
 

プ ロ グ ラ ム 

 
開会の辞 会長：黒岩 敏彦（大阪医科大学 脳神経外科）（８：５５−９：００） 

 

 

一般口演 O1: 頸動脈ステント留置術（９：００−１０：１０） 

           座長：松本 博之（和歌山県立医科大学 脳神経外科）   

              高山 勝年（医真会八尾総合病院 脳血管内治療科）  
 
O1-1 頸動脈ステント留置後に対側半球の遅発性過潅流症候群が疑われた１例 

    藪内  伴成   近畿大学 医学部 脳神経外科 
 
O1-2 頚動脈ステント留置術後に過灌流症候群を呈した一例 

    山本  浩隆   神戸大学大学院 医学研究科 脳神経外科学  
 
O1-3 総頚動脈直接穿刺で実施した CAS における当施設での工夫 

    梶川 隆一郎   大阪大学 医学部 脳神経外科 
 
O1-4 Urokinase Coating Angioguard XP 使用症例における slow flow の検討 
    濱田 和秀    三重大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学 
 
O1-5 Angioguard XP / Precise を用いた CAS 成績と MRI plaque image の検討 

    市川 尚己    市立伊勢総合病院 脳神経外科 
 
O1-6 Angioguard XP での頸動脈ステント留置術の治療成績  
    中川 修宏    近畿大学 医学部 脳神経外科 
 
O1-7 内頚動脈狭窄症に対して全例 CAS で治療している立場からみた CAS high risk 

    津本 智幸    日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経外科 
 
 
シンポジウム S1: 頸動脈ステント留置術の治療成績向上のための選択肢 

        —いわゆる CAS high risk をどう治療するのかー   （１０：１０−１１：５０）   

          座長：坂井 信幸(神戸市立医療センター中央市民病院 脳卒中センター) 

             吉川 公彦（奈良県立医科大学 放射線科） 

 

基調講演１ 頸動脈プラークの性状診断 

    坂口 学    大阪大学 医学部附属病院 脳卒中センター 

 

基調講演２ CAS high risk とは？ 

    増尾  修    和歌山県立医科大学 脳神経外科 

 



S1-1 当院における頸動脈ステント留置術の治療成績 

         溝部 敬           姫路循環器病センター 脳神経外科 

 

S1-2  Angioguard XP を用いた頚動脈ステント留置術 連続 100 病変の検討 

         明珍  薫         医真会八尾総合病院 脳血管内治療科 

 

S1-3  いわゆる CAS high risk をどう治療するのか 

    岡田 英雄    和歌山労災病院 脳神経外科 
 
S1-4 Angioguard XP を用いた頚部頚動脈ステント留置術をいかに安全に行うか 

    今村 博敏    神戸市立医療センター中央市民病院 脳卒中センター 
 
 
ランチョンセミナー LS（１２：００−１３：００）                 

          座長：村尾 健一(城山病院 脳卒中センター)  

 

   頸動脈病変のための最新治療 

       演者：山﨑 義光  大阪大学先端科学イノベーションセンター 招聘教授 

共催：大塚製薬株式会社     

 
 
世話人会報告 （１３：１０〜１３：２０） 
 
 
一般口演 O2: 硬膜動静脈瘻ほか （１３：２０−１４：２０）  

           

          座長：中村  貢（兵庫県立姫路循環器病センター 脳神経外科） 

             天神 博志（京都第２赤十字病院 脳神経外科） 

 
O2-1 静脈性梗塞による痙攣重積で発症した海面静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例 
    石井 政道   和歌山県立医科大学 脳神経外科 
 
O2-2 経皮的経静脈的塞栓術で治療した isolated sinus S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻 の１例 

    笹森 寛生   城山病院 脳卒中センター 脳血管内治療科 
 
O2-3 硬膜動静脈瘻塞栓術における治療成績と経済性を考慮したコイル選択 

    林 健太郎   長崎大学 医学部 脳神経外科 

 
O2-4 眼症状を呈した頚部動静脈瘻の一例 

    重松 朋芳   神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 
 
O2-5 傍脊椎部動静脈瘻の一例 

    栗岡 宏樹   京都府立医科大学大学院 医学研究科 脳神経機能再生外科学  
 



O2-6 眼動脈を介した髄膜腫塞栓術３例の経験 

    三橋 豊    大阪市立大学大学院 医学研究科 脳神経外科  
 
 

一般口演 O3: 脳動静脈奇形ほか （１４：２０−１５：１０）  

          座長：小宮山雅樹 (大阪市立総合医療センター 脳神経外科) 

                          中澤 拓也 （滋賀医科大学 脳神経外科） 

 
O3-1 Leptomeningeal anastomosis を介した feeder を伴った AVM に術前塞栓術を施行した一例 

    横井 俊浩   滋賀医科大学 医学部 脳神経外科 

 
O3-2 小児 pial AVF の 1例 

    石黒 友也   大阪市立総合医療センター 脳神経外科  
 
O3-3 頭蓋内出血で発症した pial arteriovenous fistula(pAVF)の一例 

    井坂 文章   大阪赤十字病院脳神経外科 

 
O3-4 rt-PA 静注療法と経皮的脳血管形成術を並行して行った超急性期脳主幹動脈閉塞の 2症例 

    三宅 浩介   城山病院 脳卒中センター 脳血管内治療科 
 
O3-5 頭頸部血管内治療に於ける病変部到達法の再考察 ー 治療成績向上のための選択肢 

    大脇 久敬   医療法人 社団 洛和会音羽病院 脳神経外科 

 
 
一般口演 O4: 脳動脈瘤１ （１５：１０−１５：５０）  

          座長：津浦 光晴（日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経外科） 

             木下  章（河内総合病院 脳神経外科） 

 
O4-1 左顔面痙攣を呈した未破裂右椎骨動脈瘤に対して血管内治療が有用であった 1例 

    中川 一郎   奈良県立医科大学 脳神経外科 

 
O4-2 コイル塞栓術後に直達手術を併用した巨大血栓化椎骨動脈瘤の 1例 

    武本 英樹   和歌山県立医科大学 脳神経外科 

 
O4-3 動眼神経麻痺をきたした脳動脈瘤 5例の予後の検討 

    廣鰭 洋子   南和歌山医療センター 脳神経外科 
 
O4-4 Bi-plane, 3D-DSA のない条件下での動脈瘤コイル塞栓における一技術的・戦略的考察 

    大浦 義典   南和歌山医療センター医療センター 脳神経外科 

 
 
 
 
 



一般口演 O5: 脳動脈瘤２（１５：５０−１６：４０）  

          座長： 西尾 明正 (大阪市立大学 脳神経外科) 

              山下 耕助（市立岸和田市民病院 脳神経外科） 

 
O5-1 Matrix2 を用いた脳動脈瘤塞栓術の経験 

    中林 規容   市立四日市病院 脳神経外科、脳神経血管内治療科 

 
O5-2 Matrix2 コイルを用いた脳動脈瘤塞栓術における短期治療成績について 

    黒田 淳子   大阪大学医学部医学系研究科 脳神経外科学講座 

 
O5-3 脳動脈瘤コイル塞栓術後の抗血小板療法と neck remnant 増大との関連についての検討 

    尾崎 理賀   国立循環器病センター 脳神経外科 

 
O5-4 当施設の Paraclinoid internal carotid artery aneurysm に対する脳血管内治療の成績 

    藤本 憲太   大阪府立急性期総合医療センター 脳神経外科 
 
O5-5 Adjunctive technique を駆使した脳底動脈先端部動脈瘤に対する脳血管内治療 

    岡崎 貴仁   国立循環器病センター 脳血管外科 

 

 
シンポジウム S2: 脳動脈瘤コイル塞栓術の治療成績向上のための選択肢 

        —wide neck AN をどう治療するのかー   （１６：４０−１８：３０） 

           座長：寺田 友昭 (和歌山ろうさい病院 脳神経外科) 

              滝  和郎 （三重大学 脳神経外科） 

 
基調講演１ 脳動脈瘤塞栓術に用いられるコイル―特徴と使い分け― 

    藤中 俊之    大阪大学 医学部 脳神経外科 

 

基調講演２ 脳動脈瘤塞栓術に用いられる adjunctive technique について 

    佐藤 徹      国立循環器病センター 脳神経外科 

 
S2-1 「Wide neck aneurysm をどう治療するのか」Balloon-assisted technique の積極的活用 

         豊田 真吾          大阪脳神経外科病院 脳血管内治療センター 

 

S2-2  当院における wide neck aneurysm の治療 

         中澤 和智          城山病院 脳・脊髄・神経センター 脳血管内治療科 

 

S2-3  Wide-neck aneurysm の塞栓術 

    石井 暁       京都大学 医学部 脳神経外科 
 
S2-4 広頚脳動脈瘤塞栓術における治療成績向上のための選択肢 

    当麻 直樹     三重大学大学院医学系研究科 脳神経外科 

 

閉会の辞 会長 黒岩敏彦（大阪医科大学 脳神経外科） （１８：３０−１８：３５） 



タイムテーブル 
 
8:55〜9:00 開会挨拶 会長 黒岩敏彦 

9:00-10:10 一般口演       O１ 

  頸動脈ステント留置術 

  座長 松本 博之（和歌山県立医科大学） 

    高山 勝年（医真会八尾総合病院） 

10:10-11:50 シンポジウム     S１ 

  「頸動脈ステント留置術の治療成績向上のための選択肢」    

  いわゆる CAS high risk をどう治療するか   

  座長 坂井 信幸（神戸市立医療センター中央市民病院） 

    吉川 公彦（奈良県立医科大学） 

12:00-13:00 ランチョンセミナー：「頸動脈病変のための最新治療」         

演者 山﨑 義光（大阪大学先端科学イノベーションセンター） 

  座長 村尾 健一（城山病院 脳卒中センター） 

  共催          大塚製薬株式会社 

13:10-13:20 世話人会報告   

13:20-14:20 一般口演 O２ 

  硬膜動静脈瘻ほか 

 座長 中村 貢 （兵庫県立姫路循環器病センター）         

    天神 博志（京都第２赤十字病院） 

14:20-15:10 一般口演 O３ 

  脳動静脈奇形ほか 

  座長 小宮山雅樹（大阪市立総合医療センター） 

    中澤 拓也（滋賀医科大学） 

15:10-15:50 一般口演 O４ 

  脳動脈瘤１   

  座長 津浦 光晴（日赤和歌山医療センター） 

    木下   章（河内総合病院） 

15:50-16:40 一般口演       O５ 

  脳動脈瘤２   

  座長 西尾 明正（大阪市立大学） 

    山下 耕助（市立岸和田市民病院） 

16:40-18:30 シンポジウム S２ 

  「脳動脈瘤コイル塞栓術の治療成績向上のための選択肢」 

  ーwide neck AN をいかに治療するかー 

  座長 寺田 友昭（和歌山ろうさい病院） 

    滝  和郎（三重大学） 

18:30〜18:35 閉会挨拶 会長 黒岩敏彦 




