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プログラム　9月 2日（金）

■口演会場（ライフホール）

開会の挨拶（8:55～ 9:00） 会長　大畑　建治（大阪市立大学　脳神経外科）

血行再建（9:00～ 10:00）

座長：中川　裕之（奈良県立奈良病院　放射線科）

今井　啓輔（京都第一赤十字病院　急性期脳卒中センター救急部）

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、岩倉 倫祐、薮内 伴成、辻 潔、眞田 寧皓、中川 修宏、布川 知史、加藤 天美

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、村尾 健一、中澤 和智、太田 剛史

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、近藤 史郎、市橋 鋭一

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、田中 優子、吉村 良、河野 健一、岡田 秀雄、藤本 剛士、寺田 友昭

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、橋本 宏之、下川原 立雄、西口 充久、木村 新、横山 昇平

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、増尾 修、八子 理恵、平山 勝久、松本 博之、中尾 直之

解剖（10:00～ 10:30）

座長：小宮山雅樹（大阪市立総合医療センター　脳神経外科）

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、小宮山 雅樹



A-08 脊髄髄外静脈構築に関する考察ー稀な硬膜動静脈瘻の経験からー
1大阪市立大学大学院　医学研究科　脳神経外科、2北斗病院　脳神経外科、
3石切生喜病院　脳神経外科

三橋 豊1、早崎 浩司1、馬場 良子1、川上 太一郎3、山縣 徹1、高見 俊宏1、西尾 明正2、

大畑 建治1

A-09 出血発症した spinal epidural AVF の 1例
1奈良県立医科大学　脳神経外科、2奈良県立医科大学　放射線科、3奈良県立奈良病院　放射線科

木次 将史1、中川 一郎1、弘中 康雄1、本山 靖1、朴 永銖1、中瀬 裕之1、和田 敬2、吉川 公彦2、

中川 裕之3

教育講演（10:30～ 11:10）

座長　小宮山雅樹（大阪市立総合医療センター　脳神経外科）

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 先生

AVM、腫瘍など（11:10～ 11:50）

座長：中澤　拓也（滋賀医科大学　脳神経外科）

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、佐藤 徹、松重 俊憲、高田 茂樹、山内 圭太、磯崎 誠、片岡 大治、中嶌 教夫、飯原 弘二

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、佐藤 徹、高田 茂樹、松重 俊憲、森 久恵、飯原 弘二

A-12 塞栓術が奏功した Juvenile Angiofibroma の一例
1和歌山労災病院　脳神経外科、2和歌山労災病院　耳鼻咽喉科

吉村 良1、田中 優子1、河野 健一1、岡田 秀雄1、藤本 剛士1、新谷 亜紀1、寺田 友昭1、横山 道明2

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、大和田 敬、会田 和泰、古野 優一、立澤 和典、笹島 浩泰、峯浦 一喜

休　憩（11:50～ 12:00）

ランチョンセミナー（12:00～ 13:00）

座長　西尾　明正（社会医療法人北斗 北斗病院　脳血管内治療センター）

「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 先生

共催：第12回近畿脳神経血管内治療学会・大塚製薬株式会社
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コメディカルシンポジウム（13:00～ 14:00）

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－

座長：市田　隆雄（大阪市立大学医学部附属病院　中央放射線部）

CM-01 最新デバイスの画像評価
1先端医療センター　放射線技術科、2先端医療センター　脳血管内治療科、
3神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科

栗山 巧1、大西 久美子1、三上 朋子1、酒井 慎治1、奥町 英世1、今村 博敏3、蔵本 要二2、

坂井 千秋2、坂井 信幸3

CM-02 3D画像の有用性と撮影テクニック
1近畿大学　医学部附属病院　中央放射線部、2近畿大学　医学部　脳神経外科

上田 傑1、角森 靖弘1、小野田 農1、中塚 隆之1、宇都 辰郎1、布川 知史2、中川 修宏2、辻 潔2

CM-03 3Dロードマップ機能の性能評価
1大阪警察病院　放射線技術科、2大阪警察病院　脳神経外科、3東芝メディカルシステムズ株式会社

中塚 輝夫1、富永 聡1、小北 修平1、田中 淳司1、明田 秀太2、保坂 健一3

CM-04 CASにおける治療支援
1和歌山県立医科大学附属病院　中央放射線部、2和歌山県立医科大学附属病院　中央放射線部、
3和歌山県立医科大学附属病院　脳神経外科

細川 聖記1、室谷 和宏1、栗山 翔太1、丹波 夕子1、山田 英之1、西奥 忠純1、松本 博之2、増尾 修2

世話人会報告（14:00～ 14:10）

シンポジウム（14:10～ 15:10）

「CASにおけるディバイスの使い分け」

座長：寺田　友昭（和歌山ろうさい病院　脳神経外科）

坂井　信幸（神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科）

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、相川 博、堤 正則

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、梅嵜 有砂、八子 理恵、平山 勝久、松本 博之

休　憩（15:10～ 15:20）
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硬膜動静脈瘻（15:20～ 16:00）

座長：石井　　暁（京都大学大学院医学研究科　脳神経外科）

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、藤中 俊之、西田 武生、中村 元、黒田 淳子、芝野 克彦、吉峰 俊樹

A-15 Borden type 3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、松重 俊憲、福田 健治、伊藤 公一、高田 茂樹、磯崎 誠、片岡 大治、飯原 弘二

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
1橋本市民病院　脳神経外科、2和歌山ろうさい病院　脳神経外科

松田 芳和1、寺田 友昭2、林 宣秀1、横手 秀行1、西口 孝1

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、天神 博志、中原 功策、南都 昌孝、萬大 綾子、高道 美智子

脳動脈瘤 1（16:00～ 16:50）

座長：佐藤　　徹（国立循環器病研究センター　脳神経外科）

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、石井 暁、後藤 正憲、宗光 俊博、山尾 幸広、宮本 享

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
1医真会八尾総合病院　放射線科・脳血管内治療科、2奈良県立医科大学　放射線科、
3医真会八尾総合病院　脳神経外科

明珍 薫1、高山 勝年1、和田 敬2、中川 裕之2、吉川 公彦2、黒川 紳一郎3

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、川北 文博、畑崎 聖二、当麻 直樹、朝倉 文夫、阪井田 博司、松島 聡、滝 和郎

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-
1京都大学　脳神経外科、2京都大学　放射線部

宗光 俊博1、石井 暁1、木下 順一2、竹本 光一郎1、山尾 幸広1、宮本 享1
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脳動脈瘤 2（16:50～ 17:30）

座長：山中　一功（国立病院機構大阪医療センター　脳神経外科）

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、佐藤 徹、福田 健治、伊藤 公一、磯崎 誠、高田 茂樹、飯原 弘二

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、田中 優子、河野 健一、吉村 良、岡田 秀雄、新谷 亜紀、寺田 友昭

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
1神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科、2先端医療センター　脳血管内治療科

池田 宏之1、今村 博敏1、坂井 信幸1、足立 秀光1、上野 泰1、山上 宏1、坂井 千秋2、

石川 達也1、蔵本 要二1、菊池 晴彦1

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～
1日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経外科、2和歌山県立医科大学　脳神経外科、
3和歌山労災病院　脳神経外科

中井 康雄1、梅嵜 有砂2、増尾 修2、松本 博之2、板倉 徹2、河野 健一3
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プログラム　9月 3日（土）

■A会場（ライフホール）

開会の挨拶（8:55～ 9:00） 会長　岩井　謙育（大阪市立総合医療センター　脳神経外科）

虚血性脳血管障害（9:00～ 9:40）

座長：瀧　　啄有（関西労災病院　脳神経外科））

コメンテーター：天神　博志（京都第2赤十字病院　脳神経外科）

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、井坂 文章、堀口 聡士

A-02 心房中隔瘤が塞栓源であった Top of the basilar syndromeの一例
1大阪府三島救命救急センター、2大阪医科大学　脳神経外科、
3大阪府三島救命救急センター　脳神経外科

宮田 とも1、大村 直己2、杉江 亮3、小畑 仁司3

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、松本 眞人、朝日 稔

A-04 Limb shakingで発症した内頸動脈狭窄症の 1手術例
1東住吉森本病院　脳神経外科、2東住吉森本病院　神経内科、3東住吉森本病院　救急総合診療部

礒野 直史1、児玉 隆浩1、奥村 裕之2、佐賀 広3

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、米澤 泰司、山田 與徳、藤本 京利、明田 秀太、枡井 勝也、井上 美里、野中 純一、

新治 有径、宮前 誠亮

脳動脈瘤①（9:40～ 10:12）

座長：秋山　義典（天理よろづ相談所病院）

コメンテーター：津浦　光晴（日本赤十字社和歌山医療センター　脳神経外科）

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
1新須磨病院　脳神経外科、2日本二分脊椎・水頭症研究振興財団

河合 恵美子1、鈴木 壽彦1、高石 吉將1、近藤 威1、太田 耕平1、松本 悟2

A-07 未破裂中大脳動脈瘤の一手術例
1垣谷会明治橋病院　脳神経外科、2うえだクリニック、3奈良県立医科大学　脳神経外科

乾 多久夫1、竹嶋 俊一1、前川 基継1、上田 勝弘2、中瀬 裕之3

合同セッション

合同セッション



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、奥野 修三

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、久我 純弘、丸谷 明子、山下 太郎、林 真人、兒玉 裕司、中嶋 千也、垰本 勝司、

大西 英之

血管内治療（10:12～ 11:00）

座長：黒岩　輝壮（医療法人清仁会　シミズ病院　脳神経外科）

コメンテーター：高橋　　淳（京都大学医学部　脳神経外科）

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
1市立堺病院　脳神経外科、2大阪大学　脳神経外科学

石田 城丸1、中島 義和1、二宮 宏智1、藤中 俊之2、中村 元2、吉峰 俊樹2

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
1国保日高総合病院　脳神経外科、2和歌山県立医科大学　脳神経外科

石井 政道1、鐵尾 佳章1、沖田 竜二1、尾崎 文教1、増尾 修2

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、林 英樹、釜瀬 大蔵、高橋 由紀、箸方 宏州、池田 直廉、西田 南海子、白畑 充章、

戸田 弘紀、高橋 潤

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、西川 智文、梶原 基弘

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、梅嵜 有砂、平山 勝久、増尾 修、松本 博之、中尾 直之

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、浮田 透、辻 雅夫、三宅 裕治
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合同シンポジウム（11:00～ 12:00）

「頸動脈狭窄症に対する治療」

座長：飯原　弘二（国立循環器病研究センター　脳神経外科）

松本　博之（和歌山医科大学　脳神経外科）

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、飯原 弘二

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、鶴野 卓史、山本 直樹、内藤 堅太郎

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？
1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、2奈良県立医科大学　放射線科、
3社会医療法人医真会八尾総合病院　脳神経外科

高山 勝年1、明珍 薫1、和田 敬2、中川 裕之2、吉川 公彦2、黒川 紳一郎3

休　憩（12:00～ 12:05）

ランチョンセミナー（12:05～ 13:05）

「エキスパートからのメッセージ」

座長　大畑　建治（大阪市立大学　脳神経外科）

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 先生

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 先生

共催：第62回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会・ライカ マイクロシステムズ（株）・村中医療器（株）

休　憩（13:05～ 13:10）

特別講演（13:10～ 14:10）

座長　岩井　謙育（大阪市立総合医療センター　脳神経外科）

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 先生

共催：第62回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会・MSD株式会社
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休　憩（14:10～ 14:15）

日本脳神経外科学会　COIガイドライン（14:15～ 14:35）

座長　岩井　謙育（大阪市立総合医療センター　脳神経外科）

京都大学　宮本　　享 先生

休　憩（14:35～ 14:40）

脳動脈瘤②（14:40～ 15:20）

座長：岩崎　孝一（姫路医療センター　脳神経外科）

コメンテーター：中村　　貢（兵庫県立姫路循環器病センター）

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、片岡 大治、磯崎 誠、伊藤 要、高田 茂樹、福田 健治、松重 俊憲、佐藤 徹、中嶌 教夫、

飯原 弘二

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
1赤穂中央病院　脳神経外科、2公立豊岡病院　脳神経外科

坪井 俊之1、木村 英仁2、小坂 章1、大島 永俊1

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、荻田 庄吾、竹上 徹郎、木村 聡志

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
1医療法人穂翔会村田病院　脳神経外科、2大阪市立大学　脳神経外科

中村 一仁1、北林 麻由美1、川原 愼一2、村田 高穂1

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
1医療法人穂翔会村田病院　脳神経外科、2大阪市立大学　脳神経外科

北林 麻由美1、中村 一仁1、川原 愼一2、村田 高穂1

脳動脈瘤③（15:20～ 16:00）

座長：谷口　博克（矢木脳神経外科病院　脳神経外科）

コメンテーター：山下　耕助（大阪赤十字病院　脳神経外科）

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、眞田 寧皓、薮内 伴成、布川 知史、中川 修宏、辻 潔、中野 直樹、加藤 天美
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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、山本 綾、中西 克彦、榊 孝之

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
1大阪医科大学　脳神経外科、2田附興風会　北野病院　脳神経外科

東保 太一郎1、平松 亮1、池田 直廉2、田村 陽史1、黒岩 敏彦1

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、米澤 泰司、山田 與徳、明田 秀太、桝井 勝也、井上 美里、玉置 亮、野中 純一、

新治 有径、中野 了

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
1医療法人財団康生会武田病院、2京都大学　脳神経外科

齋藤 多恵子1、鐘本 学2、荻野 英治1

血管腫、脳内血腫（16:00～ 16:32）

座長：細田　弘吉（神戸大学医学部　脳神経外科）

コメンテーター：木戸岡　実（第2岡本総合病院　脳神経外科）

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、後藤 剛夫、長久 功、大畑 建治

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、日野 明彦、岡 英輝、越後 整、橋本 洋一

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、鶴野 卓史、一ノ瀬 努、山本 直樹

A-29 第 11因子欠損の脳出血手術例
1公立南丹病院　脳神経外科、2京都府立医科大学　脳神経外科

後藤 幸大1、谷山 市太2、恵飛須 俊彦1、峯浦 一喜2

AVM（16:32～ 17:12）

座長：夫　　由彦（ツカザキ病院　脳神経外科）

コメンテーター：野崎　和彦（滋賀医科大学　脳神経外科）

A-30 上矢状静脈洞部Aggressive dural AVFの 1手術例
1清恵会病院　脳神経外科、2医真会八尾総合病院　脳血管内治療科

朴 憲秀1、奥村 嘉也1、下村 隆英1、高山 勝年2
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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、永島 宗紀、下里 倫、中島 温、長尾 紀昭、祖母井 龍、松田 康、久貝 宮仁、我妻 敬一、

村上 昌宏、須山 武裕、乾 敏彦、山里 景祥、北野 昌彦、富永 紳介

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、相原 英夫

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
1淀川キリスト教病院　脳神経外科、2神戸大学医学部　脳神経外科

森川 雅史1、冨田 洋司1、池田 充1、田中 潤1、甲村 英二2

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
1新須磨病院　脳神経外科、2神戸掖済会病院　脳神経外科、3神戸大学　脳神経外科、
4日本二分脊椎・水頭症研究振興財団

近藤 威1、太田 耕平1、安尾 健作2、鈴木 壽彦1、高石 吉將1、河合 恵美子1、藤田 敦史3、

松本 悟4

閉会の挨拶（17:12～） 会長　岩井　謙育（大阪市立総合医療センター　脳神経外科）

大畑　建治（大阪市立大学　脳神経外科）））））））））））））
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