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１．CAS
１．Flow reversal techniqueとDistal balloon protectionを併

用した頸動脈ステント留置術の一例
　　中村記念病院脳神経外科／遠藤英樹
２．プラーク診断による頸部内頸動脈狭窄症の治療方針
　　旭川医科大学脳神経外科／折本亮介
３．Subacute in-stent thrombosis after carotid artery stenting 

(CAS） due to plaque protrusion
　　札幌医科大学脳神経外科／飯星智史
４．頸動脈ステント留置術後経過観察における頸動脈超音波

検査
　　苫小牧日翔病院脳神経外科／菊地　統
２．アプローチ　他
５．経撓骨動脈アプローチによるCAS
　　函館新都市病院脳神経外科／松浦伸樹
６．脳血管内治療におけるTrans-radial approachの有用性
　　中村記念病院脳神経外科／遠藤英樹
７．脳血管内治療の脳神経外科診療に果たす役割－手術件数

の推移の検討－
　　旭川医科大学脳神経外科／和田　始
３．血行再建
８．Merciを用いた急性期主幹動脈閉塞に対する再開通療法

－IC，M１近位部の再開通の検討－
　　札幌白石脳神経外科病院脳血管内治療センター／
　　恩田敏之
９．Merci retrieverの使用経験
　　北斗病院脳神経外科／山内　滋
10．tPA静注療法無効の内頸動脈閉塞症に対するMerci 

Retrieverによる機械的血栓除去が有効であった一例
　　砂川市立病院脳神経外科／関　隆史
11．脳梗塞に対する急性期血行再建術の治療成績
　　市立釧路総合病院脳神経外科／野村達史
12．脳血管内治療におけるDriver stent使用例の検討
　　森山病院脳神経外科／櫻井寿郎
４．動脈瘤，動静脈瘻
13．CS-dAVFに対するtarget embolization
　　札幌医科大学脳神経外科／宮田　圭
14．海綿静脈洞部大型内頸動脈瘤の治療成績－ステント併用

瘤内塞栓術の初期成績を加えた検討－
　　中村記念病院脳神経外科／荻野達也
特別講演　硬膜動静脈瘻のアップデート
　　富山大学脳神経外科，脳血管内治療科診療教授／
　　桑山直也

第12回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会
会　長：原口浩一（函館新都市病院　脳神経外科）
開催日：2011年10月１日
会　場：札幌医科大学記念ホール

地方会演題一覧 （2011 年に開催された地方会の演題を掲載）

特別講演１　脳動脈瘤を安全確実に治療するための工夫
　　久留米大学脳神経外科／廣畑　優
Dural AVF
１）横・S状静脈洞部DAVFの一例
　　福島赤十字病院脳神経外科／市川　剛，他
２）海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻における脳底静脈叢経由の皮

質静脈逆流
　　秋田大学放射線科／高橋　聡，他
３）当院における海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の治療成績
　　新潟大学脳研究所脳神経外科／神保康志，他
４）神経線維腫症１型に伴う椎骨動脈破裂の１例

　　青森県立中央病院放射線部／場崎　潔，他
虚血性血管障害
５）Merciを前提とした超急性期MRI susceptibility vessel 

sign （SVS）の再評価
　　山形市立病院済生館脳神経外科／長畑守雄，他
６）Merci retrieval systemの初期使用経験
　　山形市立病院済生館脳神経外科／佐藤慎治，他
７）急性期脳梗塞に対する脳血管内治療
　　－Merci retriever導入後の当院での方針・治療成績につ

いて－
　　 国立病院機構仙台医療センター脳卒中センター脳神経外

第23回東北脳神経血管内治療研究会
会　長：高橋　明（東海大学大学院　神経病態制御学分野）
開催日：2011年３月12日
会　場：仙台市青年文化センター　３Fエッグホール
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科／佐々木貴史，他
８）亜急性期のPTAが奏功した内頸動脈閉塞症の１例
　　国立病院機構仙台医療センター脳卒中センター脳神経外

科／高木英誠，他
９）ステント留置術中に起きたshortningの１例
　　青森市民病院脳神経外科／竹村篤人，他
脳動脈瘤
10）コイル塞栓術後に再治療を要した破裂内頸動脈前壁動脈

瘤の１例
　　由利組合総合病院脳神経外科／須田良孝，他
11）破裂急性期Large Aneurysm塞栓術３症例

　　弘前大学脳神経外科／奈良岡征都，他
12）内頚動脈後交通動脈分岐部破裂脳動脈瘤を後交通動脈起

始部ごとコイル閉塞した場合の視床穿通枝梗塞について
　　広南病院血管内脳神経外科／遠藤英徳，他
13）Enterprise VRDとバルーンカテーテル「政宗」を併用

した脳動脈瘤塞栓術
　　国立病院機構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
特別講演２　特殊な動脈瘤に対する血管内治療
　　大阪大学脳神経外科／藤中俊之

虚血急性期，他
B01　Merciリトリーバーの初期治療経験
　　  弘前大学脳神経外科／奈良岡征都，他
B02　 急性期脳梗塞に対するrt-PA and/or MERCIの意義：

当院６ヶ月のデータより
  　　 山形市立病院済生館脳卒中センター神経放射線・血管

内治療科／長畑守雄，他
B03　亜急性期のPTAが奏功した内頸動脈閉塞症の１例
  　　 国立病院機構仙台医療センター脳卒中センター脳神経

外科／高木英誠，他
B04　 破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後ヘパリン起因性血小板減

少症（HIT）により深部静脈血栓症を来したと考えら
れる１例

  　　枡記念病院脳神経外科／遠藤雄司，他

B05　 経過観察中，予期せぬタイミングで破裂をきたした未
破裂前交通動脈瘤の２例

  　　由利組合総合病院脳神経外科／國分康平，他
硬膜動静脈瘻
B06　 当院における海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の治療成績
  　　新潟大学脳研究所脳神経外科／神保康志，他
B07　横・S状静脈洞部DAVFの一例
  　　福島赤十字病院脳神経外科／市川　剛，他
B08　小児pial AVFの１例
  　　 国立病院機構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
B09　 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻における脳底静脈叢経由の

皮質静脈逆流
  　　秋田大学医学部放射線科／高橋　聡，他

第24回東北脳神経血管内治療研究会
会　長：小笠原邦昭（岩手医科大学医学部　脳神経外科）
開催日：2011年９月17日
会　場：エスポワールいわて　３階特別ホール

第８回日本脳神経血管内治療学会関東地方会
会　長：戸根　修（武蔵野赤十字病院　脳神経外科）
開催日：2011年６月４日
会　場：日本赤十字社本社ビル

セッションA　頚動脈疾患・他
A-１　症候性頭蓋外巨大内頸動脈瘤の１例
　　順天堂大学医学部脳神経外科／野中宣秀
A-２　舌下神経麻痺を呈した内頸動脈解離性動脈瘤の１例
　　東海大学八王子病院脳神経外科／長田貴洋
A-３　 出血性ショックを合併した口腔内出血に対し選択的

外頸動脈塞栓術を施行した一例
　　日本医科大学付属病院高度救命救急センター／松本　学

A-４　急性内頚動脈閉塞に対してCASを施行した１例
　　 脳血管研究所美原記念病院脳神経外科／狩野忠滋
A-５　 症候性両側内頚動脈狭窄に対する適切な治療時期に

ついて
　　石心会川崎幸病院脳血管センター／伊藤圭佑
A-６　FilterWire EZTMを用いた頸動脈ステント留置術
　　千葉大学医学部脳神経外科／田島洋佑
A-７　スタンチベルトプラスの使用経験
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　　東京都立墨東病院脳神経外科／花川一郎
セッションB　脳動脈瘤
B-１　血栓化を伴っていると思われた脳底動脈瘤の一例
　　 東京医科大学茨城医療センター脳神経外科／岡田博史
B-２　 もやもや病に合併した破裂解離性脳底動脈本幹部動

脈瘤の一例
　　獨協医科大学脳神経外科／荒川明子
B-３　 仮性動脈瘤に被われた破裂前交通動脈瘤にコイル塞

栓術を行った１例
　　聖マリアンナ医科大学脳神経外科／伊藤英道
B-４　Delta Plushが有用であったA com A Aneurysmの１例
　　東京医科大学脳神経外科／渡辺大介
B-５　 妊娠後期に発症したくも膜下出血に対してコイル塞

栓術を施行した２例
　　土浦協同病院脳神経外科／壽美田一貴
B-６　 妊産婦のくも膜下出血に対して脳血管内治療を行っ

た一例
　　 日本大学医学部脳神経外科学系神経外科学分野／
　　　 須磨　健
B-７　 造影剤関連脳症が疑われた脳動脈瘤コイル塞栓術後

の一例
　　東京大学医学部脳神経外科／西堂　創
セッションC　硬膜動静脈瘻
C-１　治療に難渋した外傷性CCFの１例
　　国際親善病院脳神経外科／仁木　淳
C-２　 瘤内塞栓術にED coil ∞（アンフィニ）が有用であっ

たdirect CCFの１例
　　 日本大学医学部脳神経外科学系神経外科学分野／
　　高田能行
C-３　 内頸動脈遮断術で瘻孔閉鎖した外傷性内頸動脈－海

綿静脈洞瘻の１例
　　千葉県救急医療センター脳神経外科／山内利宏
C-４　 横静脈洞硬膜動静脈瘻に対するAlpha spiralTMの使用

経験
　　千葉大学医学部脳神経外科／松浦威一郎
C-５　 静脈洞血栓症に関係すると考えられる硬膜動静脈瘻

と脳動静脈瘻を合併した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-６　硬膜動静脈瘻治療における３D-RA画像の有用性
　　亀田総合病院脳神経外科／田中美千裕
C-７　頻呼吸にて発症した新生児脳動静脈瘻
　　東邦大学医療センター大橋病院放射線科／飯塚有応
特別講演　新しいデバイス，新しい治療にどう向き合うか？
　　和歌山労災病院脳神経外科／寺田友昭
シンポジウム１　MERCI RETRIEVAL SYSTEM
M-１　 M２閉塞に対するMerci retrieverによる血栓回収術

後，無症候性くも膜下出血を生じた１例
　　虎の門病院脳神経血管内治療科／早川幹人
M-２　Merci retrieval systemの使用経験
　　土浦協同病院脳神経外科／芳村雅隆

M-３　 急性期脳塞栓症の治療　当院でのMerci Retriever使
用３症例

　　東京警察病院脳卒中センター・脳血管内治療部／
　　阿部　肇
M-４　Merci retrieval deviceの初期使用経験
　　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

／粕谷泰道
M-５　 MERCI使用後，アテローム血栓性脳梗塞と診断され

た１例
　　国立病院機構災害医療センター脳神経外科／清川樹里
M-６　 Merci Retrieval Systemを用いた急性期血行再建術の

初期経験
　　聖マリアンナ医科大学東横病院脳卒中センター／
　　植田敏浩
M-７　 急 性 内 頸 動 脈 閉 塞 を 救 うtime windowは？Merci 

Retrieverで血行再建を試みた４例の検討
　　虎の門病院脳神経血管内治療科／神谷雄己
M-８　 救命救急センターにおける急性期重症脳梗塞に対す

る脳血管内治療
　　日本医科大学付属病院高度救命救急センター／松本　学
シンポジウム２　ENTERPRISE VRD
V-１　 ENTERPRISE VRDが有効であった内頚動脈前壁動

脈瘤の１例
　　相模原協同病院脳神経外科／梅沢武彦
V-２　 巨大脳動脈瘤に対するEnterprize併用コイル塞栓術

翌日に左空間無視が出現した１例
　　湘南鎌倉総合病院脳卒中センター脳卒中診療科／
　　田尻宏之
V-３　エンタープライズVRDが有用であった適応外の二症例
　　東京医科歯科大学血管内治療科／吉野義一
V-４　Enterprise VRDのPitfall
　　東京慈恵会医科大学脳神経外科脳血管内治療部／
　　梶原一輝
V-５　 動脈瘤塞栓支援ステントを使用した脳動脈瘤塞栓術

の初期使用経験
　　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
V-６　VRD併用コイル塞栓術中にICAが閉塞した１例
　　老年病研究所附属病院脳神経外科／宮本直子
V-７　 Terminal type aneurysmに対するEnterprise VRD併

用コイル塞栓術
　　虎の門病院脳神経血管内治療科／鶴田和太郎
V-８　 当院におけるEnterpriseを用いた脳動脈瘤コイル塞栓

術の初期成績
　　獨協医科大学越谷病院脳神経外科／木幡一磨
V-９　 Vascular reconstruction device：Codman Enterprise

の使用経験
　　順天堂大学医学部脳神経外科／大石英則
シンポジウム３　ONYX
O-１　 NBCAとOnyx脳動静脈奇形摘出術からみた両者の比

較
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　　筑波大学附属病院脳神経外科／中居康展
O-２　 Monorail snare techniqueにてmicrocatheterを回収し

た脳動静脈奇形Onyx塞栓術の１例
　　武蔵野赤十字病院脳神経外科／佐藤洋平
O-３　Onyxを用いたAVMに対する塞栓術の初期成績
　　獨協医科大学越谷病院脳神経外科／内田貴範
O-４　Onyxを用いたAVM塞栓術のtipsとpitfall
　　東京慈恵会医科大学脳神経外科脳血管内治療部／
　　小林紀方

O-５　 Onyxを用いた脳動静脈奇形に対する塞栓術塞栓血管
の選択とカテーテル抜去について

　　埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科／
　　石原正一郎
O-６　 医療機器承認審査の現状と今後：より有効でより安

全なデバイスをより早く現場へ
　　独立行政法人医薬品医療機器総合機構医療機器審査第一

部／神山信也

セッション１　虚血性疾患
演題１　MERCIの初期使用経験
　　岡崎市民病院脳神経外科／錦古里武志，他
演題２　 当院におけるMERCIを使用した急性主幹動脈閉塞

の治療成績
　　袋井市民病院脳神経外科／打田　淳，他
演題３　 頸部内頸動脈狭窄からのA to A embolismによる急

性脳主幹動脈閉塞の３症例
　　岐阜大学脳神経外科／榎本由貴子，他
セッション２　脳動脈瘤
演題４　傍鞍部腫瘍に合併した内頚動脈瘤の２例
　　福井大学脳脊髄神経外科／新井良和，他
演題５　破裂大型中大脳動脈瘤塞栓術の一例
　　公立陶生病院脳神経外科／細島　理，他
演題６　 クモ膜下出血で発症し，左鎖骨下動脈盗血症候群を

合併した両側椎骨動脈瘤の一例
　　富山県済生会富山病院脳卒中センター脳神経外科／
　　富田隆浩，他
演題７　 マイクロカテーテル挿入に難渋したPCA aneurysm

の１例
　　岐阜大学脳神経外科／吉村紳一，他
セッション３　動脈瘤（VRD，stent）
演題８　Enterprise®の初期経験
　　名古屋市立大学脳神経外科／西川祐介，他
演題９　 脳動脈瘤に対するEnterprise® VRD併用血管内治療

の初期成績

　　富山大学脳神経外科／秋岡直樹，他
演題10　 ステント，片側椎骨動脈閉塞を用いてコイル塞栓を

行った脳底動脈先端部巨大血栓化動脈瘤
　　藤田保健衛生大学脳神経外科／早川基治，他
演題11　 Covered stentにて治療した頚部頚動脈感染性動脈

瘤の一例
　　富山大学脳神経外科／高　正圭，他
セッション４　合併症その他
演題12　ステント内血栓の１例
　　高山赤十字病院脳神経外科／林　克彦，他
演題13　 破裂脳動脈瘤塞栓術後，急性期に脾動脈瘤破裂をき

たした１例
　　朝日大学附属村上記念病院脳神経外科／石澤錠二，他
演題14　 全身麻酔下コイル塞栓術中に広範な脳梗塞を呈した

破裂内頚動脈瘤の一例
　　鈴鹿回生病院脳神経外科／濱田和秀，他
セッション５　miscellaneous
演題15　VA shunt不全の１例
　　碧南市民病院脳神経外科／松原功明，他
演題16　 藤田保健衛生大学における脳血管内治療スキルスラ

ボの構築
　　藤田保健衛生大学脳神経外科／入江恵子，他
演題17　 脳血管内治療におけるVerify Now®を用いた抗血小

板剤不応性の検討
　　名古屋大学脳神経外科／原口健一，他

第35回中部地区脳神経血管内手術懇話会
会　長：宮地　茂（名古屋大学大学院医学系研究科　脳神経外科）
開催日：2011年４月２日
会　場：名古屋大学大学院医学系研究科医学系研究棟１号館B１F会議室
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セッション１　動脈瘤（１）
演題１　 橋梗塞を来した未破裂椎骨動脈解離性動脈瘤塞栓術

の１例
　　名古屋第一赤十字病院脳卒中科・脳神経外科／岡本　剛
演題２　網膜虚血合併症を呈した内頚動脈瘤の１例
　　高山赤十字病院脳神経外科／林　克彦，他
演題３　脳出血を伴った破裂前交通動脈瘤の１例
　　一宮西病院脳神経外科／宮嵜章宏，他
演題４　 内頚動脈海綿状静脈洞瘻を来した内頚動脈海綿状静

脈洞部動脈瘤の１例
　　長野市民病院脳神経外科／大屋房一
セッション２　CAS
演題５　 外頚動脈バルーン閉塞試験後にステント留置術を

行った頸部頚動脈狭窄症の１例
　　富山県済生会富山病院脳卒中センター脳神経外科／
　　岡本宗司，他
演題６　 コレステロール結晶塞栓症を合併した頚動脈ステン

ト留置術の１例
　　金沢大学医学部脳神経外科／見崎孝一，他
演題７　CAS術中トラブルの１例
　　富山大学医学部脳神経外科／秋岡直樹，他
演題８　 頚動脈高度狭窄病変に対して急性期PTA/CASを行

い結果が不良であった２症例
　　一宮西病院脳神経外科／芝本和則，他
セッション３　動脈瘤（２）
演題９　Stent & Coilingを行った破裂IC-paraclinoid瘤－体

で学んだStent & Coilingのpitfall－
　　JA愛知厚生連海南病院脳神経外科脳卒中センター／
　　小林　望
演題10　 脳動脈瘤治療におけるエンタープライズVRDの使

用経験
　　市立四日市病院脳神経外科／中林規容
演題11　 破裂巨大脳動脈瘤-ステントなしでどう対処するか
　　公立陶生病院脳神経外科／細島　理，他
演題12　 ステント留置による脳動脈瘤内の血行力学的変化－

実験的，臨床的検討－

　　藤田保健衛生大学脳神経外科／入江恵子，他
セッション４　急性期虚血・頭蓋内PTA
演題13　 治療後に血管解離を起こした脳梗塞発症中大脳動脈

狭窄に２例
　　袋井市民病院脳神経外科／打田　淳，他
演題14　頭蓋底IC stenosisに対するPTA+Stentの工夫
　　名古屋市立大学医学部脳神経外科／西川祐介，他
演題15　 Merci retrieverを用いた再開通療法の２ヶ月後に内

頚動脈閉塞を来した１例
　　岐阜大学医学部脳神経外科／榎本由貴子，他
演題16　急性頚部頚動脈閉塞症に対する血管内治療
　　碧南市民病院脳神経外科／松原功明，他
セッション５　AVF
演題17　治療に難渋した脊髄硬膜動静脈瘻の１例
　　富山大学医学部脳神経外科／谷　真理子，他
演題18　Spinal epidural AVFの１例
　　名古屋第二赤十字病院脳神経外科／小島隆生，他
演題19　両側外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻の１例
　　朝日大学附属村上記念病院脳神経外科／加納清充，他
演題20　Suboccipital cavernous sinus AVFの１例
　　浜松医科大学医学部脳神経外科／平松久弥，他
セッション６　画像診断・その他
演題21　治療に難渋しているGrade５ AVMの一例
　　名古屋大学医学部脳神経外科／浅井琢美
演題22　 arterial spin labeling法を用いた，くも膜下出血後，

脳血管攣縮の予後予測とエリル動注，PTAでの治
療前後の脳血流評価

　　一宮西病院脳神経外科／青山国広
演題23　 MRによるInflowを用いない動脈評価－Merci retriever

の使用にあたって
　　碑文谷病院脳神経外科／深作和明，他
演題24　 目標コイル体積法にもとづき18コイルで計画的フレ

イミングを行ったラージ脳動脈瘤３例
　　安城更生病院脳神経外科／高橋郁夫
演題25　肋間動脈瘤破裂の１例
　　相澤病院脳神経外科／佐藤大輔，他

第36回中部地区脳神経血管内手術懇話会
会　長：長島　久（信州大学　脳血内治療センター）
開催日：2011年８月20日
会　場：ホテルブエナビスタ　３Fグランデ
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■９月２日
血行再建
A-01　 心原性脳塞栓症に対してMerci Retrieval Systemを用

いて治療した２例
　　近畿大学医学部脳神経外科／村上沙織，他
A-02　 急性期内頚動脈閉塞に対する脳血管内治療によるrt-

PA salvage therapy
　　城山病院脳卒中センター脳血管内治療科／三宅浩介，他
A-03　当院におけるMERCI retrieveの治療成績
　　袋井市民病院脳神経外科／打田　淳，他
A-04　 頭蓋内内頚動脈狭窄症に対し腎動脈用ステントを用

いて治療した１例
　　和歌山労災病院脳神経外科／新谷亜紀，他
A-05　 頸動脈ステント留置後早期のplaque protrusionが問題

となった症例の検討
　　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-06　 頸動脈ステント留置術後に発症したコレステロール

塞栓症の１例
　　和歌山県立医科大学脳神経外科／梅嵜有砂，他
解剖
A-07　眼動脈の発生－PadgetとLasjauniasの相違－
　　大阪市立総合医療センター脳神経外科／石黒友也，他
A-08　 脊髄髄外静脈構築に関する考察－稀な硬膜動静脈瘻

の経験から－
　　大阪市立大学大学院／三橋　豊，他
A-09　出血発症したspinal epidural AVFの１例
　　奈良県立医科大学脳神経外科／木次将史，他
教育講演　海綿静脈洞に関連する静脈解剖と硬膜動静脈瘻
　　大分大学医学部放射線科／清末一路
AVM，腫瘍など
A-10　 脳動静脈奇形の流入動脈部破裂動脈瘤に対して

NBCAで治療を行った１例
　　国立循環器病研究センター脳神経外科／福田健治，他
A-11　 MEPモニタリング下の超選択的provocative testを併

用したAVM塞栓術の一例
　　国立循環器病研究センター脳神経外科／磯崎　誠，他
A-12　塞栓術が奏功したJuvenile Angiofibromaの一例
　　和歌山労災病院脳神経外科／吉村　良，他
A-13　 くも膜下出血をきたしたHallermann-Streiff症候群の

１症例
　　京都府立医科大学大学院脳神経機能再生外科学／
　　谷山市太，他

ランチョンセミナー　抗血小板薬のリスク＆ベネフィット
　　三重大学大学院医学系研究科臨床創薬研究学教授／
　　西川政勝
コメディカルシンポジウム　臨床に役立つ放射線業務のあり

　　方－技師認定制度，最先端で活躍できる技術まで－
CM-01　最新デバイスの画像評価
　　先端医療センター放射線技術科／栗山　巧，他
CM-02　３D画像の有用性と撮影テクニック
　　近畿大学医学部附属病院中央放射線部／上田　傑，他
CM-03　３Dロードマップ機能の性能評価
　　大阪警察病院放射線技術科／中塚輝夫，他
CM-04　CASにおける治療支援
　　和歌山県立医科大学附属病院中央放射線部／
　　細川聖記，他
シンポジウム　CASにおけるディバイスの使い分け
S-01　Preciseを用いた頸動脈ステント留置術
　　城山病院脳神経センター脳血管内治療科／村尾健一
S-02　Wallstent使用上の問題点
　　福岡大学筑紫病院脳神経外科／風川　清，他
S-03　頚動脈ステント留置術～ステントの使い分け～
　　和歌山県立医科大学脳神経外科／増尾　修，他
硬膜動静脈瘻
A-14　 TAEに加えてTVEで根治を得たテント部硬膜動静脈

瘻の１例
　　大阪大学医学部脳神経外科／梶川隆一郎，他
A-15　 Borden type３の硬膜動静脈瘻に対するNBCAを用い

た経動脈的塞栓術
　　国立循環器病研究センター脳神経外科／佐藤　徹，他
A-16　 皮質静脈とSSSに流出路を有するisolated typeのTS-S 

dural AVFの一例
　　橋本市民病院脳神経外科／松田芳和，他
A-17　 血管内手術で治療を行った脊髄硬膜動静脈瘻の２症

例
　　京都第二赤十字病院脳神経外科／小坂恭彦，他
脳動脈瘤１

A-18　 Enterprise VRDを併用した脳動脈瘤塞栓術の治療成
績

　　市立四日市病院脳神経外科脳神経血管内治療科／
　　中林規容
A-19　 Wide-neck瘤に対するEnterprise VRDを用いたコイ

ル塞栓術の初期成績
　　京都大学医学部脳神経外科／竹本光一郎，他
A-20　 Enterpriseを用いた脳動脈瘤コイル塞栓術　術後10カ

月でステント血栓症をきたした１例

第12回近畿脳神経血管内治療学会
会　長：大畑建治（大阪市立大学　脳神経外科）
開催日：2011年９月２日，３日
会　場：千里ライフサイエンスセンター
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　　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-21　ENTERPRISE VRDの初期治療成績と抗血小板療法
　　三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学／
　　梅田靖之，他
A-22　 Cone beam CTによるEnterpriseの特性評価－動脈瘤

モデルでの基礎検討－
　　京都大学脳神経外科／宗光俊博，他
脳動脈瘤２

A-23　 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後CTにおける高吸収域
出現の検討

　　国立循環器病研究センター／松重俊憲，他
A-24　80歳以上の高齢者における破裂脳動脈瘤の治療成績
　　和歌山労災病院脳神経外科／藤本剛士，他
A-25　血管内塞栓術で治療を行った細菌性脳動脈瘤の２例
　　神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科／
　　池田宏之，他
A-26　 脳底動脈狭窄を伴ったdenovo脳底動脈先端部動脈瘤

の１例～流体力学からの成因の検討～
　　日本赤十字社和歌山医療センター脳神経外科／
　　中井康雄，他
■９月３日
合同セッション　虚血性脳血管障害
A-01　 脳梗塞で発症した卵巣癌に伴うTrousseau症候群の１

例
　　赤穂市民病院脳神経外科／野島邦治，他
A-02　 心 房 中 隔 瘤 が 塞 栓 源 で あ っ たTop of the basilar 

syndromeの一例
　　大阪府三島救命救急センター／宮田とも，他
A-03　著明な頸椎症により両側椎骨動脈閉塞を来した１例
　　神鋼病院脳神経外科／平井　収，他
A-04　Limb shakingで発症した内頸動脈狭窄症の１手術例
　　東住吉森本病院脳神経外科／礒野直史，他
A-05　 脳幹虚血が進行しSTA-SCA吻合手術を施行した１

例
　　大阪警察病院脳神経外科／中野　了，他
合同セッション　脳動脈瘤①
A-06　 滑車神経麻痺で発症した上小脳動脈遠位部の血栓化

動脈瘤の１例
　　新須磨病院脳神経外科／河合恵美子，他
A-07　未破裂中大脳動脈瘤の一手術例
　　垣谷会明治橋病院脳神経外科／乾　多久夫，他
A-08　 術後脳内出血を合併した未破裂内頚動脈瘤の一例－

dangerous diploic venous system－
　　ベルランド総合病院脳神経外科／乾　登史孝，他
A-09　 未破裂脳動脈瘤クリッピング術後に慢性硬膜下血腫

を認めた23例の検討
　　大西脳神経外科病院脳神経外科／福留賢二，他
合同セッション　血管内治療
A-10　 内科治療抵抗性を有する脳主幹動脈病変に対し施行

したステント留置術の２例

　　市立堺病院脳神経外科／石田城丸，他
A-11　 内頚動脈ステント留置術後に視機能改善を来たした

症例
　　国保日高総合病院脳神経外科／石井政道，他
A-12　 横静脈洞硬膜動静脈瘻の経静脈塞栓後に上矢状静脈

洞近傍の皮質静脈逆流を認めた一例
　　（財）田附興風会北野病院脳神経外科／樋口直司，他
A-13　 経過中に解離をきたしCCFとなった内頸動脈狭窄の

１例
　　市立岸和田市民病院脳神経外科／岩室康司，他
A-14　 特発性頸部内頸動脈解離に対して急性期にステント

留置術を施行した１例
　　和歌山県立医科大学脳神経外科／河邉理恵，他
A-15　 椎骨動脈解離性動脈瘤および後下小脳動脈瘤を認め

診断に苦慮したくも膜下出血の一例
　　西宮協立脳神経外科病院脳神経外科／山田佳孝，他
合同セッション　合同シンポジウム　 頸動脈狭窄症に対する

治療
内科治療の立場から
　　国立循環器病研究センター脳血管内科／豊田一則
外科治療の立場から
　外科治療の立場から
　　国立循環器病研究センター脳神経外科／中嶌教夫，他
　ハイリスク症例に対する頚動脈内膜剥離術
　　八尾徳洲会総合病院脳神経外科／一ノ瀬努，他
血管内治療の立場から
　 フィルターを用いた頚動脈ステント留置術（CAS）：不安

定プラークはCASのハイリスクか？
　　社会医療法人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
ランチョンセミナー　エキスパートからのメッセージ
１．脳動脈瘤の手術
　　亀田総合病院脳神経外科部長／波出石　弘
２．脊椎－脊髄外科
　　藤枝平成記念病院脊髄脊椎疾患治療センター長／
　　花北順哉
特別講演　ニューロサイエンスと外科融合による頭蓋内疾患

へのアプローチ
　　旭川医科大学医学部脳神経外科学講座教授／鎌田恭輔
日本脳神経外科学会　COIガイドライン
　　京都大学／宮本　亨
合同セッション　脳動脈瘤②
A-16　 ハイブリッド手術室にて超選択的ICG video angiography

を併用して治療を行ったdistal MCA aneurysmの２例
　　国立循環器病研究センター脳神経外科／中江卓郎，他
A-17　 破裂急性期にhigh flow bypass術を行った内頚動脈前

壁動脈瘤の治療経験
　　赤穂中央病院脳神経外科／坪井俊之，他
A-18　 脳内血腫を伴った前交通動脈瘤に対する手術治療：

transhematoma approach
　　京都第一赤十字病院脳神経外科／梅澤邦彦，他
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A-19　 経頭蓋MEPを用いてトラッピングを行った椎骨動脈
血栓化動脈瘤の一例

　　医療法人穂翔会村田病院脳神経外科／中村一仁，他
A-20　 経頭蓋MEPを用いたクリッピングが穿通枝温存に有

用であったコイル塞栓後の内頚動脈分岐部動脈瘤の
一例

　　医療法人穂翔会村田病院脳神経外科／北林麻由美，他
合同セッション　脳動脈瘤③
A-21　 妊娠初期に発症し，妊娠を継続し得た破裂脳動脈瘤

の１例
　　近畿大学脳神経外科／田崎貴之，他
A-22　 急性硬膜下血腫による脳ヘルニアで発症した破裂性

内頚脳動脈瘤の１例
　　兵庫県立西宮病院脳神経外科／千田賢作，他
A-23　症候性脳血管攣縮で診断されたクモ膜下出血の一例
　　大阪医科大学脳神経外科／東保太一郎，他
A-24　出血発症した後下小脳動脈解離性動脈瘤の一例
　　大阪警察病院脳神経外科／宮前誠亮，他
A-25　 右大動脈弓とkommerell憩室を伴う異所性左鎖骨下動

脈に多発性脳動脈瘤を合併していた一例
　　医療法人財団康生会武田病院／齋藤多恵子，他
合同セッション　血管腫，脳内血腫
A-26　 脳幹部橋海綿状血管腫に対する経錐体到達法の有用

性

　　大阪市立大学脳神経外科／中条公輔，他
A-27　延髄外側海綿状血管腫の一例
　　済生会滋賀県病院脳神経外科／松井宏樹，他
A-28　脳内出血に対する顕微鏡下小開頭血腫除去術
　　八尾徳洲会総合病院脳神経外科／内藤堅太郎，他
A-29　第11因子欠損の脳出血手術例
　　公立南丹病院脳神経外科／後藤幸大，他
合同セッション　AVM
A-30　上矢状静脈洞部Aggressive dural AVFの１手術例
　　清恵会病院脳神経外科／朴　憲秀，他
A-31　 ICG蛍光血管撮影画像解析ソフトを用いたAVM摘出

術の経験
　　富永病院脳神経外科／宮崎晃一，他
A-32　 開頭血腫除去術後の残存血腫に対して内視鏡下血腫

除去術が有効であった出血発症AVMの１例
　　兵庫県立加古川医療センター脳神経外科／
　　阿久津宣行，他
A-33　 くも膜下出血で発症した後下小脳動脈末梢部破裂動

脈瘤に小脳動静脈奇形を合併した一例
　　淀川キリスト教病院脳神経外科／森川雅史，他
A-34　 脳動静脈奇形のガンマナイフ治療後に症候性嚢胞形

成を生じた５例
　　新須磨病院脳神経外科／近藤　威，他

動脈瘤Ⅰ
01　はじめて術者として経験した，コイル迷入を来たした未

破裂脳動脈瘤の一例
　　翠清会梶川病院／須山嘉雄，他
02　 左VA-PICA動脈瘤に対して右椎骨動脈を介してBalloon 

remodeling techniqueを用いて脳動脈瘤内塞栓術を施行
した１症例

　　松江市立病院脳神経外科／瀧川晴夫，他
03　破裂内頚動脈前壁動脈瘤に遺残原始三叉神経動脈を合併

した症例に対し血管内治療を行った１例
　　財団法人倉敷中央病院脳神経外科／小柳正臣，他
04　脳底動脈fenestrationを伴った椎骨脳底動脈合流部動脈

瘤の検討
　　岡山大学大学院脳神経外科／伊丹尚多，他
動脈瘤Ⅱ
05　この10年間に経験した巨大脳動脈瘤症例の検討
　　大田市立病院脳神経外科／福田　稔，他
06　頚部内頚動脈巨大動脈瘤の一治療例

　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経外科／
　　原　健司，他
07　 頚部内頸動脈狭窄を有する頚部内頚動脈瘤に対し，ステ

ント留置及びコイル塞栓術を行った一例
　　マツダ病院脳神経外科／尾上　亮，他
08　虚血発症した特発性内頚動脈解離に対しステント留置術

を施行した１例
　　徳島赤十字病院血管内治療科／辻　真一郎，他
頸動脈狭窄，その他
09　 ガドリニウム造影剤を用い施行した頚動脈ステント留置

術の１例
　　県立広島病院脳神経外科／溝上達也，他
10　 頸動脈ステント留置術後，遅発性過潅流症候群をきたし

た一例
　　島根大学医学部脳神経外科／神原瑞樹，他
11　慢性偽閉塞症例に対して再開通療法を行った１例
　　鳥取大学脳神経外科／宇野哲史，他
12　 鎖骨下動脈狭窄症に対するステント留置術にIVUSが有

第20回中国四国脳神経血管内手術研究会
会　長：秋山恭彦（島根大学医学部　脳神経外科）
開催日：2011年９月３日
会　場：松江テルサ
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セッション1-1
演題１　 顔面静脈－上眼静脈アプローチにて経静脈的塞栓術

を行った海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例
　　福岡大学医学部脳神経外科／松本順太郎，他
演題２　 mastoid emissary veinよりアプローチしたisolated 

transverse-sigmoid sinus dural AVFの一例
　　大分大学医学部放射線医学講座／柏木淳之，他
演題３　鎖骨下動脈盗血症候群の２症例
　　長崎大学病院脳神経外科／竹下朝規，他
演題４　Mobile plaqueを伴った症候性腕頭動脈狭窄症の一例
　　福岡大学脳神経外科／大川将和，他
演題５　治療困難な破裂頭蓋内椎骨動脈解離の２例
　　浦添総合病院脳神経外科／原国　毅，他
演題６　血管内治療を行った脊髄血管奇形の３例
　　社会保険小倉記念病院脳神経外科脳卒中センター／
　　石橋良太，他
セッション1-2
演題７　 遺伝性出血性毛細血管拡張症（hereditary hemorrhagic 

telangiectasia：HHT）にて鼻出血を繰り返すため，
コイル塞栓術を行った一例

　　宇部興産（株）中央病院脳神経外科／阿美古将，他
演題８　 脳血管撮影装置の突然のシャットダウンのため治療

に難渋した２例
　　永冨脳神経外科病院放射線科／堀　雄三，他
演題９　 rt-PA静注療法が禁忌でありMerci retrieval system

を用いた急性期血行再建を行った中大脳動脈塞栓症
の１例

　　小倉記念病院脳卒中センター神経内科／中垣英明，他
演題10　Merci Retrieverにて血栓回収を試みた２症例
　　済生会長崎病院脳神経外科／北川直毅，他
演題11　アメリカで見た血管内治療－脳動脈瘤編－
　　都城市郡医師会病院脳神経外科／大田　元
セッション２

教育講演１　専門医試験をふりかえって
　　福岡新水巻病院脳神経外科／盛岡　潤
教育講演２　専門医試験（口頭試験）への準備
　　福岡大学筑紫病院脳神経外科／新居浩平
教育講演３　口頭・実技試験を中心に
　　久留米大学医学部脳神経外科／竹内靖治
教育講演４　 専門医を志す先生方へ（新米専門医からのメッ

セージ）
　　潤和会記念病院脳神経外科／是枝麻子
教育講演５　専門医を志す先生方へ
　　熊本大学医学部脳神経外科／大森雄樹
セッション３

特別講演　 脳血管内治療における薬物療法－基礎から最新の
知見まで－

　　信州大学医学部附属病院脳血管内治療センター／
　　長島　久

用であった１例
　　愛媛大学大学院医学系研究科脳神経病態外科学／
　　井上明宏，他
特別講演Ⅰ　硬膜動静脈瘻に対する経静脈塞栓術
　　大分大学医学部放射線医学講座准教授／清末一路
dAVF及びCCF
13　 脈孔神経鞘腫の手術後９年で小脳出血にて発症した上錐

体静脈洞部AVFの１例
　　愛媛県立中央病院脳神経外科／田中英夫，他
14　 コイル流出阻止にHydrocoilが有効であった硬膜動静瘻

の１例
　　徳島赤十字病院血管内治療科／花岡真実，他
15　 急激に中枢神経症状を呈したisolated transverse-sigmoid 

sinus dural AVFの２例
　　徳島大学病院脳神経外科／山本伸昭，他

16　CCFの３徴を呈した外傷性中硬膜動静脈瘻の一例
　　香川労災病院脳神経外科／平松匡文，他
17　Direct CCFの一例
　　山口大学脳神経外科／石原秀行，他
新しいデバイス，その他
18　 当院でのクモ膜下出血後の症候性脳血管攣縮に対する脳

血管内治療の検討
　　香川大学医学部脳神経外科／矢野達也，他
19　岡山大学におけるENTERPRISE stentの使用成績
　　岡山大学大学院脳神経外科／菱川朋人，他
20　 Onyxによる術前塞栓術が有効であった脳梁膨大部AVM

の１例
　　川崎医科大学脳神経外科／戸井宏行，他
21　当院におけるMERCIリトリーバーの初期使用経験
　　川崎医科大学脳卒中医学／渡邉雅男，他

第13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：2011年２月12日
会　場：福岡国際会議場
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セッション1-1
演題１　BA-SCAANの塞栓術
　　独立行政法人那覇市立病院脳神経外科／百　次仁，他
演題２　 大型脳底動脈瘤コイル塞栓術後再開通に対して

Hydrocoilが有用であった一例
　　福岡大学医学部脳神経外科／原科純一，他
演題３　 Enterprise VRDを用いた脳動脈瘤コイル塞栓術の

初期治療経験
　　永冨脳神経外科病院放射線科／堀　雄三，他
演題４　 ステント併用コイル塞栓術により治療した右後大脳

動脈紡錘状動脈瘤の一例
　　社会保険小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科・神経

内科／橋本哲也，他
演題５　Stent assist coil embolizationにて治療後，遅発性に

再出血を来したlarge VA-PICA aneurysmの一症例
　　久留米大学脳神経外科／竹内靖治，他
セッション1-2
演題６　 再々治療を要した脳底動脈先端部破裂動脈瘤の１症

例
　　長崎大学病院脳神経外科／竹下朝規，他
演題７　未破裂脳動脈瘤塞栓術後に瘤増大を認めた一例
　　熊本大学医学部脳神経外科／甲斐　豊，他
演題８　未破裂脳動脈瘤塞栓術後に特異な経過を示した一例
　　済生会長崎病院脳神経外科／北川直毅，他
演題９　 同側に舌下神経動脈を伴う内頚動脈狭窄症に対する

CASの２例
　　福岡輝栄会病院脳神経外科／新居浩平，他
演題10　 外頸動脈－椎骨動脈血管吻合を有する頸動脈狭窄症

に対しステント留置術を施行した一例
　　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
演題11　 脳静脈洞血栓症に対しステントを用いた慢性期血行

再建術を施行した一例
　　社会保険小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科／
　　三本木良紀，他
セッション1-3
演題12　Merci retrieval 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13　 NBCAによる塞栓術後，脳動静脈奇形の摘出を行っ

た症例の検討
　　天神会新古賀病院脳神経外科脳血管内外科／
　　井戸啓介，他
演題14　 Selective transvenous embolization of Type１or type２ 

TSSdAVFs
　　大分大学医学部放射線科／清末一路，他
演題15　 致死的な脳出血で発症したCranial vault dAVFの一

例
　　福岡大学医学部脳神経外科／大川将和，他
演題16　 異型性髄膜腫の再発に伴い病型が進行し，一期的複

合手術を施行したSSS DAVFの一例
　　佐世保総合病院脳神経外科／鳥羽　保，他
セッション２

特別講演　血管内治療医の選択－surgeryかendovascularか－
　　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科血管内治療学

分野／根本　繁

第14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：2011年10月８日
会　場：鹿児島大学医学部鶴陵会館


