったCSdAVFの一例
　　札幌医科大学医学部脳神経外科／宮田　圭
18．複視で発症した横─S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例
　　国立病院機構北海道医療センター脳神経外科／宮本倫行
19．延髄perimedullary AVFの一例
　　旭川赤十字病院脳神経外科／淺野　剛
５．特別講演
　　脳神経血管内治療：知っておくべき原理原則とちょっと

した工夫
　　和歌山労災病院脳神経外科／寺田友昭

第14回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会
会　長：久保田　司（函館脳神経外科病院）
開催日：2013年10月５日
会　場：札幌医科大学記念ホール

地方会演題一覧 （2013 年に開催された地方会の演題を掲載）

虚血１

30　Merci Retrieval system使用後に遅発性動脈狭窄および
閉塞を来した一例

　　弘前大学医学部脳神経外科／嶋村則人，他
31　急性MCA閉塞の治療成績：Merci/Penumbra導入前後の

比較
　　山形市立病院済生館脳卒中センター／長畑守雄，他
32　当院における急性期血行再建とペナンブラシステムの使用
　　立川綜合病院循環器・脳血管センター脳神経外科／  

森田幸太郎，他

第27回東北脳神経血管内治療研究会
会　長：藤井幸彦（新潟大学脳研究所　脳神経外科学分野）
開催日：2013年３月30日
会　場：新潟大学脳研究所統合脳機能研究センター6Fセミナーホール
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動脈瘤
34　当施設における未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術の治療成績
　　福島赤十字病院脳神経外科／市川　剛，他
35　Enterprise VRDとSuper政宗を用いて治療した脳底動脈

の一例
　　仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科／  

木村尚人，他
36　Neuroform stentの初期使用経験
　　弘前大学大学院医学研究科脳神経外科／奈良岡征都，他
37　Y字ステントを併用したコイル塞栓術の一例
　　八戸赤十字病院脳神経外科／佐藤雄一，他
38　脳内出血を伴った破裂脳動脈瘤症例に対して、局所麻酔

下に塞栓術ついで内視鏡下血腫除去術を施行した１例
　　青森県立中央病院脳神経外科／菊池登志雄，他
39　重複内頚動脈－前脈絡叢動脈瘤にコイル塞栓術を施行し

た一例
　　八戸赤十字病院脳神経外科／鈴木太郎，他

虚血・その他
40　Mo. Ma Ultra systemの初期使用経験
　　新潟大学脳研究所脳神経外科／長谷川仁，他
41　CAS後ステント内血栓閉塞を来すも再開通し得た内頸

動脈閉塞の１例
　　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
42　放射線照射後の症候性頸部頸動脈狭窄に対してステント

留置術を行った２例
　　山形県立中央病院脳神経外科／熊谷　孝，他
43　頭皮AVMの一例
　　仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科／  

荻田庄吾，他
44　脊髄動静脈瘻の診断・治療におけるconebeam-CTの有用

性の検討
　　秋田大学医学部放射線科／高橋　聡，他

第28回東北脳神経血管内治療研究会
会　長：大熊洋揮（弘前大学大学院医学研究科　脳神経外科学講座）
開催日：2013年９月28日
会　場：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前

教育セミナー１

　　Onyxを用いたAVM塞栓術
　　康生会武田病院脳卒中センター／石井　暁

教育セミナー２

　　Hydrocoilを用いた脳動脈瘤塞栓術
　　岡山大学医学部脳神経外科／杉生憲志

第10回日本脳神経血管内治療学会関東地方会
会　長：松丸祐司（虎の門病院　脳神経血管内治療科）
開催日：2013年６月１日
会　場：JA共済ビルカンファレンスホール

虚血２

33　Mechanical embolectomyの血管壁への影響：造影のMRI
による観察

　　山形市立病院済生館脳卒中センター／根津仁子，他
34　当科における急性期頚動脈ステント留置術の治療成績
　　山形県立中央病院脳神経外科／熊谷　孝，他
35　虚血発症頚部内頚動脈解離に対して超急性期ステント留

置術を行った１例
　　広南病院血管内脳神経外科／鈴木一郎，他
動脈瘤，他
36　エンタープライズを使用した脳底動脈先端部動脈瘤の再

塞栓術の１例
　　仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科／  

木村尚人，他
37　スーパー政宗が有用であった脳底先端部動脈瘤塞栓術の

１例
　　さいたま市民医療センター内科／坪井　謙，他
38　「政宗」を併用して治療した外傷性CCFの一例
　　大崎市民病院脳神経外科脳卒中センター／吉田昌弘，他
その他
39　頭蓋内硬膜動静脈瘻における3D-ASLの有用性の検討
　　秋田大学医学部放射線科／高橋　聡，他
40　総頸動脈閉塞症に対するHybrid手術の経験
　　枡記念病院脳神経外科／遠藤雄司，他
41　Flow-directed guiding balloon advance法
　　新潟大学脳研究所脳神経外科学分野／長谷川仁，他
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教育セミナー３

　　CASの新しいエビデンス構築の必要性
　　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
教育セミナー４

　　Neurofoamを用いた脳動脈瘤塞栓術
　　広南病院血管内脳神経外科／松本康史
教育セミナー５

　　Enterprise VRDを用いた脳動脈瘤塞栓術
　　大阪大学医学部脳神経外科／藤中俊之
口演A　動静脈シャント
A-1　 ２回の塞栓術後開頭術で治療した左頭蓋頸椎移行部硬

膜動静脈瘻の１例  
前橋赤十字病院脳神経外科／若林和樹

A-2　 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する経静脈塞栓術後に
くも膜下出血をきたした一例  
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-3　 治療に難渋したdirect CCFの１例  
国立病院機構水戸医療センター脳神経外科／粕谷泰道

A-4　 脳出血開頭術後に発生し、複数回の治療で根治した上
矢状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／片桐彰久

A-5　 上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻の１例  
順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経外科／清水　崇

A-6　 頚部動静脈瘻に対し血管内塞栓術を施行した一例  
群馬大学大学院医学系研究科脳神経外科学／佐藤晃之

口演B　動静脈シャント、動脈瘤
B-1　 レスキューカテーテルを用いてNBCAで接着したカ

テーテルを回収したAVM塞栓術の一例  
東京医科歯科大学血管内治療科／吉野義一

B-2　 術後痙攣発作を繰り返した小児pial AVFの１例  
東海大学医学部脳神経外科／長田貴洋

B-3　 Congestive myelopathyで発症した頚髄血管病変の１例  
老年病研究所附属病院脳神経外科／宮本直子

B-4　 出血性左右椎骨動脈解離の剖検例：病理組織像からみ
た反復性解離の経過  
東京女子医科大学医学部法医学講座／呂　彩子

B-5　 出血発症両側椎骨動脈解離性動脈瘤の１例  
筑波メディカルセンター病院脳神経外科／伊藤嘉朗

口演C　動脈瘤
C-1　 手術終了後にコイル塊が親血管へ移動した後交通動脈

瘤の一例  
帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科／孫　宰賢

C-2　 後下小脳動脈末梢部の破裂動脈瘤に対して瘤内塞栓術
を施行した１例  
武蔵野赤十字病院脳神経外科／原　睦也

C-3　 部分血栓化巨大後大脳動脈瘤に対してコイル塞栓をお
こなった１例  
群馬大学医学部脳神経外科／清水立矢

C-4　 破裂椎骨動脈解離性動脈瘤に対する母血管閉塞後に延

髄傍正中に虚血性変化を生じた１例  
東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科／  
佐藤健一郎

C-5　 出血源の同定に苦慮した多発性脳動脈瘤の１例  
武蔵野赤十字病院／橋本秀子

C-6　 再破裂、脳血管攣縮、仮性動脈瘤形成をきたし瘤内塞
栓を行った解離性内頚動脈瘤の１例  
昭和大学医学部脳神経外科／奥村浩隆

口演D　虚血
D-1　 内頚動脈狭窄からの急性期脳梗塞に対し機械的血栓回

収と緊急CASを行った１例  
東京警察病院脳神経外科・脳卒中センター／根城尭英

D-2　 異なる転帰となった急性頸部内頸動脈閉塞２症例  
昭和大学藤が丘病院脳神経内科／神谷雄己

D-3　 急性期血行再建後に出現した解離性左中大脳動脈瘤に
ステント併用塞栓術を施行した１例  
土浦協同病院脳神経外科／寺門利継

D-4　 右側大動脈弓を合併した左頚部内頚動脈偽閉塞の１例  
国立病院機構高崎総合医療センター脳神経外科／  
大谷敏幸

D-5　 再狭窄を繰り返した椎骨動脈狭窄症の１例  
横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科／尾崎　聡

D-6　 アンギオシール使用後に大腿動脈感染性動脈瘤を合併
し、手術加療を必要とした二例  
埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科／  
掛樋善明

ポスター１　動脈瘤
P-1-1　 治療に難渋している内頸動脈瘤の一例  

東京都立広尾病院脳神経外科／吉田賢作
P-1-2　 破裂解離性椎骨動脈瘤に対するstent assisted coiling

で血栓性合併症を起こした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

P-1-3　 新生血栓化動脈瘤の１例  
都立墨東病院脳神経外科／堤　恭介

P-1-4　 くも膜下出血で発症した脳底動脈本幹部の解離性動
脈瘤に対する治療経験  
獨協医科大学越谷病院脳神経外科／清水信行

P-1-5　 Enterprise VRDの留置で内頚動脈瘤による動眼神経
麻痺の改善が得られた１例  
武蔵野赤十字病院脳神経外科／唐鎌　淳

P-1-6　 破裂性血豆状内頚動脈瘤に対するstent併用瘤内塞栓
術の一例  
美原記念病院脳神経外科／赤路和則

ポスター２　動脈瘤
P-2-1　 framing coilの逸脱に対し２本のマイクロカテーテル

で挟む事で回収が得られた一例  
医療法人社団KNI北原国際病院脳神経外科／  
林　祥史

P-2-2　 中大脳動脈閉塞症にともなう破裂前脈絡叢動脈遠位
部動脈瘤の１例  
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順天堂大学医学部脳神経外科／菅　康郎
P-2-3　 クモ膜下出血発症の動脈瘤に対する治療成績の検討  

東京大学医学部脳神経外科／鈴木康隆
P-2-4　 internal trappingを施行した出血発症の解離性椎骨

動脈瘤（PICA involved type）の一例  
松戸市立病院／渡邉義之

P-2-5　 急性期破裂脳動脈瘤に対して頭蓋内ステント併用脳
動脈瘤塞栓術を施行した１例  
東京慈恵会医科大学脳神経外科脳血管内治療部／  
石橋敏寛

P-2-6　 中硬膜動脈より眼動脈が栄養されていた傍前床突起
部内頸動脈未破裂瘤に対する塞栓術  
亀田総合病院脳神経外科／稲葉眞貴

ポスター３　動脈瘤
P-3-1　 破裂急性期に脳血管用ステントを併用して塞栓した

広頚内頚動脈瘤の１例  
武蔵野赤十字病院脳神経外科／佐藤洋平

P-3-2　 破裂脳動脈瘤の塞栓術中にfilling coilがearly detach
をきたした１例  
東京医科大学病院脳神経外科／渡辺大介

P-3-3　 同一後大脳動脈に２つの紡錘状動脈瘤を認め、遠位
破裂動脈瘤に対し瘤内塞栓を行った１例  
慶應義塾大学医学部脳神経外科／倉前卓実

P-3-4　 Penumbra coil 400の使用経験  
千葉大学医学部脳神経外科／足立明彦

P-3-5　 出血にて発症した後大脳動脈解離性動脈瘤の１例  
千葉県救急医療センター脳血管治療科・神経系治療
科／松浦威一郎

P-3-6　 急性の精神症状で発症したTransverse-sigmoid sinus 
dAVFの一例  
東京ベイ浦安市川医療センター／平井作京

ポスター４　動静脈シャント、虚血
P-4-1　 Shunt pointへのaccessが困難であったIsolated cavernous 

sinus dural AVFの１例  
獨協医科大学脳神経外科／安部欣博

P-4-2　 治療困難であったtentorial dural AVFの１例  
昭和大学藤が丘病院脳神経外科／松本浩明

P-4-3　 両側結膜浮腫・外転神経麻痺で発症したintercavernous 
sinus dural AVFの一例  
浜松労災病院脳神経外科／緒方秀樹

P-4-4　 血栓回収デバイスが無効であった急性期閉塞病変に
対してPTAが有効であった２例  
杏林大学医学部付属病院脳神経外科／小松原弘一郎

P-4-5　 脳梗塞急性期にCASを併用した血行再建を行い、数
日後に脳出血を来たした一例  
健貢会総合東京病院脳神経外科／渡邉貞義

ポスター５　その他
P-5-1　 Primitive hypoglossal arteryとBA double fenestration

を伴うSAHの１例  
埼玉県済生会栗橋病院脳神経外科／加藤宏一

P-5-2　 光干渉断層画像診断装置（OCT）により診断し得た
先天性内頚動脈低形成の１例  
相模原協同病院脳神経外科／梅沢武彦

P-5-3　 Dioを用いて頭蓋内ステント留置が可能であった脳
底動脈狭窄症の一例  
相模原協同病院脳血管内治療科／松崎粛統

P-5-4　 新生児ガレン大静脈瘤に対して段階的血管内治療を
施した一例  
筑波大学附属病院脳神経外科／三木俊一郎

P-5-5　 右内頚動脈閉塞、椎骨動脈閉塞・狭窄例に対して、
段階的血行再建術を行った一例  
聖マリアンナ医科大学東横病院脳卒中センター／  
岡田俊一

セッション１　頚部病変・その他
演題１　 Carotid blow outに対してcovered stentを用いて治

療した１例
　　　　名古屋市立大学医学部脳神経外科／西川祐介，他
演題２　 急性大動脈解離に合併した両側総頚動脈解離の１例
　　　　福井赤十字病院脳神経外科／早瀬睦他，他
演題３　 大腿動脈穿刺部のアンジオシールを用いた止血後合

併症の２例
　　　　伊那中央病院脳神経外科／花岡吉亀，他
演題４　 総頚動脈直接穿刺による血管内治療の２例

　　　　富山大学医学部脳神経外科／秋岡直樹，他
セッション２　虚血病変
演題５　ProtegeTM RX Carotid Stent Systemの使用経験
　　　　豊橋医療センター脳神経外科／石黒光紀，他
演題６　頚部放射線照射後に生じた頚動脈狭窄症
　　　　福井赤十字病院脳神経外科／早瀬　睦，他
演題７　 内頚動脈高度狭窄病変にCASを施行したのちに対側

脳梗塞を発症した１例─この１症例から学ぶこと─
　　　　富山大学医学部脳神経外科／柏崎大奈，他
演題８　Parodi変法の落とし穴

第39回日本脳神経血管内治療学会中部地方会
会　長：宮地　茂（名古屋大学　脳神経外科）
開催日：2013年４月６日
会　場：名古屋大学医学部附属病院 中央診療棟3F講堂
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　　　　小牧市民病院脳神経外科／飯塚　宏，他
演題９　 中東遠地域での急性主幹動脈閉塞の治療─他院から

の搬送症例の治療成績
　　　　袋井市民病院脳神経外科／打田　淳，他
演題10　 脳底動脈の急性血栓性閉塞に対する経皮的血管拡張

術
　　　　 朝日大学歯学部付属村上記念病院脳神経外科／  

宮居雅文，他
セッション３　脳動脈瘤１

演題11　細菌性脳動脈瘤の１例
　　　　岐阜大学脳神経外科／渡會祐隆，他
演題12　 Pseudoaneurysm-like formation?─BA-SCA ruptured 

aneurysmの１例
　　　　金沢大学脳神経外科／内山尚之，他
演題13　 クモ膜下出血と脳幹梗塞を同時に発症した椎骨動脈

解離の１例
　　　　一宮西病院脳神経外科／宮嵜章宏
演題14　 血管内治療を行った虚血発症の血栓化椎骨動脈瘤の

２例
　　　　土岐市立総合病院脳神経外科／北島英臣，他
セッション４　脳動脈瘤２

演題15　 ３mm以下の脳動脈瘤コイル塞栓術

　　　　伊那中央病院脳神経外科／小山淳一，他
演題16　 広頚脳底動脈先端部瘤に対するコイル塞栓術の工夫
　　　　刈谷豊田総合病院脳神経外科／大島共貴，他
演題17　Coilで治療したdirect CCF２例
　　　　浜松医科大学脳神経外科／平松久弥，他
セッション５　脳・脊髄動静脈瘻
演題18　Onyxを用いた脳動静脈奇形の治療経験
　　　　市立四日市病院脳神経外科／中林規容
演題19　Spinal Epidural AVFの一例
　　　　信州大学医学部脳神経外科／中村一也，他
演題20　脊髄硬膜動静脈瘻に対する塞栓術における工夫
　　　　 富山県済生会富山病院脳卒中センター脳神経外科／

岡本宗司，他
セッション６　硬膜動静脈瘻
演題21　De novo middle cranial fossa dural AVFの一例
　　　　岡崎市民病院脳神経外科／錦古里　武志，他
演題22　両側性海綿静脈洞部硬膜動静脈痩の１例
　　　　金沢医科大学脳神経外科／白神俊祐，他
演題23　 意識障害で発症した横？S状静脈洞硬膜動静脈瘻の

１例
　　　　名古屋大学医学部脳神経外科／太田圭祐，他

セッション１　CAS
演題１　Protege RX Carotid Stent Systemの利点と欠点
　　　　 国立病院機構豊橋医療センター脳神経外科／  

石黒光紀，他
演題２　 CAS施行3.5ヶ月後に症候性再狭窄を呈した頚部内

頚動脈狭窄症の一例
　　　　 富山県済生会富山病院脳卒中センター／  

岡本宗司，他
演題３　 ステントの誘導が困難でSpiderが有効であった内頚

動脈狭窄症の１例
　　　　 信州大学医学部附属病院脳血管内治療センター／  

長島　久，他
演題４　狭窄部通過が困難であったCASの１例 
　　　　金沢市立病院脳神経外科／廣田雄一，他
セッション２　脳動脈瘤１

演題５　Neuroform EZ Stent Systemの初期使用経験
　　　　名古屋市立大学脳神経外科／西川祐介，他
演題６　 広頚脳動脈瘤に対するステント片端による頚部形成 

続報
　　　　刈谷豊田総合病院脳神経外科／大島共貴

演題７　 側壁型脳動脈瘤に対するマイクロカテーテル先端形
状のつけ方

　　　　安城更生病院脳神経外科／高橋郁夫
演題８　 術後に特異なMRI像を示した脳動脈瘤コイル塞栓術

の１例
　　　　愛知厚生連海南病院脳卒中センター／小林　望
セッション３　脳動脈瘤２

演題９　 細菌性脳動脈瘤の実態と治療法について～中部地区
細菌性脳動脈摺アンケート調査結果～

　　　　名古屋大学脳神経外科／山之内高志，他
演題10　 未破裂脳動脈瘤の瘤内塞栓術後　遅発性出血性合併

症の２例報告
　　　　藤田保健衛生大学脳神経外科／定藤章代，他
演題11　 脳底動脈瘤に対するコイル塞栓術後の脊髄梗塞
　　　　名古屋大学脳神経外科／松原功明
演題12　 脳幹梗塞とくも膜下出血を同時に発症した椎骨動脈

解離の１例
　　　　一宮西病院脳神経外科／宮嵜章宏，他
演題13　海綿静脈洞部内頚動脈瘤の１例
　　　　名古屋第二赤十字病院脳神経外科／小島隆生，他

第40回日本脳神経血管内治療学会中部地方会
会　長：内山尚之（金沢大学　脳神経外科）
開催日：2013年８月３日
会　場：石川県政記念しいのき迎賓館
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セッション４　dural AVF
演題14　 下肢を上行する異常感覚で発症した横─Ｓ状静脈洞

部硬膜動脈瘤の１例
　　　　浜松医科大学脳神経外科／平松久弥，他
演題15　治療に難渋している多発性硬膜動静脈瘤の１例
　　　　福井県立病院脳神経外科／東馬康郎，他
演題16　Spinal ventral epidural AVFの１例
　　　　 三重大学大学院医学系研究科脳神経外科／  

辻　正範，他
演題17　 Occipital sinnus経由で治療したテント部硬膜動静脈

瘤の１例
　　　　富山大学病院脳神経外科／柏崎大奈，他

セッション５　血行再建　その他
演題18　 完全閉塞病変内に増生した新生血管を介してCAS

を行った１例
　　　　 朝日大学歯学部附属村上記念病院脳神経外科／  

宮居雅文
演題19　 福井赤十字病院脳卒中センターにおける急性期頚動

脈ステント留置術の一例
　　　　福井赤十字病院脳神経外科／織田　雅，他
演題20　Penumbra Maxシリーズの使用経験
　　　　中東遠総合医療センター脳神経外科／打田　淳，他
演題21　 破裂巨大脳底動脈に対して急性期にステント併用下

でコイル塞栓した１例
　　　　金沢大学脳神経外科／見崎孝一，他

第14回近畿脳神経血管内治療学会
会　長：加藤天美（近畿大学　脳神経外科）
開催日：2013年９月６日
会　場：千里ライフサイエンスセンター

教育講演
　　脳血行再建術：IVRと直達手術
　　兵庫医科大学脳神経外科／吉村紳一
教育セミナー１

　　液体塞栓物質：使い方のコツ
　　城山病院脳脊髄神経センター脳血管内治療科／村尾健一
　　康生会武田病院脳卒中センター／石井　暁
教育セミナー２

　　動脈瘤塞栓術：コイルとアシストテクニックの使い分け
　　大阪大学大学院医学系研究科　脳神経外科／藤中俊之
　　国立循環器病研究センター脳神経外科／佐藤　徹
ランチョンセミナー
　　脳血管障害に対する最新治療
　　東京慈恵会医科大学脳神経外科／村山雄一
口演　解剖・診断・機材
O-01　 正中を越え、反対側に向かう脳動脈について  

大阪市立総合医療センター／馬場良子，他
O-02　 Aberrant left subclavian arteryに合併した内頸動脈

狭窄と鎖骨下動脈狭窄の治療例  
大阪府立急性期総合医療センター脳神経外科／  
乾登史孝，他、

O-03　 好酸球増多症により脳静脈洞血栓症となった１例  
近畿大学医学部脳神経外科／村上沙織，他

O-04　 くも膜下出血を来した内耳孔内distal AICA動脈瘤の
一例  
西宮協立脳神経外科病院／山田佳孝，他

O-05　 脳動脈瘤コイル塞栓術を安全に「終わらせる」テク
ニック  
関西労災病院脳神経外科／竹綱成典，他

口演　CAS・血行再建
O-06　 経皮的頸動脈ステント留置術における当院の初期成

績  
医療法人さくら会さくら会病院脳神経外科／  
杉本圭司，他

O-07　 Mo.Ma Ultraを用いた頚動脈ステント留置術─初期治
療成績─  
１医真会八尾総合病院放射線科・脳血管内治療科／
明珍　薫，他

O-08　 人工血管狭窄部に対しステント留置を行った１例  
岸和田徳洲会病院脳神経外科／武本英樹，他

O-09　 当院における急性期脳主幹動脈閉塞症の治療成績と
今後の展望  
国立循環器病研究センター脳神経外科／  
森田健一，他

O-10　 急性頭蓋内動脈硬化性閉塞病変に対する急性期血行
再建術の有用性と問題点  
国立循環器病研究センター脳神経外科／  
林　正孝，他

O-11　 頚動脈鞍状塞栓症からの遠位塞栓に対してPenumbra 
4MAXで良好な再開通が得られた１症例  
神戸市立医療センター中央市民病院総合脳卒中セン
ター／柴田帝式，他

O-12　 中大脳動脈塞栓症に対して、Merci Retrieverより
Penumbra systemが有効であった一例  
医誠会／榎木圭介，他

口演　硬膜動静脈瘻
O-13　 静脈洞閉塞を合併した硬膜動静脈瘻の治療戦略  

大西脳神経外科病院／矢木亮吉，他
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O-14　 外転神経麻痺を呈したanterior condylar confluence 
dAVFの１例  
滋賀医科大学脳神経外科／辻　敬一，他

O-15　 小脳出血で発症した直静脈洞部硬膜動静脈瘻の１例  
奈良県立医科大学脳神経外科／中川一郎，他

O-16　 ガドリニウム造影剤による脳血管撮影後早期に自然
消失した硬膜動静脈瘻の一例  
近畿大学医学部脳神経外科／宮内正晴，他

口演　脳動脈瘤１

O-17　 当院における虚血発症脳動脈解離に対する急性期治
療の経験  
藍の都脳神経外科病院／佐々木庸，他

O-18　 後下小脳動脈の解離性脳動脈瘤破裂の１例  
和歌山県立医科大学脳神経外科／井澤大輔，他

O-19　 頭蓋頚椎移行部にて硬膜内外に生じたdumbell型巨大
血栓化椎骨動脈瘤の１症例  
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学／  
重松朋芳，他

O-20　 中規模急性期一般病院である沖縄協同病院における
破裂脳動脈瘤の治療戦略  
沖縄協同病院脳神経外科／木本敦史，他

O-21　 重複中大脳動脈起始部に生じた未破裂脳動脈瘤に対
してコイル塞栓術を行った一例  
関西労災病院脳神経外科／豊田真吾，他

口演　脳動脈瘤２

O-22　 脳動脈瘤に対するEnterprise stentを用いたコイル塞
栓術 初期治療成績  
奈良県立医科大学放射線科／和田　敬，他

O-23　 Neuroform assist embolizationでcoil migrationをきた
した一例  
京都大学脳神経外科／安藤充重，他

O-24　 MCA fenestrationの動脈瘤に対しNeuroformを用いて
コイル塞栓術を施行した１例  
和歌山労災病院脳神経外科／田中優子，他

O-25　 PC400を用いて治療した大型脳動脈瘤の一例  
京都大学医学部脳神経外科／千原英夫，他

脳虚血
01　Penumbra Systemでは治療困難であった頭蓋内内頸動脈

閉塞症の１例
　　愛媛大学医学部脳神経外科／井上明宏
02　椎骨動脈閉塞に対し緊急ステント留置術を施行後、亜急

性期に死亡した延髄外側梗塞の１剖検例
　　川崎医科大学脳卒中医学／山下眞史
03　左上肺野切除後に肺静脈断端部からの塞栓症と考えられ

る脳梗塞を来たした一例
　　倉敷中央病院脳神経外科／岸田夏枝
その他
04　新しい脳血管内治療データ入力システム
　　岡山大学大学院脳神経外科／平松匡文
05　新型FPD装置で安全に治療を施行し得た多発有窓形成

を伴う前交通動脈瘤の１例
　　岡山大学大学院脳神経外科／髙杉祐二
06　脳動脈瘤塞栓術後に造影剤による神経毒性をきたした１

例
　　川崎医科大学脳神経外科／高井洋樹
動脈瘤１

07　頸動脈内膜剥離術後に生じた解離性動脈瘤に対してステ
ント併用コイル塞栓術を行った１例

　　高知赤十字病院脳神経外科／山口真司
08　もやもや病に生じた前脈絡叢動脈末梢の脳動脈瘤に対し

て選択的コイル塞栓術を行った１例
　　広島市立安佐市民病院脳神経外科／岡村朗健
09　Neurofibromatosis type 1に合併した未破裂内頚動脈仮

性動脈瘤にステント併用コイル塞栓術を行った１例
　　島根県立中央病院脳神経外科／浜崎　理
10　高難度動脈瘤塞栓術における複合補助テクニック
　　岡山大学大学院脳神経外科／春間　純
11　破裂椎骨脳底動脈解離性動脈瘤に対してステント併用治

療を試みた２例
　　徳島赤十字病院血管内治療科／田村哲也
動脈瘤２

12　脳底動脈先端部脳動脈瘤に対する血管内治療戦略
　　鳥取大学医学部脳神経外科／坂本　誠
13　コイル塞栓術を行った内頚動脈Kissing aneurysmsの１

例
　　広島大学大学院医歯薬保健学研究院脳神経外科学／  

品川勝弘
14　Neuroform stent誘 導 カ テ ー テ ルExcelsior XT-27の

“ledge effect”を解除した１例
　　広島市立広島市民病院脳神経外科／村岡賢一郎
15　くも膜下出血で発症した血栓化多発脳動脈瘤症例
　　大田市立病院脳神経外科／福田　稔
16　Ｙステントを用いてコイル塞栓術を行った脳底動脈先端

部動脈瘤の１例

第22回中国四国脳神経血管内手術研究会
会　長：宇野昌明（川崎医科大学　脳神経外科）
開催日：2013年９月７日
会　場：岡山コンベンションセンター
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　　徳島大学脳神経外科／桑山一行
頸動脈狭窄
17　MOMA ウルトラの初期使用経験
　　岡山大学病院脳神経外科／西廣真吾
18　頸動脈ステント留置術後に遅発性にステント内プラーク

を生じた一例
　　島根大学医学部脳神経外科／中川史生
19　両側内頸動脈解離による狭窄に対しCASを行った１例
　　倚山会田岡病院脳神経外科／真鍋進治
dAVF，AVM
20　著明な骨内病変を伴ったanterior condylar confluence 

dural arteriovenous fistulaの一例
　　マツダ（株）マツダ病院脳神経外科／尾上　亮
21　関連脳動脈瘤の破裂で発症した脳動静脈奇形の１例
　　香川大学医学部脳神経外科／原田彰雄
22　Aggressive patternに変化した後頭蓋窩non-sinus dural 

AVFの１例
　　徳島赤十字病院血管内治療科／花岡真実
23　聴神経腫瘍術前の脳血管撮影でインシデンタルに発見さ

れ、経静脈的塞栓術を施行した横-Ｓ状静脈胴部dAVF
の１症例

　　呉医療センター脳神経外科／米澤公器
24　経動脈的コイル塞栓術を行った特発性直接型内頚動脈海

綿静脈洞瘻の一例
　　県立広島病院脳神経外科／溝上達也

25　２本のマイクロカテーテルを用いて経静脈的塞栓術を
行った外傷性頚動脈海綿静脈洞瘻の１例

　　翠清会梶川病院脳神経外科／石井洋介
特別講演
　　脳動静脈奇形に対するOnyx embolizationのtips and pitfalls
　　新潟大学脳研究所脳神経外科学／伊藤　靖
合同シンポジウム「急性期脳梗塞の治療」
S1　 tPA静注療法＋脳血管内治療─病型と閉塞血管別

therapeutic time windowについて─  
山口大学医学部脳神経外科／石原秀行

S2　 ｔ-PA静注療法を施行した中大脳動脈閉塞例における
DWI-ASPECTSと早期再開通現象  
川崎医科大学脳卒中医学／青木淳哉

S3　 急性期脳主幹動脈閉塞症に対するMerciリトリーバー認
可後の治療成績  
翠清会梶川病院脳神経外科／須山嘉雄

S4　 脳梗塞急性期血行再建におけるスマートフォンを用い
た情報交換の有用性  
徳島大学脳神経外科／里見淳一郎

S5　 Merci Retriever認可後の急性期脳血管内治療：当院で
の取り組み  
脳神経センター大田記念病院脳神経外科／関原嘉信

ランチョンセミナー
　　CGによる脳血管障害の手術シミュレーション
　　東京大学大学院医学系研究科脳神経外科学／斉藤延人

セッション1-1

演題１　 Image fusionを活用したAVFの病態把握と治療の検
討

　　　　浜の町病院脳神経外科／山口慎也，他
演題２　頭蓋頸椎移行部の動静脈瘻の一例
　　　　山口大学脳神経外科／石原秀行，他
演題３　 上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻に合併した静脈洞狭窄

に対して経皮的静脈洞形成術を行った１例
　　　　佐賀大学医学部脳神経外科／緒方敦之，他
演題４　 皮質静脈温存のために経静脈塞栓術と経動脈塞栓術

を併用した横・Ｓ状静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例
　　　　九州医療センター脳血管内科／鶴崎雄一郎，他
演題５　 治療に難渋した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の１例
　　　　 国立病院機構九州医療センター脳血管内治療科／  

津本智幸，他
演題６　 低濃度NBCAによる経動脈的塞栓術で治療した横・

Ｓ状静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例

　　　　福岡大学脳神経外科／東登志夫，他
演題７　TAEで根治できた特発性Scalp AVFの１例
　　　　福岡大学医学部脳神経外科／福田健治，他
セッション1-2

演題８　Penumbra systemの有用性と問題点
　　　　都城市郡医師会病院脳神経外科／大田　元，他
演題９　 急性期CAS後に過灌流症候群を呈しINVOSによる

周術期管理が有効であった内頚動脈狭窄症の１例
　　　　済生会福岡総合病院／中垣英明，他
演題10　 入院中に症状が進行した左内頸動脈C2部の高度狭

窄に対してPTAを行った１例
　　　　 済生会熊本病院脳卒中センター神経内科／  

池野幸一，他
演題11　 動眼神経麻痺で発症した動脈瘤切迫破裂の２例─閉

塞程度による動眼神経麻痺の回復の違い─
　　　　那覇市立病院脳神経外科／百次　仁，他
演題12　 頸部巨大血栓化動脈瘤に対してoverlapping stentで

第17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（小倉記念病院　脳神経外科）
開催日：2013年２月２日
会　場：福岡国際会議場



 JNET　Vol.7 No.5　November 2013　　377

セッション1-1

演題１　 頸動脈ステント留置術中の外頸動脈分枝のガイドワ
イヤーによる穿孔治療についての考察

　　　　小倉記念病院脳神経外科／五味正憲，他
演題２　 Mo.MA Ultraでの頚動脈ステント留置術の経験
　　　　済生会長崎病院脳神経外科／北川直毅，他
演題３　 症候性内頚動脈閉塞症に対しCASを施行した１例
　　　　福岡徳洲会病院脳神経外科／吉田英紀
演題４　 急性期脳底動脈閉塞症に対してステント留置を行っ

た１例
　　　　長崎大学病院脳神経外科／山口　将，他
演題５　 サイフォンの屈曲が強く、治療に難渋したアテロー

ム血栓性中大脳動脈閉塞症の１例
　　　　九州医療センター脳血管内治療科／上床武史，他
演題６　 Kinkingを伴う進行性総頸動脈狭窄に対してステン

ト留置術を施行した一例
　　　　福岡大学医学部脳神経外科／大川将和，他
セッション1-2

演題７　 頭部・顔面動静脈瘻に対し経静脈的塞栓術を行った
２例

　　　　 小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科／  
宮田　悠，他

演題８　 開頭流出静脈遮断術前に経動脈的塞栓術（TAE）
を施行した硬膜動静脈瘻の１例

　　　　久留米大学脳神経外科／中村普彦，他
演題９　 稀なドレナージを認めたanterior condylar confluence

部のdural AVFの一例
　　　　 九州大学病院腎・高血圧・脳血管内科／  

三本木良紀，他
演題10　 小脳皮質静脈への逆流を認めた後頭蓋窩硬膜動静脈

瘻の一例
　　　　九州医療センター脳血管内治療科／鶴崎雄一郎，他
演題11　末梢性前大脳動脈瘤の治療選択についての考察
　　　　 地方独立行政法人那覇市立病院脳神経外科／  

小林繁貴，他
演題12　 くも膜下出血で発症したPICA involved VA dissection

に対しステントアシスト塞栓を行った２例
　　　　福岡和白病院脳神経外科／原田　啓，他
演題13　 Mass effectを有する部分血栓化大型脳動脈瘤に対し

瘤内塞栓術を実施した２例
　　　　 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科／  

菅田真生，他
セッション２

特別講演　 脳血管内治療、地域での立ち上げと我々が目指し
たいもの

　　　　　 埼玉医科大学国際医療センター脳神経外科／  
石原正一郎

治療を行った１例
　　　　長崎大学脳神経外科／堀江信貴，他
演題13　 大または巨大脳動脈瘤塞栓術におけるPenumbra 

Coil 400の使用経験
　　　　 小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科／  

太田剛史，他
セッション２

教育講演１　試験中に思い出した言葉
　　　　　　小倉記念病院脳神経外科／五味正憲
教育講演２　 脳血管内治療専門医試験を終えて（２次試験を

中心に）
　　　　　　小倉記念病院脳神経外科／福島　浩

教育講演３　脳血管内治療専門医になって
　　　　　　久留米大学脳神経外科／折戸公彦
教育講演４　専門医をめざす内科系の先生方へ
　　　　　　済生会熊本病院神経内科／池野幸一
教育講演５　 ２次試験の対策と心構え─２次試験浪人を通し

て学んだこと─
　　　　　　福岡大学筑紫病院脳神経外科／溝上泰一郎
教育講演６　 血管内専門医試験─私の戦いの軌跡─
　　　　　　嬉野医療センター脳神経外科／前田一史
セッション３

特別講演　小児脳動静脈奇形と血管内治療
　　　　　聖路加国際病院神経血管内治療科／新見康成

第18回日本脳神経血管内治療学会九州地方会
会　長：中原一郎（小倉記念病院　脳神経外科）
開催日：2013年９月21日
会　場：福岡国際会議場


