
第７回日本脳神経血管内治療学会関東地方会プログラム	 

2010 年 6 月 5 日（土）	 都市センターホテル	 

	 

8:30	 開会の辞	 第7回日本脳神経血管内治療学会関東地方会	 

会長	 渋谷	 肇	 

	 

8:35	 一般講演 A（脳動脈瘤）	 	 

座長	 	 東京慈恵会医科大学	 脳神経外科	 村山	 雄一	 

千葉大学	 脳神経外科	 小林	 英一	 

	 A-1	 使い慣れたコイルのみを使用した瘤内塞栓術	 

横浜市立大学附属市民総合医療センター	 脳神経外科	 間中	 浩	 

	 A-2	 多発性嚢胞腎に合併した脳底動脈先端部未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の検討	 

虎の門病院	 脳神経血管内治療科	 早川	 幹人	 

	 A-3	 局所麻酔で治療をなしえた破裂脳動脈瘤の 1例	 

東京警察病院	 脳卒中センター	 脳血管内治療部	 阿部	 肇	 

	 A-4	 超高齢者破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術	 

東京医科大学	 茨城医療センター	 脳神経外科	 大橋	 智生	 

	 A-5	 クリッピング後コイル塞栓術を追加した症例の治療経験	 

総合病院	 国保	 旭中央病院	 脳神経外科	 門岡	 慶介	 

	 A-6	 当科における脳動脈瘤コイル塞栓術再治療例の検討	 

埼玉医科大学	 国際医療センター	 脳血管内治療科	 落合	 育雄	 

	 A-7	 未破裂脳動脈瘤により生じた動眼神経麻痺に対するコイル塞栓術の効果	 

虎の門病院	 脳神経血管内治療科	 神谷	 雄己	 

	 

9:40	 一般講演 B（合併症）	 

	 座長	 	 美原記念病院	 脳神経外科	 赤路	 和則	 

	 土浦協同病院	 脳神経外科	 山崎	 信吾	 

	 B-1	 破裂前交通動脈瘤に対する塞栓術後に脳実質内血腫を併発した 1例	 

	 順天堂大学	 医学部	 脳神経外科	 野中	 宣秀	 

	 B-2	 破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後、再出血をきたした 1例	 

東京都保健医療公社	 東部地域病院	 脳神経外科	 三橋	 立	 

	 B-3	 コイル塞栓術 9年後に突然の激しい頭痛で発見された脳脳動脈瘤再増大の 1例	 

武蔵野赤十字病院	 脳神経外科	 原	 睦也	 



	 B-4	 脳動脈瘤コイル塞栓後に可逆性の遷延性意識障害と DWI 広範囲高信号を呈した 1例	 

湘南鎌倉総合病院	 脳卒中診療科	 岩田	 智則	 

	 B-5	 脳動脈瘤塞栓術後に造影剤によると考えられる一過性皮質盲を生じた 2例	 

武蔵野赤十字病院	 脳神経外科	 廣田	 晋	 

	 B-6	 1 本の coil で血栓化した前交通動脈瘤の再開通に Matrix	 2 で追加塞栓した 1症例	 

国立病院機構災害医療センター	 脳神経外科	 重田	 恵吾	 

	 B-7	 PICA を含む破裂解離性椎骨動脈瘤に対し瘤内部分塞栓と近位部塞栓を行った 1例	 

武蔵野赤十字病院	 脳神経外科	 佐藤	 洋平	 

	 

10:45	 一般講演 C（特殊な病態・腫瘍・CAS）	 	 

座長	 	 東邦大学医療センター大橋病院	 放射線科	 飯塚	 有応	 

宇佐美脳神経外科	 宇佐美	 信乃	 

	 C-1	 ステントで治療した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の 1例	 

	 土浦協同病院	 脳神経外科	 山田	 健嗣	 

	 C-2	 脳血管攣縮を伴った破裂 VA=PICA 動脈瘤塞栓術の 1例‐PTA は塞栓術前に行うべきか？	 

富士吉田市立病院	 脳神経外科	 今江	 省吾	 

	 C-3	 Biplane	 flat	 panel	 detector を用いた高倍率・高拡大撮影での脳動脈瘤塞栓術の有効性	 

東京警察病院	 脳血管内治療部	 金中	 直輔	 

	 C-4	 無水エタノール及び NBCA にて塞栓術を施行した高齢者随膜腫の 1例	 

日本医科大学千葉北総病院	 脳神経センター	 脳神経外科	 鈴木	 雅規	 

	 C-5	 Isolated	 sinus を呈する横・S状静脈洞硬膜動静脈瘻に対し NBCA にて塞栓した 1例	 

青梅市立総合病院	 脳神経外科	 山本	 崇裕	 

	 C-6	 CAS 後 3 日目に急性閉塞をきたした 1例	 

獨協医科大学	 脳神経外科	 荒川	 明子	 

	 C-7	 血便で発見された直腸癌術前に CAS を施行した両側頸動脈狭窄症の 1例	 

聖マリアンナ医科大学	 東横病院	 脳卒中センター	 脳卒中科	 渡邊	 裕文	 

	 

	 

11:55	 ランチョンセミナー	 共催	 ボストン・サイエンティフィック・ジャパン株式会社	 

座長	 	 日本大学医学部	 脳神経外科	 平山	 晃康	 

「NIRSの基礎と臨床：脳血管内手術の術中モニタリングに向けて」	 

演者	 	 日本大学医学部	 脳神経外科	 酒谷	 薫 

	 	 



13:40	 特別講演	 座長	 	 相模原協同病院	 脳血管内治療科	 渋谷	 肇	 

「脳動脈瘤コイル塞栓術：コイル選択と tips	 &	 pitfall」	 

	 演者	 	 社会保険小倉記念病院	 脳神経外科部長	 脳神経センター長	 中原	 一郎	 

	 

14:45	 シンポジウム I（コイル選択・adjunctive	 technique）	 	 

座長	 	 国立病院機構	 水戸医療センター	 脳神経外科	 園部	 眞	 

獨協医科大学越谷病院	 脳神経外科	 兵頭	 明夫	 

千葉県救急医療センター	 脳神経外科	 小林	 繁樹	 

	 S-1	 コイルの選択に苦慮した破裂動脈瘤急性期症例	 

	 千葉県救急医療センター	 脳神経外科	 小林	 繁樹	 

	 S-2	 コイルの留置に苦慮した脳動脈瘤の 1例	 

獨協医科大学越谷病院	 脳神経外科	 内田	 貴範	 

	 S-3	 Broad	 neck の動脈瘤に対する Adjunctive	 technique を用いた脳動脈瘤塞栓術	 

独立行政法人	 国立病院機構	 水戸医療センター	 脳神経外科	 加藤	 徳之	 

	 

15:45	 シンポジウム II（small	 aneurysm）	 	 

座長	 	 東邦大学医療センター大橋病院	 脳神経外科	 岩渕	 聡	 

武蔵野赤十字病院	 脳神経外科	 戸根	 修	 

東京医科大学	 脳神経外科	 橋本	 孝朗	 

筑波大学附属病院	 脳神経外科	 中居	 康展	 

	 S-4	 超小型破裂脳底動脈-上小脳動脈分岐部動脈瘤例	 

	 東邦大学医療センター大橋病院	 脳神経外科	 岩渕	 聡	 

	 S-5	 破裂 BA-AICA 微小脳動脈瘤のコイル塞栓術	 

筑波大学附属病院	 脳神経外科	 中居	 康展	 

	 S-6	 クモ膜下出血で発症した PICA 末梢部解離性動脈瘤	 

武蔵野赤十字病院	 脳神経外科	 戸根	 修	 

	 S-7	 ワイドネックの左 VA-PICA 未破裂脳動脈瘤の 1例	 

東京医科大学	 脳神経外科	 橋本	 孝朗	 

	 

16:45	 シンポジウム III（large/giant	 aneurysm）	 	 

座長	 	 老年病研究所附属病院	 脳神経外科	 内藤	 功	 

虎の門病院	 脳神経血管内治療科	 松丸	 祐司	 

順天堂大学	 医学部	 脳神経外科	 大石	 英則	 



獨協医科大学	 脳神経外科	 玉谷	 真一	 

	 S-8	 破裂脳底動脈先端部動脈瘤の 1例	 

	 獨協医科病院	 脳神経外科	 玉谷	 真一	 

	 S-9	 破裂脳底動脈先端部動脈瘤の 1例	 

老年病研究所附属病院	 脳神経外科	 宮本	 直子	 

	 S-10	 症候性部分血栓化巨大脳動脈瘤の一治療例	 

順天堂大学	 医学部	 脳神経外科	 山本	 宗孝	 

	 S-11	 増大する脳底動脈先端部動脈瘤に対するコイル塞栓術	 

虎の門病院	 脳神経血管内治療科	 松丸	 祐司	 

	 

17:45	 シンポジウム IV（AVF・頚部）	 	 

座長	 	 	 	 	 	 	 杏林大学	 脳神経外科	 小西	 善史	 

北里大学	 脳神経外科	 倉田	 彰	 

湘南鎌倉総合病院	 脳卒中診療科	 森	 貴久	 

東京警察病院	 脳血管内治療部	 佐藤	 博明	 

	 S-12	 治療に難渋した破裂中大脳動脈瘤	 

	 碑文谷病院	 脳神経外科	 大野	 晋吾	 

	 S-13	 治療方法選択に苦慮した外傷性 CCF の 1 例	 

	 	 碑文谷病院	 脳神経外科	 大野	 晋吾	 

	 S-14	 コイル留置に苦慮した外傷性 CCF の 1 例	 

都立墨東病院	 脳神経外科	 花川	 一郎	 

	 S-15	 アプローチが困難であった海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の 1例	 

日本大学	 医学部	 脳神経外科	 高田	 能行	 

	 S-16	 頸動脈内膜剝離術 8年後に出現した頸部動脈瘤例	 

湘南鎌倉総合	 脳卒中診療科	 岩田	 智則	 

	 

18:55	 閉会の辞	 第7回日本脳神経血管内治療学会関東地方会	 

会長	 渋谷	 肇	 


