
第 36 回中部地区脳神経血管内手術懇話会プログラム
（日本脳神経血管内治療学会地方会認定）

日 時：2011 年 8 月 20 日（土） 13:00 ~ 19:00

会 場：ホテルブエナビスタ 3F グランデ

〒390-0814 長野県松本市本庄 1-2-1 ＴＥＬ：０２６３‐３７‐０１１１（代表）

 

発表時間は 8 分 discussion 4 分でお願いします

セッション 1 13:00～13:50 動脈瘤（1）

座長：大屋 房一（長野市民病院 脳神経外科）

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 1，岐阜大学医学部 脳神経外科 2

○林 克彦 1，吉村 紳一 2，宮居 雅文 2，加藤 雅康 1，竹中 勝信 1

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 1 ,藤田保健衛生大学 脳神経外科 2

○宮嵜 章宏 1，根来 眞 2，滝 英明 1，青山 国広 1，芝本 和則 1

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 13:50～14:40 CAS

座長：内山 尚之（金沢大学 脳神経外科）

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 1，富山大学医学部 脳神経外科 2

○岡本 宗司 1，久保 道也 2，松村 内久 1，堀 恵美子 1，柴田 孝 1，林 智秀 1，堀江 幸男 1，桑山 直也 2

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，内山 尚之，毛利 正直，林 裕，濱田 潤一郎 

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，桑山 直也



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 1 ,藤田保健衛生大学 脳神経外科 2

○芝本 和則 1，宮嵜 章宏 1，根来 眞 2，青山 国広 1，滝 英明 1

休 憩 (15 分)

セッション 3 14:55～15:45 動脈瘤（2）

座長：泉 孝嗣（名古屋大学 脳神経外科）

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 1，名古屋大学医学部 脳神経外科 2

○ 細島 理 1，林 重正 1，纐纈 直樹 1，泉 孝嗣 2

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，根来 眞，廣瀬 雄一

セッション 4 15:45～16:35 急性期虚血・頭蓋内 PTA

座長：榎本由貴子（岐阜大学 脳神経外科）

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，近藤 史郎，市橋 鋭一

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，間瀬 光人，大沢 知士，大野 貴之，相原 徳孝，山田 和雄

演題１５．Merci retriever を用いた再開通療法の二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，吉村 紳一，岩間 亨

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, 塚本 信弘



休 憩 (10 分)

セッション 5 16:45～17:35 AVF

座長：久保道也（済生会富山病院 脳神経外科）

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，秋岡 直樹，桑山 直也

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，新帯 一憲

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，郭 泰彦，辻本 真範，山下 健太郎，石澤 錠二，安藤 隆

演題２０．Suboccipital cavernous sinus AVF の１例

浜松医科大学医学部 脳神経外科 1，聖隷三方原病院 脳血管内外科 2

○平松 久弥 1，杉浦 康仁 2

セッション 6 17:35～18:35 画像診断・その他

座長：渡辺賢一（岡崎市民病院 放射線科）

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 1，藤田保健衛生大学 脳神経外科２

○深作 和明 1，根来 眞２

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，佐々木 哲郎


