
第 39 回日本脳神経血管内治療学会中部地方会プログラム 

（旧 中部地区脳神経血管内手術懇話会） 

 

      日 時：2013 年 4 月 6 日（土）  13:00 〜 19:00 

    会 場：名古屋大学医学部附属病院 中央診療棟 3F 講堂 

    〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町 65  

  

 

発表時間は 7 分  discussion 5 分でお願いします 

 

 

本会は,昨年よりホームページを立ち上げ,会員管理,情報発信及び演題登録などの業務を Web 上で 一括管理

し,運営の円滑化・合理化を行うことに致しました。 つきましては,本会の会員としてご登録いただき,今後の

学会情報の発信や連絡などを徹底できるように致したいと存じます。今後の重要な連絡などに漏れや不備が生

じる恐れがございますので,何卒ご賢察の上,よろしくご協力賜りますようお願い申し上げます。登録は下記の

サイトにてアカウントをとることで行うことができます。（HP のアドレスが変わりましたのでご留意下さい）

よろしく御高配賜りますようお願い申し上げます。 

https://kenkyuukai.m3.com/  または 

http://chubu-net.kenkyuukai.jp/information/ 

 

 

 

 

 

 

 

第 39 回日本脳神経血管内治療学会中部地方会 

(旧 中部地区脳神経血管内手術懇話会) 

世話人代表 一宮西病院 根来 眞 

当番世話人 名古屋大学医学部 宮地 茂 

 

事務局 名古屋大学医学部 脳神経外科 医局内 

〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町 65 

窓口 e-mail：csnet@med.nagoya-u.ac.jp 

 

日本脳神経血管内治療学会中部地方会 事務局 



セッション 1 頚部病変・その他 

座長：久保道也（富山済生会富山病院脳卒中センター 脳神経外科） 

 

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 

蒲郡市民病院脳神経外科 1 

西川 祐介、間瀬 光人、大沢 知士１、相原 徳孝、山田 和雄 

 

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、織田 雅、中村 威彦、波多野 武人 

 

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、小山 淳一、佐藤 篤 

 

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、桑山 直也、柏崎 大奈、谷 真理子、遠藤 俊郎、黒田 敏 

 

セッション ２ 虚血病変 

座長：榎本由貴子（岐阜大学 脳神経外科） 

 

演題５． ProtégéTM 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、酒井 秀樹、川崎 智弘、西村 康明 

 

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、寺田 行範、織田 雅、中村 威彦、波多野 武人 

 

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、桑山 直也、秋岡 直樹、谷 真理子、黒田 敏 

 

演題８．Parodi 変法の落とし穴 

小牧市民病院 脳神経外科 

飯塚 宏 

 

 

 

 



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、内田 賢一、船井 三規子、市橋 鋭一 

 

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 郭 泰彦 船津 奈保子 辻本 真範 山下 健太郎 石澤 錠二 

 

 

休   憩  (15 分) 

事務局報告 

 

セッション ３ 脳動脈瘤(1) 

座長：平松久弥（浜松医科大学 脳神経外科） 

 

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、吉村 紳一、江頭 裕介、榎本 由貴子、岩間 亨  

 

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，上出 智也，南部 育，毛利 正直，濱田 潤一郎  

 

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、岐阜大学医学部 脳神経外科 1 

北島 英臣、秋 達樹、野田 伸司、吉村 紳一１ 

 

セッション ４ 脳動脈瘤(2) 

座長：西川祐介（名古屋市立大学 脳神経外科） 

 

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、花岡 吉亀、佐藤 篤 

 

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、長倉 正宗、山下 喜洋、横山 欣也、西澤 俊久、加藤 恭三 

 

 



演題１７．Coilで治療したdirect CCF2例 

浜松医科大学 脳神経外科、聖隷三方原病院 脳血管内外科1、浜松医科大学 放射線科2 

平松 久弥、神尾 佳宣、杉浦 康仁1、山下 修平2、神谷 実佳2、難波 宏樹 

 

 

セッション ５ 脳・脊髄動静脈瘻   

座長：内山尚之（金沢大学 脳神経外科） 

 

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、飯田市立病院  脳神経外科1 

中村一也、市川陽三1、長島久 

 

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、富山大学医学部 脳神経外科1 

岡本 宗司、久保 道也、堀 恵美子、柴田 孝、堀 聡、林 智秀、堀江 幸男、桑山 直也1、黒田 敏1 

 

セッション ６ 硬膜動静脈瘻   

座長：泉 孝嗣（名古屋大学 脳神経外科） 

 

演題２１．De novo middle cranial fossa dural AVF の一例 

岡崎市民病院 脳神経外科、岡崎市民病院 放射線科 1 

錦古里 武志、渡辺 賢一 1 

 

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、金沢医科大学氷見市民病院 脳神経外科 1 

白神 俊祐、高田 久 1、赤井 卓也、飯塚 秀明 

 

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、泉 孝嗣、宮地 茂、松原 功明、浅井 琢美、山之内 高志、織田 惠子、若林 俊彦 

 

 


