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１．動脈瘤
１． 破裂動脈瘤コイル塞栓におけるextravasationへの対応  

札幌医科大学救急医学講座／宮田　圭
２．脳動脈瘤のコイル塞栓術中にコイルが離脱不能となった

１例  
苫小牧日翔病院脳神経外科／菊地　統

３．脳血管攣縮に対してM2のPTAが有効であった１例  
森山病院脳神経外科／櫻井寿郎

４．４mm未満の小型破裂動脈瘤に対するコイル塞栓術  
札幌白石脳神経外科病院／恩田敏之

５．ステント併用動脈瘤塞栓術の初期～中期成績  
函館新都市病院／原口浩一

２．急性虚血
６． 脳梗塞に対する急性期血行再建術─当院でのMerciリト

リーバー，Penumbraシステムの使用成績  
市立釧路総合病院脳神経外科／野村達史

７． 急 性 脳 主 幹 動 脈 閉 塞 症 に 対 す るMerci retriever，
Penumbra systemの治療経験  
札幌医科大学脳神経外科／杉野寿哉

８． Merci Retrieval SystemとPenumbra Systemの初期経験  
函館脳神経外科病院／久保田司

９． Penumbraシステムの使用経験と初期成績  
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

10． 当院でのMerci，Penumbraの現状  
北斗病院脳神経外科／山内　滋

３．腫瘍塞栓
11． 液体塞栓術を主に用いた，脳腫瘍術前塞栓術の工夫  

旭川医科大学脳神経外科／和田　始
12． 脳腫瘍術前塞栓術の有用性とASLによる術後評価  

札幌医科大学脳神経外科／本間敏美
４．血管病変
13． 出血発症したCerebral proliferative angiopathyの１例  

中村記念病院脳神経外科/脳血管内治療センター／  
春原　匡

14． 硬膜動静脈瘻に対する経静脈的塞栓術におけるトリプル
コアキシャルシステムの有用性  
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

15． 全身血管脆弱性に伴うと考えられる特発性動静脈瘻及び
解離性動脈瘤の臨床診断  
国立病院機構北海道医療センター脳神経外科／内田和希

16． 神経症状が変動する内頸動脈解離に対しステント留置術
を施行した１例  
北斗病院脳血管内治療センター/脳神経内科／金藤公人

17． 中大脳動脈M1低形成：３例報告  
中村記念病院脳神経外科/脳血管内治療センター／  
片岡丈人

５．特別講演
　　 小児の脳血管内治療  

大阪市立総合医療センター脳神経センター／小宮山雅樹

第13回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会
会　長：西尾明正（北斗病院　脳神経外科）
開催日：2012年９月29日
会　場：札幌市教育文化会館３階研修室301

地方会演題一覧（2012 年に開催された地方会の演題を掲載）

医用工学，外傷，その他
１） Kinectを使ったリモートコントロール─脳血管内治療へ

の応用について─  
東北大学大学院医工学研究科医工学専攻／武石直樹，他

２） Carotid Blowout Syndromeの１例  
弘前大学脳神経外科／嶋村則人，他

３） 重症肺塞栓症に血管内治療が奏効した一例  

山形市立病院済生館脳卒中センター／山木　哲，他
AVM，AVF
４） 傍脊髄静脈への還流を伴ったspinal epidural AVFの２例 

秋田大学放射線科／高橋　聡，他
５） 前頭蓋窩硬膜動静脈瘻の１例  

桑名病院脳神経外科／本間順平，他
６） Onyx embolizationを施行した頭皮AVMの１例  

第25回東北脳神経血管内治療研究会
会　長：高橋　明
開催日：2012年３月10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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動脈瘤
28　 Hybrid手術で治療した破裂内頚動脈前壁動脈瘤の１例  

新潟市民病院脳神経外科／神保康志，他
29　 True posterior communicating artery aneurysmに対して

頭蓋内ステントを用いて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／三﨑俊斉，他

30　 Enterprise VRDの留置のタイミングを工夫した２症例  
仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科／  
堅田有宇，他

31　当院におけるMatrix2TMを使用したコイル塞栓術の治療
成績  
由利組合総合病院脳神経外科／國分康平，他

32　 コイル治療後脳動脈瘤の経過観察は3T-MRAで十分
か？  
山形市立病院済生館脳卒中センター／長畑守雄，他

33　 コイル塞栓術を施行したくも膜下出血に対する脳槽灌流
療法  

枡記念病院脳神経外科／佐藤直樹
その他の血管病変
34　 度重なる鼻出血に対して塞栓術を要した１例  

弘前大学医学部脳神経外科／奈良岡征都，他
35　 外傷VVFの一例  

仙台医療センター脳卒中センター脳神経外科／  
伊藤　明，他

36　 対側内頚動脈病変と脳底動脈閉塞を伴う頸部頸動脈狭窄
症に対し，ステント留置術を行った一例  
山形県立中央病院脳神経外科／瀬尾恭一，他

37　 頚部頸動脈分岐部のrotation？  
新潟大学脳研究所脳神経外科／長谷川　仁

38　 脊髄梗塞とくも膜下出血を来した多発性脊髄動脈瘤の一
例  
東北大学大学院医学系研究科神経病態制御分野／  
佐藤健一，他

第26回東北脳神経血管内治療研究会
会　長：冨永悌二（東北大学大学院医学系研究科　神経外科学分野）
開催日：2012年９月１日
会　場：艮

ごん

陵
りょう

会館

国立病院機構仙台医療センター脳神経外科／  
木村尚人，他

虚血性病変
７） 頸動脈ステント留置後にmicroembolic signalの消失を確

認した頸動脈狭窄症の１例  
広南病院血管内脳神経外科／近藤竜史，他

８） 急性期に閉塞の所見を呈した頸部内頚動脈高度狭窄に対
して慢性期にCASを行った１例  
八戸市民病院脳神経外科／鈴木一郎，他

９） Merci retrieverとPenumbra systemの併用で血栓回収を
した急性期脳梗塞１例  
国立病院機構仙台医療センター脳神経外科／  
大沢伸一郎，他

10） tPA静注療法後MRECI施行例の検討  
山形市立病院済生館脳卒中センター／長畑守雄，他

脳動脈瘤１

11） 初診時に見逃した破裂右内頚動脈瘤の１例  
青森市民病院脳神経外科／飛嶋華，他

12） 破裂前交通動脈瘤の治療直後に症候性となった未破裂

ICPC動脈瘤  
大崎市民病院脳神経外科／吉田昌弘

脳動脈瘤２

13） 当院におけるEnterprise VRD使用経験症例  
八戸赤十字病院脳神経外科／三崎俊斉，他

14） 80歳破裂解離性PICA distal動脈瘤に対するEnterprise
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

特別講演１

　　脳動脈瘤に対する血管内治療の暗黙知  
順天堂大学脳神経外科／大石英則

特別講演２

　　硬膜動静脈瘻に対する治療  
岡山大学脳神経外科／杉生憲志

会長講演
　　わたくしの311  

東北大学医工学研究科血管再建医工学分野／高橋　明
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口演A　AVF・他
A-1　 経動脈的にEudragit Eを使用して治療を行った横静脈

洞-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の１例  
千葉県救急医療センター脳外科神経内科／辛　寿全

A-2　 脊髄硬膜動静脈瘻に対する血管内治療  
獨協医科大学脳神経外科／荒川明子

A-3　 RASA1遺伝子異常を確認したガレン大静脈瘤の１

例：Onyx vs NBCA  
東邦大学医療センター大橋病院放射線科／飯塚有応

A-4　 当院で治療した髄膜腫に対する術前腫瘍塞栓術の治療
経験  
獨協大学越谷病院／清水信行

口演B　脳動脈瘤①
B-1　 クモ膜下出血にて発症した脳底動脈瘤に対しコイル塞

栓術後に再出血を来たした一例  
東京大学医学部脳神経外科／鈴木康隆

B-2　 内頚動脈瘤に対する親動脈塞栓術後比較的短期間に生
じた破裂de novo前交通動脈瘤の１例  
千葉大学医学部脳神経外科／松浦威一郎

B-3　 再発脳動脈瘤に対するコイル塞栓術においてtriple 
coaxial methodが有効であった２症例  
東京都立広尾病院脳神経外科／菅　康郎

B-4　 経上腕動脈的にコイル塞栓術を施行した前方循環・脳
動脈瘤の３例  
湘南鎌倉総合病院脳卒中センター/脳卒中診療科／  
溝上康治

口演C　脳動脈瘤②
C-1　 視力視野障害で発症した大型部分血栓化前交通動脈瘤

の１例  
武蔵野赤十字病院脳神経外科／佐藤洋平

C-2　 高血圧性脳症を合併した破裂脳底動脈先端部動脈瘤の
１例  
東京都立墨東病院脳神経外科／花川一郎

C-3　 部分的コイル塞栓術を施行した脳底動脈本幹部破裂脳
動脈瘤の１例  
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

C-4　 頭痛発症し形状変化を呈した非出血性解離性椎骨脳動
脈瘤に対する血管内治療の１例  
東京医科大学病院脳神経外科／渡辺大介

口演D　CAS
D-1　 内頸動脈狭窄症に対する治療後にコレステロール塞栓

症を発症した一例  
東邦大学医療センター大森病院脳神経外科／福島大輔

D-2　 放射線治療後の総頸動脈狭窄に対するCASの１例  
筑波大学附属病院脳神経外科／細尾久幸

D-3　 頸動脈ステント留置術中の血栓吸引に6Fr ガイディン
グカテーテルが有用であった１例  
横浜総合病院脳神経外科/脳血管内治療部／  
佐藤健一郎

D-4　 頚動脈ステント留置術後視力障害が悪化した１例  
関東労災病院脳神経外科／大野晋吾

教育講演
　　 PCIにおけるTips & Tricks  

東邦大学医療センター大橋病院循環器内科／中村正人
特別講演
　　 “What else for the best or better”  

Division of Neuro-Interventional Radiology, University 
of Iowa Hospitals & Clinics／早川美奈子

シンポジウムA　脳動脈瘤①（コイルの選択）
SA-1　 広頚脳底動脈先端部動脈瘤に対する瘤内塞栓術での

コイル選択  
順天堂大学医学部脳神経外科／野中宣秀

SA-2　 脳動脈瘤に対するコイル塞栓術─広径コイルによる
フレーミング─  
埼玉医科大学国際医療センター／嶋口英俊

SA-3　 ２～３mmの 小 型 動 脈 瘤 に 対 す る コ イ ル の 選 択 
─Target coilの有用性─  
国立病院機構災害医療センター脳神経外科／  
重田恵吾

SA-4　 破裂椎骨動脈解離に対する親動脈塞栓術のコイル選
択の検討  
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

シンポジウムB　脳動脈瘤②（ステント併用）
SB-1　 中大脳動脈M１窓形成部未破裂動脈瘤に対するステ

ント併用コイル塞栓術の一例  
東京医科歯科大学血管内治療科／井上雅人

SB-2　 内頚動脈前壁動脈瘤に対するENTERPRISE VRDア
シスト下コイル塞栓術（続報）  
相模原協同病院脳神経外科／梅沢武彦

SB-3　 塞栓術後にcoil逸脱をきたした破裂脳動脈瘤に対し
Enterprise VRDが有効であった１例  
武蔵野赤十字病院脳神経外科／澤田佳奈

SB-4　 Enterprise VRDを用いた動脈瘤塞栓術/１年間の
follow up結果から  
虎の門病院脳神経血管内治療科／鶴田和太郎

SB-5　 当院におけるEnterprise VRD支援下脳動脈瘤コイル

第９回日本脳神経血管内治療学会関東地方会
会　長：岩渕　聡（東邦大学医療センター大橋病院　脳神経外科）
開催日：2012年６月９日
会　場：JA共済ビル　カンファレンスホール
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塞栓術の経験  
国立病院機構水戸医療センター／加藤徳之

シンポジウムC　急性期血行再建（Merci，Penumbra，PTA）
SC-1　 肺癌術後急性期虚血性脳血管障害に対して血管内治

療を行った１例  
杏林大学医学部脳神経外科／小松原弘一郎

SC-2　 急性脳動脈再開通療法の初期治療経験，Merciリトリ
バーかPenumbraシステムか?  
西湘病院脳神経外科／竹内昌孝

SC-3　 頭蓋内内頚動脈塞栓性閉塞に対する血栓回収療法の
検討  
虎の門病院脳神経血管内治療科／早川幹人

SC-4　 当院におけるPenumbra systemの初期治療成績  
湘南鎌倉総合病院脳卒中センター/脳卒中診療科／  
岩田智則

SC-5　 血栓回収デバイスを用いた急性期血行再建術：初期
治療成績とデバイスの選択  

聖マリアンナ医大東横病院脳卒中センター／  
植田敏浩

シンポジウムD　CAS（Filter，Balloon）
SD-1　 心電図非同期MRIプラークイメージングによる頚動

脈プラーク成分の評価  
東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科／  
林　盛人

SD-2　 TOF-MRAで高信号プラークはCAS high riskか?  
老年病研究所附属病院脳神経外科／宮本直子

SD-3　 当院におけるCarotid Artery Stentingの治療成績 
─Distal EPDによる比較─  
横浜新都市脳神経外科病院脳神経外科／尾崎　聡

SD-4　 保険収載以降のCAS60例，デバイスの選択とOutcome
の検討  
東京警察病院脳血管内治療部／金中直輔

セッション１　狭窄性病変
演題１　 緊急頸動脈ステント留置術が奏功した急性内頚動脈

閉塞の一例  
岡崎市民病院脳神経外科／浅井琢美，他

演題２　 治療に難渋した両側頚動脈狭窄症の一例  
信州大学医学部付属病院脳神経外科／市川陽三，他

演題３　 反対側に脳梗塞が起こったCASの１例  
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４　 脳底動脈狭窄症の１例  
岐阜大学医学部脳神経外科／石黒光紀，他

セッション２　急性期再開通療法
演題５　 脳底動脈穿通枝の戒  

小牧市民病院脳神経外科／飯塚　宏
演題６　 MERCIマイクロカテにてMCAのperforationを来た

した１例  
土岐市立総合病院脳神経外科／北島英臣，他

演題７　 急性主幹動脈閉塞に対してのPenumbra Systemを使
用した１例  
袋井市民病院脳神経外科／打田　淳，他

セッション３　頭蓋外脳動脈瘤
演題８　 胸部解離性大動脈瘤に合併した，頚部内頚動脈血栓

性巨大動脈瘤に対し総頚動脈ダイレクト穿刺にてコ
イル塞栓術を行った１例  
金沢医科大学医学部脳神経外科／白神俊佑，他

演題９　 ステント留置を併用し母血管閉塞をした頭蓋外内頸
動脈巨大動脈瘤の１例  
名古屋市立東部医療センター神経内科／  
大村真弘，他

演題10　 頚動脈ステント支援下に塞栓を行った錐体骨部動脈
瘤の１例  
名古屋市立東部医療センター脳神経外科／  
橋本信和，他

セッション４　脳動脈瘤（１）
演題11　 非分岐部椎骨動脈瘤に対するコイル塞栓術  

朝日大学歯学部附属村上記念病院脳神経外科／  
辻本真範，他

演題12　 Von Recklinghausen病に合併した破裂脳動脈瘤の１

例  
名古屋市立大学医学部脳神経外科／大沢知士，他

演題13　 VRD留置後にproximal edgeに血管解離を起こした
１症例  
三重大学医学部脳神経外科／梅田靖之，他

演題14　 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後に遷延性低血圧をき
たした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５　脳動脈瘤　その他
演題15　 脳幹梗塞で発症し，出血を来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

第37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：2012年３月24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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演題16　 中大脳動脈瘤塞栓術後に過灌流を来した１例  
名古屋第二赤十字病院脳神経外科／小島隆生，他

演題17　 脳動脈瘤コイル塞栓術後の再発例における流体力学
的検討  
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科／入江恵子，他

演題18　 Parent artery occlusionを繰り返し行った，両側海
綿静脈洞部内頚動脈瘤の１例  
富山大学医学部脳神経外科／秋岡直樹，他

演題19　 パークサージを用いた髄膜腫の術前塞栓術  
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科／早川基治，他

セッション６　硬膜動静脈瘻
演題20　 上眼静脈と上錐体静脈洞のみに流出し，治療に難渋

した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例  
富山県済生会富山病院脳卒中センター脳神経外科／
久保道也，他

演題21　 頭蓋骨内にシャントを伴った舌下神経管内硬膜動静
脈瘻の１例  
小松市民病院脳神経外科／東　良，他

演題22　 Occiptial condyleの骨内にshuntを形成したAVFの
一例  
岡崎市民病院脳神経外科／錦古里武志，他

演題23　 Posterior Condylor Veinの硬膜動静脈瘻の一例  
名古屋大学医学部脳神経外科／原口健一，他

セッション１　AVF
演題１　 腰椎圧迫骨折に合併した脊髄動静脈瘻の一例  

藤田保健衛生大学医学部脳神経外科／早川基治，他
演題２　 TVEで治癒したspinal extradural AVFの１例  

金沢大学医学部脳神経外科／会田泰裕，他
演題３　 視力障害で発症した多発性硬膜動静脈瘻の１例  

信州大学医学部付属病院脳神経外科／市川陽三，他
演題４　 内頚動脈海綿静脈洞瘻に対してEnterpriseを用いて

治療した１例  
袋井市民病院脳神経外科／打田　淳，他

演題５　 硬膜動静脈瘻に対するtransarterial intravenous coil 
embolizaton─できた症例・できなかった症例─  
富山県済生会富山病院脳卒中センター／  
久保道也，他

セッション２　脳動脈瘤－１

演題６　 後下小脳動脈直上の解離性椎骨動脈瘤に対する
Triple Catheterを用いた母血管閉塞  
JA愛知厚生連海南病院脳神経外科／小林　望

演題７　 治療に難渋している部分血栓化椎骨動脈瘤の一例  
名古屋大学医学部脳神経外科／浅井琢美，他

演題８　 ターゲットコイルの「しっぽ」が切れてしまった時
のリカバリーショット実践編  
名古屋市立大学脳神経外科／西川祐介，他

演題９　 血管内手術のみで治療した両側大型内動脈瘤の一例 
高山赤十字病院脳神経外科／林　克彦，他

演題10　 末梢性後下小脳動脈瘤の１例  
名古屋第二赤十字病院脳神経外科／小島隆生，他

セッション３　脳動脈瘤－２

演題11　 Wide neckの 脳 底 動 脈 先 端 部 瘤 に お け るStent 
configuration─CFD解析による基礎的研究─  

藤田保健衛生大学医学部脳神経外科／入江恵子，他
演題12　 多発瘤の１つが血栓化していたクモ膜下出血の１例  

小牧市民病院脳神経外科／太田慎次，他
演題13　 VRDおよびballoonによるcombined assist technique

で治療した未破裂脳底動脈分岐部動脈瘤の一例  
福井赤十字病院脳神経外科／早瀬　睦，他

演題14　 double overlapping stentingでの瘤内塞栓術後に再
治療を行ったIC-cavernous large aneurysm 
藤田保健衛生大学脳神経外科／定藤章代，他

演題15　 Enterprise回収を要した一例  
岐阜大学医学部脳神経外科／渡會祐隆，他

演題16　 Penumbra system054の明と暗  
豊橋医療センター脳神経外科／石黒光紀，他

演題17　 脳梗塞発症から腕頭動脈内血栓症と診断されステン
ト留置術を行った一例  
名古屋医療センター呼吸器科／龍華美咲

演題18　 一過性黒内障で発症し，治療に難渋した腕頭動脈狭
窄症の２例  
名古屋掖済会病院脳神経外科／鈴木　宰

演題19　 頚動脈ステント留置時のガイディングカテーテル誘
導，保持を目的としたGooseNeck Snareの使い方に
関する一考察  
名古屋市立東部医療センター脳神経外科／  
大野貴之，他

演題20　 脳底動脈の急性血栓性閉塞に対する経皮的血管拡張
術  
朝日大学歯学部附属村上記念病院脳神経外科／  
船津奈保子，他

第38回中部地区脳神経血管内手術懇話会
会　長：郭　泰彦（朝日大学歯学部付属村上記念病院　脳神経外科）
開催日：2012年８月４日
会　場：朝日大学歯学部付属村上記念病院　西館１階講堂
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一般演題１　硬膜動静脈瘻１

O-01　 横-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対し静脈洞ステント
留置術を施行した１例  
兵庫医科大学脳神経外科／内田和孝

O-02　 内頸静脈直視下穿刺によるTVEで治療した出血発症 
isolated transverse sinus dAVF  
財団法人大阪脳神経外科病院／梶川隆一郎

O-03　 開頭術後に生じた横静脈洞S状静脈洞部硬膜動静脈瘻
の２例  
奈良県立医科大学脳神経外科／中川一郎

O-04　 target embolization法による海綿静脈洞部硬膜動静脈
瘻の治療  
兵庫医科大学脳神経外科／白川　学

O-05　 海綿静脈洞硬膜動静脈瘻の治療において注意すべき
頭蓋内逆流静脈  
大阪大学医学部脳神経外科／西田武生

一般演題２　硬膜動静脈瘻２

O-06　 治療および術後管理に難渋した重症外傷性頚動脈海
綿静脈洞瘻の１例  
大阪大学医学部脳神経外科／重松朋芳

O-07　 出血発症した Cranial vault dural AVFの１例  
和歌山県立医科大学脳神経外科／河邉理恵

O-08　 硬膜内静脈逆流を伴った脊椎硬膜外動静脈瘻の２例  
大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科／  
鶴田　慎

O-09　 CM-AVMに合併した小児pial AVFの１例  
大阪市立総合医療センター脳神経外科／石黒友也

特別講演１

　　脳動脈瘤塞栓術の合併症とその対策
　　大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科／藤中俊之
特別講演２

　　CAS時代にCEAが必要な症例は？
　　名古屋市立大学大学院医学研究科脳神経外科／山田和雄
ランチョンセミナー
　　脳血管内治療における画像診断の重要性と頸動脈ステン

ト留置術後の再狭窄予防における抗血小板剤の有用性に
ついて

　　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

特別講演３

　　脳動脈瘤に対する血管内治療の可能性と限界
　　順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経外科／大石英則

特別講演４

　　脳脊髄血管の機能解剖
　　大阪市立総合医療センター脳神経外科／小宮山雅樹
一般演題３　画像・手技
O-10　 ラリンジアルマスク麻酔での脳血管内手術の経験  

兵庫県災害医療センター／神戸赤十字病院脳神経外
科／原　淑恵

O-11　 橈骨動脈アプローチによる脳血管撮影　安全性と撮
影手技についての検討  
滋賀医科大学脳神経外科／樋口一志

O-12　 脳神経血管内治療におけるトモシンセシスの可能性
について  
近畿大学医学部堺病院放射線部／上田　傑

O-13　 Phase Contrast MRIを用いた脳動脈瘤のFluid Dynamics 
Analysisの試み  
三重大学医学部脳神経学科／佐野貴則

一般演題４　CAS・PTA
O-14　 CAS後のplaque protrusionに対し一時的double balloon 

protectionで回収し得た一例  
西宮協立脳神経外科病院脳神経外科／山田佳孝

O-15　 頚動脈ステント留置術後にplaque protrusionを来し，
追加治療を要した一例  
神戸大学医学部脳神経外科／溝脇　卓

O-16　 当院でのフィルター型EPD併用CASの治療成績；
AGXPとFWEZ併用CAS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

O-17　 脳梗塞超急性期の頭蓋外動脈ステント留置術  
医療法人社団敬誠会合志病院脳神経外科／阪本大輔

O-18　 中大脳動脈狭窄症に対する経皮的血管形成術の検討  
兵庫医科大学脳神経外科／前野和重

O-19　 急性内頚動脈塞栓症に対する血管内治療の治療成績
─tPAとの比較検討─  
榮昌会吉田病院脳神経外科／南　浩昭

一般演題５　脳動脈瘤１

O-20　 脳底動脈─上小脳動脈分岐部血栓化動脈瘤に対する
動脈瘤塞栓術の１例  
津名病院脳神経外科／片山重則

O-21　 コイル塞栓術後再発脳動脈瘤に対するEnterpriseを用
いたコイル塞栓術初期治療成績  
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／明珍　薫

第13回近畿脳神経血管内治療学会
会　長：有田憲生（兵庫医科大学　脳神経外科）
開催日：2012年９月８日
会　場：兵庫医科大学平成記念会館
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O-22　 Enterprise VRDを使用した未破裂脳動脈瘤初期治療
成績  
シミズ病院／桧山永得

O-23　 中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績  
大阪厚生年金病院脳神経外科／黒田淳子

O-24　 内頚動脈－前脈絡叢動脈分岐部（IC-AchA）動脈瘤
に対する血管内治療  
大阪大学医学部脳神経外科／芝野克彦

O-25　 破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後の再発瘤に対して部分
クリッピング術を施行した１例  
関西労災病院脳神経外科／豊田真吾

一般演題６　脳動脈瘤２

O-26　 Overlapping stentsでflow-diverting効果が期待できる
か？  
滋賀医科大学脳神経外科／中澤拓也

O-27　 Double stentにより根治し得た頭蓋外巨大総頚動脈瘤
の一例  
近畿大学医学部脳神経外科／辻　潔

O-28　 頭蓋低脳腫瘍に対する定位放射線治療後に鼻出血を
きたした内頸動脈仮性動脈瘤の２例  
和歌山県立医科大学脳神経外科／梅嵜有砂

O-29　 胸部大動脈瘤ステントグラフト後の脳底動脈先端部
動脈瘤に対する経上腕コイル塞栓術  
大阪府立急性期総合医療センター脳神経外科  
／藤本憲太

O-30　 経上腕的コイル塞栓術を施行した破裂前大脳動脈末
梢部動脈瘤の１例  
医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科／立林洸太朗

O-31　 塞栓症で発症した頭蓋外椎骨動脈瘤の１例  
医療法人讃和会友愛会病院脳神経外科／徳田　良

動脈瘤Ⅰ
01　 椎骨動脈合流部大動脈瘤に対する血管内治療の１例  

呉医療センター・中国がんセンター脳神経外科／  
大下純平

02　 椎骨脳底動脈系の多発性動脈瘤からくも膜下出血を繰り
返した若年女性の１例  
高知大学脳神経外科／政平訓貴

03　 短期間に形態変化を繰り返した未破裂解離性椎骨動脈瘤
の１例  
愛媛大学大学院脳神経病態外科学／井上明宏

動脈瘤Ⅱ
04　 椎骨動脈の解離性閉塞後に生じたVA-PICA動脈瘤に対

する瘤内塞栓術  
広島市民病院脳神経外科／廣常信之

05　 Covered stèntを用いて治療した総頚動脈仮性動脈瘤の
１例  
香川大学脳神経外科（救命救急センター）／河北賢哉

06　 再発を繰り返す脳底動脈－前下小脳動脈分岐部動脈瘤に
対し，ステント支援塞栓術を行った１例  
翠清会梶川病院脳神経外科／須山嘉雄

動脈瘤Ⅲ
07　 Enterpriseを用いた脳動脈瘤コイル塞栓術後，別の動脈

瘤破裂に伴いステント内血栓症をきたした１例  
岡山大学大学院脳神経外科／清水智久

08　 当院における動脈瘤コイル塞栓術の再治療症例の検討  
倉敷中央病院脳神経外科／岸田夏枝

09　 当院でのステント併用動脈瘤塞栓術の周術期および中期

成績  
鳥取大学脳神経外科／坂本　誠

頚動脈狭窄
10　 Hyperperfusion高リスク群に対するstaged-angioplastyが

もたらす脳循環動態の変化についての検討  
山口大学脳神経外科／奥　高行

11　 血栓摘出後４日間で再閉塞した左内頸動脈閉塞症の１例  
徳島赤十字病院脳神経外科／木内智也

12　 ジョギング中に脳梗塞で発症した，左頭蓋外内頚動脈解
離の１症例  
おさか脳神経外科病院脳神経外科／林　直樹

特別講演Ⅰ（ランチョンセミナー）
　　血管性認知症の臨床
　　兵庫医科大学内科学総合診療科／立花久大
急性期脳虚血
13　 Ⅳ t-PA不応例の内頚動脈及び脳底動脈閉塞症に対して

Merci retrieverを用いた血管内治療が有効であった１例  
脳神経センター大田記念病院脳神経外科／関原嘉信

14　 Penumbra systemの初期治療経験  
岡山旭東病院神経内科／河田幸波

15　 Merciを用いた経皮的血行再建術─３症例の経験─  
香川労災病院脳神経外科／西田あゆみ

16　 頸動脈ステント留置術およびPENUMBRAシステムで急
性期血行再建した頸動脈と中大脳動脈タンデム閉塞の２

例  
川崎医科大学脳卒中医学／井上　剛

17　 ステント留置及びPenumbra systemによる血栓吸引を

第21回中国四国脳神経血管内手術研究会
会　長：田宮　隆（香川大学　脳神経学科）
開催日：2012年９月１日
会　場：アルクァあなぶきホール
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行った左椎骨動脈起始部急性閉塞の１例  
マツダ病院脳神経外科／尾上　亮

dAVFおよびAVMIⅠ
18　 マイクロバルーンによるフローコントロールと3Dロー

ドマップが治療に有用であった横静脈洞部硬膜動静脈瘻
の１例  
高知医療センター脳神経外科／福井直樹

19　 両側性舌下神経管部硬膜動静脈瘻の１例  
島根大学脳神経外科／萩原信哉

20　Sphenopetrosal sinusにshunt pointを有する硬膜動静脈
瘻の１例  
広島大学大学院脳神経外科／品川勝弘

dAVFおよびAVMⅡ
21　 Spinal extradural arteriovenous fistulaに対し血管内治

療が有効であった１例  
岡山大学大学院脳神経外科／大熊　佑

22　 脊髄硬膜外動静脈瘻の２症例  
徳島大学脳神経外科／多田恵曜

23　 Target embolizationを行ったwyburn-Mason syndromeの
１例  
川崎医科大学脳神経外科／山口真司

特別講演Ⅱ（共通プログラム）
　　広南病院の脳血管内治療
　　広南病院血管内脳神経外科／松本康史

セッション１-１

演題１　 外傷後の難治性鼻口腔内出血に対して血管内治療を
施行した一例  
長崎大学病院脳神経外科／竹下朝規，他

演題２　 Direct CCFの一例  
山口大学脳神経外科／石原秀行，他

演題３　 外傷性椎骨動静脈瘻に対してシリコーンバルーン付
マイクロカテーテルアシスト下にコイル塞栓術を行
なった一例  
熊本大学医学部脳神経外科／賀来泰之，他

演題４　 内頚静脈結紮が誘因となり，発症した硬膜動静脈瘻
の１例  
大分大学医学部脳神経外科／札場博貴，他

演題５　 Ventral spinal epidural AVF of the thoracolumbar 
spine  
大分大学医学部附属付属病院放射線部／  
清末一路，他

演題６　 内頸動脈海綿静脈洞瘻に対し経頭蓋経静脈的に塞栓
術を行い、術後出血をきたした１例  
熊本大学医学部脳神経外科／大森雄樹，他

セッション１-２

演題７　 Penumbraシステムの初期使用経験  
都城市郡医師会病院脳神経外科／大田　元，他

演題８　 Enterprise VRDで視床梗塞を生じた一例  

那覇市立病院脳神経外科／上笹　航，他
演題９　 6F セルリアンGを用いてstent assisted coiling を

行った脳動脈瘤の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10　 不安定プラークに対する頸動脈ステントでstent in 
stentingを行った１例  
社会保険下関厚生病院脳神経外科／大下　昇，他

演題11　 CAS後ステント内再狭窄から閉塞に至った病変に
対して再度血行再建を行った１例  
福岡大学医学部脳神経外科／大川将和，他

演題12　 過灌流症候群発症予防のためStaged CASを施行し
た高度頸部内頸動脈狭窄症の２症例  
久留米大学脳神経外科／竹内靖治，他

セッション２

教育講演１　 専門医試験直前対策  
小倉記念病院脳神経外科／石橋良太

教育講演２　 専門医試験対策（放射線科医の立場から）  
産業医科大学放射線科／森谷淳二

教育講演３　 脳血管内治療学会専門医試験の特徴  
福岡大学筑紫病院脳神経外科／松本佳久

セッション３

特別講演　 脳動脈瘤に対する血管内治療の暗黙知  
順天堂大学医学部脳神経外科／大石英則

第15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：2012年２月11日
会　場：福岡国際会議場
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セッション１-１

演題１　 Staged CASができずに控えめな後拡張に留めた頸
動脈ステント留置術の１例  
九州医療センター脳血管内科/脳血管内治療科／  
鶴崎雄一郎，他

演題２　 Hyperperfusion高リスク群に対するStaged-angioplasty
がもたらす脳循環動態の変化についての検討  
山口大学医学部脳神経外科／奥　高行，他

演題３　 右上腕動脈からのCAS後に仮性動脈瘤を生じた症
例  
済生会長崎病院脳神経外科／北川直毅，他

演題４　 入院経過中に３回の呼吸停止を生じたが救命できた
椎骨・脳底動脈高度狭窄症の１例  
永冨脳神経外科放射線科・堀　雄三，他

演題５　 特異な経過を辿ったAC distal ANの一例  
独立行政法人那覇市立病院脳神経外科／  
百次　仁，他

演題６　 未破裂脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術３週間後に脳塞
栓症を合併した１症例  
久留米大学病院脳神経外科／中村普彦，他

演題７　 Non-detachable coilで母血管閉塞を施行したCarotid 
blowout syndromeの１例  
長崎大学病院脳神経外科／福田修志，他

セッション１-２

演題８　 外傷性椎骨動脈損傷の１例  
済生会熊本病院脳神経外科／賀来泰之，他

演題９　 ダビガトラン内服中に発症した急性期脳梗塞に対し

Penumbra systemによる脳動脈再開通療法を選択し
た１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10　 Anterior Condylar Confluence dural AVFの２例  
小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科／  
橋本哲也，他

演題11　 spinal dural AVFの２症例  
都城市郡医師会病院脳神経外科／大田　元，他

演題12　 仙骨背側部の硬膜外動静脈瘻からperimedullary vein
へrefluxし脊髄症状を呈した一例  
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター脳血
管神経センター／保田宗紀，他

演題13　 外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻に対する塞栓術に回転
血管撮影断層再構成像が有用であった１例  
大分県厚生連鶴見病院放射線科／相良佳子，他

演題14　 硬膜動静脈瘻の血管構築の評価における回転血管造
影の差分・非差分画像fusion法  
大分大学附属病院放射線科／清末一路，他

演題15　 シーメンス社syngo X-Workplaceにおける3D/3D 
Fusionの有用性  
福岡大学医学部脳神経外科／東　登志夫，他

セッション２

特別講演　 急性再開通療法、動脈瘤塞栓術の最新情報  
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科脳
卒中センター／坂井信幸

第16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：2012年９月22日
会　場：福岡国際会議場


