
第 19 回中国四国脳神経血管内手術研究会 

 日時：平成 22年 9月 11 日（土） 

 場所：岡山コンベンションセンター（ﾏﾏｶﾘﾌｫｰﾗﾑ） 

３階 コンベンションホール東 

〒700-0024 岡山市北区駅元町 14 番 1号 

TEL:086-214-1000 

 会長：岡山大学大学院 脳神経外科 伊達 勲 

------------------------------------------------------------------------ 

プログラム 

 

8:25-8:30 開会の辞      会長：岡山大学大学院 脳神経外科 伊達 勲 

8:30-9:10   

虚血急性期            座長：岡山大学大学院 脳神経外科 徳永浩司 

01  症候性頭蓋内椎骨動脈狭窄に対して PTR または mild PTA が有効であった 2症例  

田川雅彦 1)、福本真也 2)、井上明宏 1)、山下大介 1)、松本 調 1)、渡邉英昭 1)、 

久門良明 1)、大西丘倫 1) 

愛媛大学大学院 医学系研究科 脳神経病態外科学 1)、愛媛県立中央病院

 脳神経外科 2) 

02  tPA 静注療法により症状が改善したのち再増悪をきたし頚動脈ステント留置術を施

 行した頚部内頚動脈狭窄症の 2例  

岡 史朗１）、石原秀行１）、東 真由１）、加藤祥一２）、鈴木倫保１） 

山口大学医学部脳神経外科１）、済生会山口総合病院脳神経外科２） 

03  頭蓋内主幹動脈急性閉塞例に対し、ステント留置を行った 2 例 

尾上 亮、中原章徳、荒木勇人 
マツダ病院 脳神経外科 

04  症候性頸部内頚動脈狭窄症に対して発症急性期にステント術を施行した 9 症例の検 

 討  

山崎弘幸１ ）、須山嘉雄１ ）、廣常信之２ ）、岐浦禎展３）、渋川正顕４）、

 根石拡行１）、若林伸一１）、梶川 博１）  

翠清会梶川病院 脳神経外科１）、広島市立広島市民病院  

 脳神経外科 ２ ）、広島大学病院  脳神経外科 ３ ）、 JA 広島総合病院 

 脳神経外科４）  

9:10-9:40  

CAS①          座長：香川大学 脳神経外科 川西正彦 

05  ステント留置術で治療しえた症候性頸部頸動脈解離の 2 例 

杉本圭司、大洲光裕、神原瑞樹、高田大慶、永井秀政、秋山恭彦 

島根大学 医学部 脳神経外科 

06  頚部内頸動脈ステント留置術後ステント内急性閉塞を生じた 1 例  

大下純平、大庭信二、伊藤陽子、迫田英一郎、石原聡士 



独立行政法人国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 脳神経

 外科 

07 頚動脈ステント留置術後早期のステント内血栓症の一例  

   福井直樹、福田真紀、松岡賢樹、岡田憲二、石井隆之、森本雅徳   

   高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター 脳神経外科 

9:40-10:10  

CAS②          座長：マツダ病院 脳神経外科 中原章徳 

08  Protection device として FilterWire EZ を用いて頚動脈ステント留置術(CAS)を施

 行した 1 症例  

永田 学、小柳正臣、定政信猛、鳴海 治、沈 正樹、半田 明、山形 専 

倉敷中央病院 脳神経外科・脳卒中科 

09 内頸動脈狭窄症に対する FilterWire EZ と Carotid Wallstent による頸動脈ステン

 ト留置術 

佐藤浩一 1)、花岡真実 1)、田村哲也 2)、岡 博文 2)、三宅 一 2) 
徳島赤十字病院 血管内治療科 1)、徳島赤十字病院 脳神経外科 2) 

10 造影剤を使用せず頚動脈ステント留置術（carotid artery stenting：CAS）を施行

 した二症例 

 田中康恵、大田慎三、関原嘉信、石井則宏、中崎清之、佐藤倫由、中垣博之、 

 佐能 昭、後藤勝弥、大田泰正、栗山 勝   

 脳神経センター大田記念病院  

10:10-11:00  

動脈瘤                  座長：鳥取大学 脳神経外科 坂本 誠 

11 経皮的総頚動脈直接穿刺によるコイル塞栓術が有効であった破裂 IC-PC 動脈瘤の 2 

 例  

宮本健志、松原俊二、横須賀公彦、戸井宏行、松崎和仁、平野一宏、

 宇野昌明 

川崎医科大学脳神経外科              

12 右側大動脈弓に合併した破裂脳動脈瘤の１例  

一ノ瀬信彦 1)、磯部尚幸 1)、野坂 亮 1)、岐浦禎展 2)、坂本繁幸 2)、栗栖 薫 2) 

市立三次中央病院 脳神経外科 1) 、広島大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神

経外科 2) 

13 ヨード系造影剤のアレルギーが強く疑われる患者に、ガドリニウムを用いて脳動脈

 瘤塞栓術を行った一例  

宇野哲史 1)、吉岡裕樹 2)、坂本誠 1)、竹内啓九 3)、近藤慎二 1)、渡辺高志 1) 

鳥取大学医学部 1) 、鳥取県立中央病院 2) 、野島病院 3) 

14 内頚動脈‐前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤に対する脳血管内治療 

岡崎貴仁、大庭信二、渋川正顕、岐浦禎展、坂本繁幸、光原崇文、 品川勝弘、

津村 龍、江口国輝、富永 篤、杉山一彦、栗栖 薫 

広島大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科 



15 Vascular Reconstruction Device (Enterprise)の初期使用経験 

伊丹尚多、杉生憲志、徳永浩司、菱川朋人、大熊 佑、伊達 勲 

岡山大学大学院脳神経外科 

 

【第 12 回中国四国脳卒中研究会・第 19 回中国四国脳神経血管内手術 

 研究会共通プログラム】 

 

11:15-12:00 ハンズオン （3 階 301 会議室） 

 

12:00-13:00  

ランチョンセミナー（主催：第 12 回中国四国脳卒中研究会） 

      （コンベンションホール西（第 12 回中国四国脳卒中研究会会場）） 

                  座長：川崎医科大学 脳卒中医学教室 木村和美 

『脳卒中の画像診断：最近の進歩を中心に』 

          産業医科大学 放射線科学教室 教授 興梠征典 先生

                  共催：大塚製薬株式会社 

13:00-14:15  

内科系・外科系合同セッション『急性期血行再建』 

   （コンベンションホール西（第 12 回中国四国脳卒中研究会会場）） 

       座長：川崎医科大学 脳卒中医学教室  木村和美 

               座長：岡山大学大学院 脳神経外科  伊達 勲 

 

1. t-PA 静注療法の有効例における投与後 24 時間の臨床症状の推移 

野村栄一 1)、仲 博満 1)、今村栄次 1)、櫛谷聡美 1)、北村樹里 1) 、若林伸一 2)，

梶川 博 2) 

翠清会梶川病院 脳神経内科 1)、翠清会梶川病院 脳神経外科 2) 

2. 超急性期脳梗塞における血行再建療法～内科的立場から～ 
渡邉雅男 
川崎医科大学 脳卒中医学 

3. 急性期血行再建（外科的立場から） 

里見淳一郎、永廣信治 

徳島大学 脳神経外科 

4. 急性期頭蓋内動脈閉塞に対するバルーンカテーテルを用いた再開通療法： 

   岡山大学脳神経外科および関連病院における多施設共同研究の結果から 

徳永浩司、杉生憲志、吉野公博、寺井義徳、今岡 充、半田 明、広常信之、 

日下 昇、伊達 勲 

岡山大学大学院 脳神経外科 

 

    主催：第 12 回中国四国脳卒中研究会・第 19 回中国四国脳神経血管内手術研究会 



14:15-15:15 

特別講演              座長：岡山大学大学院 脳神経外科 伊達 勲 

『順天堂大学における脳動脈瘤治療の現況』 

   順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経外科学講座 准教授 大石英則 先生 

     共催:サノフィ・アベンティス株式会社 

 

15:15-15:20 休憩 

15:20-15:50 

AVF①      座長：徳島赤十字病院 血管内治療科 佐藤浩一 

16 頭部 MRA で硬膜動静脈瘻が疑われた 1 例  

春間 純、佐々木達也、田邉智之、村岡賢一郎、寺田欣矢、目黒俊成、 

廣常信之、 西野繁樹 

広島市立広島市民病院 脳神経外科 

17 両側視床病変を呈した硬膜動静脈瘻の 2 例 

政平訓貴、中城登仁、清水惠司 

高知大学医学部脳神経外科 

18 鬱血乳頭を呈した硬膜動静脈瘻の 4 例  

田村哲也１)、岡 博文１)、三宅 一１)、花岡真実２)、佐藤浩一２)、真鍋進治３)、 

森垣龍馬４)、里見淳一郎４)、永廣信治４) 

徳島赤十字病院脳神経外科１)、徳島赤十字病院血管内治療科２)、 

健康保険鳴門病院脳神経外科３)、徳島大学脳神経外科４) 

15:50-16:20  

AVF②               座長：川崎医科大学 脳神経外科 松原俊二 

19 受傷後 50 年が経過した外傷性 CCF の一例 

兼松康久 1)、里見淳一郎 1)、倉敷佳孝 1)、永廣信治 1)、佐藤浩一 2) 

徳島大学病院 脳神経外科 1)、徳島赤十字病院 血管内治療科 2) 

20 横・S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻（isolated sinus）に対し direct sinus packing を

 行った 3 例  

平下浩司、河内雅章、平松匡文、西田あゆみ、柚木正敏、吉野公博、

 藤本俊一郎 

香川労災病院 脳神経外科 

21 Onyx®を使用した脳動静脈奇形塞栓術  

川西正彦、矢野達也、新堂敦、河北賢哉、久松芳夫、岡田真樹、四宮あや、 

三宅啓介、香川昌弘、河井信行、田宮隆 

香川大学 脳神経外科 

16:20-16:25 閉会の辞            会長：岡山大学大学院 脳神経外科 伊達 勲 

 

 


