
 1 

JR札幌駅

西15丁目 (市電 )

地下鉄東西線 大　通西 11丁目西 18 丁目

地
下
鉄
南
北
線

さ
っ
ぽ
ろ

至
　
新
さ
っ
ぽ
ろ

西
18
丁
目

西
17
丁
目

西
16
丁
目

西
15
丁
目

西
11
丁
目

至
　
宮
の
沢

至　真駒内

道立近代美術館
知事公館

地下鉄
４番出口

地下鉄
６番出口

地下鉄
５番出口

南１条

南２条

南３条

札幌医科大学附属病院

札幌医科大学

記念ホール

第 17 回	 

日本脳神経血管内治療学会北海道地方会	 
	 

会長	 荻野	 達也	 

（中村記念病院脳神経外科脳血管内治療センター）	 

	 

幹	 事	 

淺野	 剛，飯星	 智史，牛越	 聡，荻野	 達也，片岡	 丈人，久保田	 司，	 

西尾	 明正，野中	 雅，原口	 浩一，和田	 始（敬称略、五十音順）	 

	 

会期：平成 28 年 10 月 29 日(土曜日)	 11:00 より	 

会場：北札幌医科大学	 記念ホール	 

  

会場案内図	 
札幌医科大学	 記念ホール	 
札幌市中央区南 1 条西 18 丁目	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

地下鉄でお越しの場合	 	 最寄り駅：地下鉄東西線「西 18 丁目駅」	 

経路：札幌駅・大通駅から	 

南北線「さっぽろ」駅（JR 札幌駅直結）から「大通」駅（2 分）	 

「大通」駅で東西線「宮の沢」行に乗換え「西 18 丁目」駅（4 分）下車	 6 番出口より徒歩 5 分	 

市電でお越しの場合	 	 最寄り駅：「西 15 丁目」	 

経路：「西 4 丁目」駅から「西 15 丁目」駅（12 分）下車	 徒歩 2 分	 

バスでお越しの場合	 	 最寄りバス停：「医大病院前」	 

経路（札幌駅(バスターミナル)から、JR 北海道バス）：	 

JR 札幌駅「バスターミナル 7 番のりば	 」から、啓明線【51】「医大病院前」（10 分）下車	 

経路（桑園駅から、JR 北海道バス）：桑園駅(駅前ロータリー)から桑園円山線【桑 11】「医大病院前」(6 分)下車	 
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ご案内	 

  

１．参加受付	 

１）受付開始は 10:30 からです。プログラム開始時間が例年より早めになっておりますの

でお気をつけください。	 

２）受付にて配布する参加者カードに記入いただき、参加費 2,000 円をお申し出ください。	 

	 

２．座長および演者の方へ	 

１）一般演題は口演 6 分、質疑応答時間 2 分です。	 

２）発表時間は厳守してください。	 

３）会場でご用意する PC は Windows７、PowerPoint は 2003 以降のバージョンを使用しま

す。ご発表データは USB フラッシュメモリ、または CD-R にてご持参ください。	 

＜PC 持込について＞	 

動画をご使用の場合や、Macintosh の場合はご自身の PC をお持ち込みください。なお、コネクタの

形状は Mini	 D-Sub	 15	 ピンに限ります。	 変換ケーブルが必要な機種をご使用の場合は,必ず変換ケ

ーブルをご持参ください。原則として発表者ツールはご使用できません。	 

必ずバックアップ用のデータをお持ちください。	 

	 

４）発表の先生はプレゼンテーションの受付を早めに行い、動作を確認してください。	 

５）特にプログラム進行のアナウンスは行いませんので、座長・演者の先生は時間になりましたら

進行をよろしくお願いいたします。	 

	 

３．幹事会について	 

１）幹事会を 10:00 より 1 階会議室Ａにて行いますので幹事の先生はご出席をお願いいたします。	 

	 

４．その他	 

１）会場には来館者用の駐車場がございません。近くの有料駐車場をご利用いただくか、公共交通

機関を利用してお越しください。	 
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プログラム	 

	 

	 

開会の辞	 11:00ー11:05	 会長	 荻野	 達也	 

	 

Ⅰ．急性期血行再建	 11:05ー11:50	 

座長	 山崎	 貴明（函館脳神経外科病院）	 

	 

１．Stent	 retriever を用いたアテローム血栓性脳主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収術	 

札幌白石記念病院	 	 	 	 野村	 達史	 

	 

２．Solitaire 不成功例の検討	 

旭川赤十字病院	 	 	 	 櫻井	 寿郎	 

	 

３．頸動脈直接穿刺を行った血栓回収療法の 2 例	 

小樽市立病院	 	 	 	 川堀	 真人	 

	 

４．CT	 perfusion による ischemic	 core/penumbra 予測	 

札幌白石記念病院	 	 	 	 恩田	 敏之	 

	 

５.	 機械的再開通療法後の Post	 ischemic	 hyperperfusion に関する検討 
中村記念病院	 	 	 	 進藤孝一郎	 

	 

ランチョンセミナー	 12:00ー12:50	 

座長	 荻野	 達也（中村記念病院	 脳神経外科）	 

	 

脳卒中二次予防における DOAC の選択と最近の話題	 

社会医療法人医仁会	 中村記念病院	 脳神経外科部長	 脳卒中センター長	 	 	 	 上山	 憲司	 

	 

Ⅱ．腫瘍、シャント疾患、血管解剖	 13:00ー13:35	 

座長	 飯星智史（札幌医科大学）	 

	 

６．carotid	 blowout	 syndrome に対して covered	 stent で治療を行い救命し得た 1 例	 

旭川医科大学	 	 	 	 	 折本	 亮介	 

	 

７．進行期頭頚部癌に対する超選択的動注化学療法の検討	 

北斗病院	 	 	 	 有馬	 大紀	 

	 

８．上眼静脈が isolate された海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例	 

手稲渓仁会病院	 	 	 	 内田	 和希	 

	 

９．内頸動脈起始部欠損症の一例	 

帯広厚生病院	 	 	 	 金	 	 相年	 
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Ⅲ．画像診断 13:35ー14:20	 

座長	 和田	 	 始（旭川医科大学）	 

	 

10．脳動脈瘤に対する CFD 解析における形態学的影響因子に関する基礎的検討 
札幌白石記念病院	 放射線部	 	 	 	 笹森	 大輔	 

	 

11．Inhance	 3D	 Velocity を用いたステント内血流描出の取り組み	 

大川原脳神経外科病院	 	 	 	 渡邊	 まゆ	 

	 

12．造影剤注入条件が脳動脈瘤の描出に及ぼす影響：実験的検討	 

中村記念病院	 放射線診断科	 	 	 	 天野	 晴基	 

	 

13．3D プリンターを用いた脳血管内治療におけるマイクロカテーテル形成	 

釧路孝仁会記念病院	 	 	 	 高平	 一樹	 

	 

14．CFD 解析を用いた de	 novo	 aneurysm	 2 症例の検討	 

王子総合病院	 	 	 	 外山賢太郎	 

	 

Ⅳ．治療成績、合併症、術後評価	 14:20－15:05	 

座長	 長内	 俊也（北海道大学）	 

	 

15．当院における血栓回収療法の現状と初期治療成績	 

釧路孝仁会記念病院	 	 	 	 斎藤	 	 修	 

	 

16．90 歳以上のくも膜下出血患者に対する破裂脳動脈瘤塞栓術の治療成績	 

中村記念病院	 	 	 	 丸賀	 庸平	 

	 

17.頸動脈ステント留置術後に発症した片側可逆性白質脳症の一例 
苫小牧日翔病院	 	 	 	 菊地	 	 統	 

	 

18．未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術における CFD 解析を用いた術後予測の検討	 

札幌白石記念病院	 放射線部	 	 	 	 山下	 智文	 

	 

19．鎖骨下動脈狭窄、閉塞病変における血管内治療〜様々な工夫と椎骨動脈の保護、合併症予防	 

札幌医科大学	 	 	 	 在原	 正泰	 

	 

	 

Coffee	 Break	 15:05ー15:15	 
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Ⅴ．頸動脈病変	 15:15ー15:50	 

座長	 野村	 達史（札幌白石記念病院）	 

	 

20．頸部放射線照射後に生じた頸部頸動脈病変に対する血管内治療の検討	 

札幌医科大学	 	 	 	 栗原	 伴佳	 

	 

21．頸部内頸動脈狭窄症外科的治療における、再狭窄治療開始時期についての検討	 

旭川医科大学	 	 	 	 三井	 宣幸	 

	 

22．アスピリン抵抗性かつクロピドグレル抵抗性の症例に	 

	 	 頸動脈ステント留置術を施行した一例	 

中村記念病院	 	 	 	 遠藤	 英樹	 

	 

23．慢性期内頸動脈完全閉塞に対する再開通療法に難渋した一例	 

函館脳神経外科病院	 	 	 	 山崎	 貴明	 

	 

Ⅵ．脳動脈瘤	 15:50ー16:35	 

座長	 金	 	 相年（帯広厚生病院）	 

	 

24．Flow	 diverter の使用経験	 

函館新都市病院	 	 	 	 原口	 浩一	 

	 

25．動脈解離によるくも膜下出血に対して急性期に	 

	 	 stent	 assisted	 coil	 embolization を実施した 2 例	 

北海道医療センター	 	 	 	 下田	 祐介	 

	 

26．母血管径の細い動脈瘤に対する、ステント併用コイル塞栓術の 1 例	 

釧路孝仁会記念病院	 	 	 	 山科	 元滋	 

	 

27．留置後の Enterprise が動脈瘤内に滑落した広頚椎骨動脈瘤の一治療経験	 

市立函館病院	 	 	 	 對馬	 州一	 

	 

28．傍鞍部上向き脳動脈瘤に対して段階的に血管内治療を行った 3 例	 

札幌医科大学	 	 	 	 宮田	 	 圭	 

	 

Coffee	 Break	 16:35－16:45	 

	 

Ⅶ．特別講演	 16:45－17:45	 	 	 	 

座長	 荻野	 達也（中村記念病院）	 

	 

『硬膜動静脈瘻の診断と治療』	 

	 	 	 	 	 	 筑波大学附属病院	 脳神経外科准教授	 

鶴田和太郎	 

	 

閉会の辞	 17:45	 	 会長	 荻野	 達也	 
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１．	 

Stent retriever を用いたアテローム血栓性脳主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収術 

  

社会医療法人医翔会札幌白石記念病院	 脳血管内治療センター	 

○野村	 達史	 

	 

【はじめに】急性期脳主幹動脈閉塞の多くは心原性脳塞栓症であるが，時にアテローム血栓性脳主

幹動脈閉塞(AT)による症例を経験する．当院は stent	 retriever を第一選択として機械的血栓回収

術を行っている.Stent	 retriever を用いた，AT に対する血栓回収療法について検討したので，報告

する．【対象】Stent	 retriever を用いて機械的血栓回収術を行った 54 例中，心房細動の合併がな

く，臨床経過や造影所見から AT と診断された 8 例を対象とした．【結果】男性 7 例，女性 1 例，平

均年齢は 73 歳(54-89)，閉塞部位は内頚動脈	 C2 部 1 例，中大脳動脈	 M1 部 7 例．NIHSS と DWI-

ASPECTS の中央値はそれぞれ 9(4-16)，9(5-10)で rt-PA 静注療法施行は 1 例で施行した．	 再開通後，

全例で閉塞部位に一致した狭窄を認め，5 例（63%）で PTA を追加施行した．	 最終 TICI	 grade は，

TICI=3 が 7 例(88%)であった．退院時の mRS0-2 は 7 例（88%）であった．しかし，１例で治療６ヶ月

後に狭窄が進行し，bypass 術を必要とした．【結論】Stent	 retriever を用いた，AT に対する機械

的血栓回収術の成績は良好であった．しかし，術後残存狭窄の進行には，注意しなければならない．	 	 
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２．	 

Solitaire 不成功例の検討 

  

旭川赤十字病院脳神経外科	 

○櫻井	 寿郎	 

	 

はじめに：主幹動脈の急性閉塞に対して経皮的血栓回収療法は極めて有効な治療法である。とりわ

け Solitaire は、数々の RCT でその有効性が確立されているため、当科では第一選択としている。

一方で Solitaire のみでは再開通を得られない症例にも度々遭遇する。今回我々は当科で経験した

Solitaire 不成功例について検討したので報告する。	 

対象：2014 年 7 月以降に当科で経皮的血栓回収療法を施行した 80 例のうち、Solitaire で再開通が

得られなかった 12 例。	 

結果：7 例（58％）で回収時に強い friction が生じたため resheath を要した。最終的な再開通率は

TICI	 2B 以上が 10 例（83％）であったが、退院時の mRS	 2 以上の予後良好群はわずか 2 例（17％）

であった。死亡が 3 例おり、いずれも心不全が原因であった。Penumbra を用いて回収できた血栓は

いずれも硬かった。	 

結論：Solitaire 不成功例は高齢で重度の心不全が背景にある患者が多く、再開通までに時間を要し

てしまうことが予後不良の原因となっているものと思われた。	 
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３．	 

頸動脈直接穿刺を行った血栓回収療法の 2 例 

  

小樽市立病院	 

○川堀	 真人	 

	 

【はじめに】血栓回収療法のアプローチルートでは大腿動脈穿刺もしくは上腕動脈穿刺が選択され

るが、時にアクセス困難により目的血管に到達できない症例も存在する。今回我々はそのような症

例において頸動脈直接穿刺を用いて血栓回収を行った 2 例を経験したので報告する。	 

【症例】症例１：93 才女性。O2D60 分、NIHSS22 点、DWI-ASPECT10 点の右 IC 閉塞であった。右腕頭

動脈は分岐が低くかつ蛇行が強かったので、右上腕動脈よりアプローチしたがアクセス困難であっ

た。そこでエコーガイド下にテルモラジフォーカス 4Fr	 10cm を総頸動脈穿刺で内頸動脈に留置し、

Penumbra	 ADAPT と Trenumbra で TICI3 の再開通を得た。ADAPT の際に 4Fr シースが閉塞したためシ

ース先端部に血栓が詰まっている可能性を考え、シース先端を外頸動脈に移動しフラッシュするこ

とで血栓を外頸動脈に飛ばすことが出来たと考えられた。治療後頸動脈出血や腫脹による窒息回避

目的に鎮静・気管挿管を行い、シース抜去後 20 分の用手圧迫の後ネックカラー固定を翌日まで行っ

た。翌日 3DCTA で頸動脈の解離等が存在していないことを確認して鎮静解除・抜管を行った。その

後、頸動脈穿刺部に特に問題を認めなかった。	 

症例 2：82 才女性。O2D36 分、NIHSS23 点、DWI-ASPECT7 点の左 IC 閉塞であった。術前の大動脈弓 M

RA にて解離性大動脈瘤と思われる動脈の拡大が認められたため、頸動脈直接穿刺を選択した。エコ

ーガイド下にテルモラジフォーカス 6Fr	 10cm を挿入し、Penumbra	 ADAPT、Sonumbra を行ったが、造

影剤の血管外漏出を認めたため手技は途中で終了した（TICI0）。症例１と同様に術後管理を行い、

頸動脈穿刺部の問題は生じなかった。	 

【結語】アプローチ困難例では総頸動脈直接穿刺による治療も選択肢となり得る。	 
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４．	 

CT perfusion による ischemic core/penumbra 予測 

  

札幌白石記念病院	 

○恩田	 敏之	 

	 

目的	 脳主幹動脈閉塞急性期において CT	 perfusion(CTP)による ischemic	 core/penumbra 予測のため

の各種 parameter の有用性を検討した。	 

方法	 再開通治療を行い完全再開通が得られた症例において 24 時間後 DWI 陽性部を core と仮定し、

来院時 DWI、relative	 CBF	 ,absolute	 CBF,	 relative	 CBV,	 absolute	 CBV を ASPECTS にて比較した。

また、主幹動脈閉塞で完全閉塞のままの症例において、24 時間後 DWI 陽性部を Core	 +penumbra 領域

と仮定し、rCBF	 ,	 absolute	 CBF	 ,relative	 MTT,	 T	 max	 を同様に比較検討した。	 

対象	 2012 年 8 月から 2016 年 6 月までの主幹動脈閉塞症例。完全再開通 30 例（Door	 to	 recanaliza

tion	 time	 ,median	 103 分）。完全閉塞 10 例。	 

結果	 完全再開通症例の 24 時間後 DWI	 ASPECTS と各種 parameter の寄与率を求めると,来院時 DWI は

R2＝0.61 であり,CTP においては ab	 CBF	 15ml/100g/min	 の R²＝0.53 が最も高値であった。完全閉塞

例において 24 時間後 DWI	 ASPECTS と T	 max	 ＞6 秒が最も相関していた。(R²＝0.85)	 

考察	 CBF,	 CBV はそれぞれ core に相関しており入院時 DWI の代わりに用いることは可能と思われた。

また、T	 max＞6s	 がよく core+penumbra に相関していた	 

結論	 急性期主幹動脈閉塞症例において、CTP は侵襲が加わるものの MRI に比べ、短時間で有益な情

報が得られる。	 
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５．	 

機械的再開通療法後の Post ischemic hyper perfusion に関する検討 

  

中村記念病院	 脳神経外科	 

○進藤孝一郎	 

	 

（はじめに）脳塞栓症に対する機械的再開通療法後の post	 ischemic	 hyperperfusion(PIH)の頻度に

関しては言及している報告は少ない。（対象と方法）2003 年４月から 2015 年 12 月まで当院で施行

した血栓回収療法の連続 59 例中、TICI	 2b または 3 の再開通を得られ、かつ MRI・SPECT 検査を施行

し得た 28 例を対象とした。再開通から 24〜48 時間に 123I-IMP	 SPECT にて脳血流を定量し、再開通

が得られた領域の PIH の有無を評価した。対側比 100％以上を狭義の PIH、focal	 hyperperfusion を

広義の PIH と定義した。治療前の N	 IHSS や DWI-ASPECTS、発症から再開通までの時間と SPECT にお

ける hyperperfusion との関係について分析し、過灌流症候群の有無、脳梗塞の最終像との関係を評

価した。（結果）SPECT を行った時点で PIH であった症例は 18/28 例(	 64.2%、狭義 14 例	 広義 4 例)

で、SPECT で PIH を認めた症例の中で一過性の頭痛や意識障害など過灌流症候群と考えられた症例は

6/18 例(33.３%)であった。24〜48 時間後の PIH と術前の NIHSS、DWI-ASPECTS、再開通までの時間と

は相関は認められなかった。24~48 時間後の PIH を呈した領域は、6/18 例(33.3%)で最終的	 な梗塞

の範囲と一致していた。（結論）機械的再開通療法後 24〜48 時間の時点で PIH を呈している症例は、

64.2%に認められ、その 33.3%は症候性と考えられた。24〜48 時間後の SPECT にて PIH を呈している

領域は、救済し得た領域ではない場合がある。	 
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６．	 

carotid blowout syndrome に対して covered stent で治療を行い救命し得た 1 例 

  

旭川医科大学	 

○折本	 亮介	 

	 

【はじめに】Carotid	 blowout	 syndrome は、頭頸部癌患者に於ける頚動脈からの出血で、癌そのも

のや、化学療法、放射線治療後の放射線壊死による頚動脈壁損傷に起因し、死亡率は 60%と予後不良

である。我々は carotid	 blowout	 syndrome を発症し covered	 stent で止血処置を行った 1 例を経験

したので報告する。【症例】74 歳男性。右下咽頭癌に対して動注化学療法、放射線治療を行い、当

院耳鼻科に通院中であった。某日外来を受診、喉頭鏡下に処置中大量吐血し、出血性ショックを呈

した。CTA を施行し、Carotid	 blowout	 syndrome が疑われ、当該科と放射線科が相談の後、当科に

依頼となった。沈静、経口挿管、用手圧迫により止血しながら、造影すると右総頚動脈から造影剤

の血管外流出を認めた。Pumping による vital 維持、計 20 単位の赤血球輸血を要する大出血であっ

たが、発症より 3 時間後 covered	 stent を留置して止血が得られた。術後、覚醒が得られると顔面

を含む左片麻痺があり、右総頚動脈からの多量出血により、止血されるまでの間の右 ICA の循環不

全による右脳梗塞と判断した。症状は軽快し、1 か月間アスピリンを内服し、発症より 30 日後

MRS:3 でリハビリ継続目的に他院へ転院となった。【考察・結語】carotid	 blowout	 syndrome は、

直達手術の選択肢もあるが、本症例のように出血性ショックの状態では困難な事が多く、血管内治

療の有用性を再認識した。最終的には原疾患による腫瘍死を迎える事が多いが、Carotid	 blowout	 

syndrome はその前段階の局所の疾患であり、止血後はある程度の中期的予後も見込まれるため、積

極的に治療介入すべきである。但し、緊急時の確保、保険償還、長期的な Covered	 stent の開存性

と抗血栓薬使用などの問題も認識した	 	 
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７．	 

進行期頭頚部癌に対する超選択的動注化学療法の検討 

  

社会医療法人北斗	 北斗病院	 脳神経外科	 

○有馬	 大紀	 

	 

【背景・目的】頭頚部癌の治療において、病期が進行した例や手術によって重度の機能障害が予想

される例は、全身化学療法や放射線療法が治療の主体となる事が多い。今回、手術加療が困難と判

断された頭頚部癌 11 例に対して超選択的動注化学療法を行い、その効果について検討した。	 

【方法】当院の耳鼻咽喉科・口腔外科で選択的動注の適応と判断された頭頚部癌 11 例を対象とした。

血管撮影を行い、当該科担当医と相談して動注する血管を決定したのちに、シスプラチンを 30 分か

けて選択的に動注した。手技は 1-2 週間の間隔をおいて、平均 3.6 回（2-5 回）行われた。治療中は

放射線療法も併用され、効果については CT や MRI で経時的に確認した。十分な効果が得られたと判

断された時点で治療は終了した。	 

【結果】初回の手技からおよそ 2 週間程度で腫瘍縮小効果を肉眼的・画像的に確認出来た。11 例の

うち 3 例がいずれも全身転移が原因で死亡し、平均 28 ヶ月（18-36）の生存期間であった。生存 8

例について、経過観察期間は 1-72 ヶ月とばらつきはあるが、5 例では現在明かな病巣を認めていな

い。3 例では担癌状態で経過観察中である。死亡例・生存例で各 1 例ずつ、計 2 例で局所の再発を認

めた。抗がん剤投与中の疼痛・粘膜糜爛・皮膚潰瘍が副作用として確認されたが、脳梗塞・腎機能

障害・頭頚部局所の機能障害など、ADL や予後に関与するような重篤な副作用は認めなかった。	 

【考察】超選択的動注化学療法は通常の全身投与と比較して約 150 倍の濃度で抗がん剤を投与でき、

殺腫瘍効果が非常に高いと考えられる。扁平上皮癌に適応が限られることや、効果は局所的である

ことなど、治療については様々な制約もあるが、手術が困難である高度進行例の延命効果が期待で

き、根治にいたることもある有用な治療法であると考える。	 
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８．	 

上眼静脈が isolate された海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例 

  

手稲渓仁会病院	 脳神経外科	 

○内田	 和希	 

	 

【はじめに】海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の治療に際しては経静脈的塞栓術が第一選択となる。アプ

ローチルートとしては通常下錐体静脈洞経由で行われるが、しばしば下錐体静脈洞閉塞などにより

アプローチが困難となり、顔面静脈経由や上眼静脈直接穿刺によるアプローチも試みられる。今回

我々は血栓化により上眼静脈が isolate され、いずれのアプローチも困難な海綿静脈洞部硬膜動静

脈瘻に対し、下錐体静脈洞経由にて経静脈的塞栓術を行った症例を経験したので報告する。	 

【経過】69 歳男性。眼瞼浮腫、眼球結膜充血、複視が出現し当院眼科を受診。CT にて上眼静脈拡張

を認め、海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻が疑われたため当科紹介。脳血管撮影にて右内頚動脈の

inferolateral	 trunk と右正円孔動脈を流入動脈とし、海綿静脈洞と上眼静脈の移行部へ流出するシ

ャントを認めた。上眼静脈末梢部および海綿静脈洞は閉塞しており、上眼静脈は isolate されてい

た。眼瞼浮腫、眼球結膜浮腫・充血、眼球運動障害が増悪し、視力の低下も認めたため、脳血管内

手術を施行。閉塞した右下錐体静脈洞経由で経静脈的コイル塞栓術を行う方針とした。0.016GTwire

と Excelsior1018 を用いて、右下錐体静脈洞経由で閉塞した海綿静脈洞から上眼静脈へのルートを

探り、なんとか上眼静脈へマイクロカテーテルを誘導することができ、上眼静脈及び下眼静脈内に

コイル塞栓を行いシャントは消失した。術後症状は著明に改善した。	 

【考察】下錐体静脈洞が閉塞している症例は多いが、海綿静脈洞及び上眼静脈末梢側も血栓化によ

り閉塞し上眼静脈が isolate された形の硬膜動静脈瘻は比較的稀である。後方からも前方からもア

プローチが困難となるが、その場合でも下錐体静脈洞経由の治療が第一選択となる。文献的考察を

加えて報告する。	 	 
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９．	 

内頚動脈起始部欠損症の一例 

  

JA 北海道厚生連	 帯広厚生病院	 脳神経外科	 

○金	 	 相年	 

	 

内頚動脈欠損症は稀な血管奇形で，その頻度は 0.01％以下と報告され，内頚動脈の欠損には，完全

欠損と部分欠損があることが知られている．発生学上は，胎生 6 週頃の第 3	 動脈弓および背側大動

脈の末梢部分の消失ないし形成不全が原因とされる．先天性の内頚動脈の完全欠損は，CT における

頭蓋底部の頚動脈管の無形成もしくは低形成で確認可能である．血流勾配に影響を与えることで，

脳動脈瘤の形成からのくも膜下出血の発症等，脳卒中発作で発見されることのある完全欠損例とは

異なり，部分欠損例に関しては報告は少なく，さらに頚部内頚動脈のみの部分欠損の報告は少ない．

発生学的に，内頚動脈は総頚動脈から分岐する単一の血管ではなく，発生学的に異なる分節の連続

から成立しているとする概念（segmental	 identity）が P.L.	 Lasjaunias	 により提唱され，様々な

内頚動脈系の異常が発生した機序を考察する場合，種々な刺激や損傷機転の働いた分節が他の分節

とは異なる反応‐血管構築異常－を提示すると考えると理解が進みやすいことが，この概念が広く

浸透している理由と思われる．今回，我々は，頚部内頚動脈のみの欠損を来たし，外頚動脈を介し

て遠位部の内頚動脈に移行したと考えられる症例を経験した．発生学的考察を加え報告する．	 	 
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10．	 

脳動脈瘤に対する CFD 解析における形態学的影響因子に関する基礎的検討 

  

社会医療法人医翔会	 札幌白石記念病院	 

○笹森	 大輔	 

	 

[背景]	 近年，医用画像を利用した CFD 解析で血行力学的負荷を定量的に評価した報告が散見され，

壁面せん断応力（Wall	 Shear	 Stress：WSS）が脳動脈瘤の増大や破裂に強く関係しているという観

点では共通している．しかし，どのように関与しているかについては解析結果が一定していない．

原因の一つとして，CFD 解析の条件設定が適切でない可能性が考えられる．そこで Digital	 Phantom

を用いた形態学的影響因子の変化から,WSS の変動を解析したので報告する.[方法]	 123D	 Design	 

(Autodesk)を用いて,形態学的影響因子として Entrance	 length(EL),Vessel	 diameter(VD),Flow	 

angle(FA),Aneurysm	 size(AS),Neck	 diameter(ND)を変化させた Digital	 Phantom を作成し

た.hemoscope	 (EBM)を用いて CFD 解析を行い,脳動脈瘤の WSS 変動を評価した.[結果]	 EL は,親血管

径の 10 倍以上で WSS が最大一定値となった.VD の変化による WSS は,ND と同一の場合に最大値とな

った.FA は 180deg に近いほど WSS が高値を示した.AS は小さいほど,ND は大きいほど WSS は高値を示

した.[考察]	 安定した CFD 解析のために EL は,親血管径の 32.5 倍必要とされているが,医用画像に

適応するには現実的ではない.CFD 解析パラメータが安定する距離と解釈することが実用的とする報

告から,親血管径の 10 倍以上の距離とすることは妥当と考える.FA の変化は,脳動脈瘤の WSS を最大

で 33%変動させた.AS と ND による WSS 変動は，Parent	 vessel	 diameter のサイズを境界として，傾

向が変化する為，正確な Segmentation が求められる．[結論]	 医用画像の形態学的影響因子による

WSS の変動を理解することで、適切な条件設定が可能であることが示唆された.	 
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11．	 

Inhance 3D Velocity を用いたステント内血流描出の取り組み 

  

大川原脳神経外科病院	 放射線部	 

○渡邊	 まゆ	 

	 

【はじめに】ステント併用コイル塞栓術後の MRA ではステントのアーチファクトにより、通常用い

ている TOF 法ではステント周辺の血流の描出は難しい。近年 MRA の撮影方法に PC 法を用いると描出

出来るという報告があり、当院でもステントが挿入されている症例に対して施行し、各パラメータ

での描出能の違いや最適な条件の検討を行った。	 

【方法】GE 社製 1.5T	 SIGNA	 Explorer	 MR 装置を用いて３D-PC 法 Inhance	 3D	 Velocity を健常者数

例で撮影、Shim	 Volume の使い方や血流描出に関わるパラメータ（FA､VENC､TR､TE）の検討を行い、

条件の最適化をはかった。実際にステントが挿入されている患者で通常の TOF 法 MRA をコントロー

ルとして撮影し、ステント内の血流の比較を行い、描出能の評価をした。	 

【結果】コントロール画像と比較すると Inhance	 3D	 Velocity ではステント内の血流が良好に描出

された。撮影時間もほとんどかわりがなかった。	 

【考察】PC 法は通常では TOF 法よりも撮影時間が長く体動に弱いなどの欠点があるが、Inhance	 ３D

	 Verocity を用いた本方法では撮影時間にほとんど変わりはなく、また血流の描出能力も向上してい

た。今後、症例の積み重ねにより最適化した撮影方法を確立していきたい。	 
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12．	 

造影剤注入条件が脳動脈瘤の描出に及ぼす影響：実験的検討 

  

社会医療法人	 医仁会	 医療技術部	 放射線診断科	 

○天野	 晴基	 

	 

[背景・目的]	 当院では診断造影時は 4F、脳動脈瘤コイル塞栓術時は主に 6F のカテーテルを使用し

ている。上向きの未破裂内頸動脈瘤	 (C2)	 で 4F を使用した診断造影時では脳動脈瘤が充影されたが、

6F を使用したコイル塞栓術時は通常の注入条件にて脳動脈瘤の一部が造影されない症例を経験した。	 

そこでカテーテルサイズ、インジェクターの注入条件によって脳動脈瘤の描出に違いが生じるか検

討した。	 

[方法]	 上記の現象が起こる仮想動脈瘤ファントムと模擬血管を作製した。その模擬血管に 4F と 6F

のカテーテルをそれぞれ挿入し、内頚動脈と同等な流速の水を流しながら、インジェクターの注入

条件(注入速度、注入量)を変えて仮想動脈瘤の撮影を行った。得られた画像を比較、検討した。	 

[結果]	 4F の撮影において仮想動脈瘤全体が充影されたのに対し、6F の撮影において仮想動脈瘤の

一部が造影されない領域が存在した。6F の撮影で造影剤注入量を変化させても仮想動脈瘤全体を充

影させることができなかったが、造影注入速度を下げることによって仮想動脈瘤全体を充影させる

ことができた。	 

[考察]	 カテーテルの太さによるボーラス性の差と、瘤内の血液の比重と血管内の造影剤の比重の

差によって充影されない部分ができてしまうのではないかと考えられる。造影注入速度を下げるこ

とで瘤内と血管内の比重の差が小さくなっていくことで、動脈瘤全体を充影させることができると

考えられる。	 

[結語]	 6F の広径カテーテルで上向き未破裂内頚動脈瘤を充影するには造影注入速度を下げること

が有用であると考えられた。	 
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13．	 

3D プリンターを用いた脳血管内治療におけるマイクロカテーテル形成 

  

釧路孝仁会記念病院	 

○高平	 一樹	 

	 

はじめに：昨今普及しつつある 3D プリンターは、医療現場において診断の精度向上、治療前のシミ

ュレーション、医学教育やインフォームドコンセントなど多岐にわたる活用方法が期待されている。

今回、3D プリンターを用いた脳血管内治療におけるマイクロカテーテル形成について自経例をもと

に報告する。	 

方法・対象：当院にある 3D プリンター機は Tiertime 社製の UP	 BOX という本体価格 32 万円の機械

である。造形方法は熱溶解積層法（Melted	 Extrusion	 Modeling）であり、0.1mm から 0.4mm まで 0.

05mm ずつ積層ピッチを調節することが可能である。材料は Acrylnitrile,	 Butadiene,	 Styrene 共重

合合成樹脂（ABS）と Poly	 Lactic	 Acid ポリ乳酸（PLA）であり、血管モデルには通常 PLA を用いる。

頭蓋内内頚動脈であれば作成時間は約 40 分で費用は約 16 円である。今回、未破裂脳動脈瘤と硬膜

動静脈瘻における 3D プリンターを用いたマイクロカテーテル形成について検討した。	 

考察：術前血管撮影における 2 次元撮影像と 3 次元撮影像を参照にした場合、通常では動脈瘤や栄

養血管と母血管の位置情報、血管の屈曲を想像してマイクロカテーテルを形成する。しかし、3 次元

的な形状が必要な場合にはマイクロカテーテルの形成に難渋し、適した形状を得るまでに時間を要

することがある。3D プリンターを用いた場合、われわれはそれらの情報を直視下に理解することが

でき、術前に適したカテーテル形状を考察することで手技時間の短縮と治療の安全性や有効性を向

上させることができると考えられた。	 

結論：3D プリンターを用いることで血管構築を直視下に手にとって観察でき、術前にマイクロカテ

ーテル形成をシミュレーションできる点から 3D プリンターは脳血管内治療におけるマイクロカテー

テル形成に有用な可能性があると考えられた。	 
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14．	 

De novo aneurysm 2 症例の検討 

  

王子総合病院	 脳神経外科	 

○外山賢太郎	 

	 

破裂脳動脈瘤に対する治療後、新たな部位に形成される脳動脈瘤（新生脳動脈瘤：de	 novo	 cerebra

l	 aneurysm）はしばしば経験されるが比較的稀な病態である。しかし、くも膜下出血後の再発の原

因の一つとして重要である。	 

De	 novo	 aneurysm 発生のメカニズムとしては、空間的多発脳動脈瘤がタイムラグをおいて発生し、

後発する脳動脈瘤の発生前に既存の動脈瘤が破裂した、という考えと、先行する脳動脈瘤の治療が

脳血行動態を変化させ、他部位に動脈瘤新生を引き起こした、という２つのメカニズムがある。	 

今回、破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後治療後時間をおいて、de	 novo	 aneurysm を認めた２症

例を経験した。De	 novo	 aneurysm 発生前、発生後の CTA 画像から CFD 解析を行った。De	 novo	 aneu

rysm の発生した部位の以前の血行動態、また母血管の形状など種々の因子を検討した。	 

合わせて、過去の報告から破裂脳動脈瘤治療後の画像フォローの時期、モダリティ、頻度について

も検討した。	 
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15．	 

当院における血栓回収療法の現状と初期治療成績 

  

釧路孝仁会記念病院	 

○斉藤	 	 修	 

	 

【はじめに】当院が属する釧路・根室医療圏は人口約 32	 万人で、当院はその中心的な脳外科二次医

療機関であり現在脳血管内治療専門医が常勤する唯一の医療機関である。当院では 2015 年 5 月に Pe

numbra、2016 年 2 月に Trevo を導入し、現在まで 11 例に対して血栓回収療法を行った。少ない症例

数ではあるが、我々の初期治療成績について報告する。【対象と方法】2015 年 5 月～2016 年 7 月ま

で当院で血栓回収療法を施行した症例は 11 例であった。7 例は tPA 静注療法を併用し、1 例は市内

の関連病院からの drip,ship	 and	 retrieve の症例であった。また、2 例は院内発症であった。デバ

イスは Penumbra を第一選択として、再開通の得られなかった 1 例で Trevo を使用した。内頸動脈分

岐部狭窄を伴った 1 例で CAS を併用した。【結果】経過時間の平均は、発症から病院到着まで 92 分、

到着から画像診断開始まで 31 分、画像診断開始から動脈穿刺まで 91 分、到着から動脈穿刺まで 118

分、動脈穿刺から再開通まで 57 分、発症から再開通まで 260 分であった。再開通は、TICI	 3：5 例、

2b：2 例、2a：2 例、0：2 例であった。術後の mRS	 は 0-2	 が 4 例、3-6	 が 7 例であった。【考察】

穿刺から再開通までの時間や再開通率については、血栓回収療法を導入して初期の成績として概ね

許容できる成績と考える。病院到着から治療までの時間については症例毎のばらつきが大きく、安

定した治療成績を維持するには治療開始までの時間の短縮にむけた院内システムの整備も必要と考

える。	 
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16．	 

90 歳以上のくも膜下出血患者に対する破裂脳動脈瘤塞栓術の治療成績 

  

社会医療法人医仁会	 中村記念病院	 脳神経外科	 

社会医療法人医仁会	 中村記念病院	 脳血管内治療センター	 

○丸賀	 庸平、荻野	 達也、遠藤	 英樹、進藤孝一郎、上山	 憲司、大里	 俊明、中村	 博彦	 

	 

【目的】近年の超高齢社会において、90 歳以上の SAH 患者は稀ではない。90 歳以上で脳動脈瘤塞栓

術を実施した症例の治療成績を検討した。【対象】2012 年 4 月以降、当院で破裂脳動脈瘤塞栓術を

実施した 90 歳以上の SAH 患者 5 例。年齢は 90～93 歳、全例女性。Hunt	 &	 Kosnik	 grade は II が 4

例、III が 1 例。塞栓術は全例大腿動脈経由で行い、93 歳の 1 例を局所麻酔下に、他の 4 例は全身

麻酔下に実施した。【結果】2 例で当初アシストバルーンの使用を試みたが、バルーンカテーテルを

目的部位へ進めていく過程でガイディングシステムの下降を認め、使用を断念した。いずれもガイ

ディングシステムを進める段階で既に、若干難渋した症例であった。結果的に全例 simple	 

technique で行った。全例で良好な塞栓が得られ、再破裂を認めなかった。術後は腰椎穿刺による髄

液排除を適宜行った。1 例で症候性脳血管攣縮を認めたが、塩酸ファスジル動注などの対処により脳

梗塞を回避した。虚血性および出血性合併症を認めなかった。神経脱落症状を後遺した症例は無か

った。2 例が従来から居住されていた高齢者施設に直接退院された。2 例が回復期リハビリを経た後、

従来通りの高齢者施設および自宅へそれぞれ退院された。1 例がリハビリを継続中である。リハビリ

実施後および直近の mRS は 3 が 2 例、4 が 2 例、5 が 1 例であった。【結論】高齢者に見られるアク

セスルートの問題や頭蓋内動脈硬化性変化が手技に与える影響は存在し、治療戦略として simple	 

technique を選択せざるを得ない場合も多いと考えられた。再破裂防止と、周術期や血管攣縮期の治

療を適切に行うことで、90 歳以上という年齢であっても回復が得られる可能性は十分にあり、塞栓

術も有用な手段になり得ると思われた。	 
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17．	 

頸動脈ステント留置術後に発症した片側可逆性白質脳症の一例 

  

苫小牧日翔病院	 脳神経外科	 

○菊地	 	 統	 

	 

症例は 79 歳男性。右分水界領域の脳梗塞を発症し、症候性右内頚動脈狭窄症を指摘され当科紹介と

なった。脳梗塞発症から 6 週間経過後に頸動脈ステント留置術を施行した。術中の経過は特に問題

はなかったが、術後から少し興奮状態となり、翌日にかけて軽度の左片麻痺、半側空間無視が出現

した。MRI 検査では右後頭葉、頭頂葉、前頭葉白質に	 posterior	 reversible	 encephalopathy	 

syndrome	 (PRES)	 に特徴的な所見を認めた。コイル塞栓術後の PRES の報告は散見されるが CAS 後の

報告はこれまで稀である。右内頚動脈狭窄症による右半球の低灌流状態や脳梗塞発症後の脳血管内

皮細胞の障害を背景に、造影剤の毒性による血液脳関門の一時的破綻が関与しているものと考えら

れた。	 

文献的考察を加えて提示する。	 
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18．	 

未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術における CFD 解析を用いた術後予測の検討 

  

社会医療法人	 医翔会	 札幌白石記念病院	 放射線部	 

○山下	 智文	 

	 

【目的】未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術において、術前の瘤内流入比を CFD 解析より算出し、血流再

開通の一因にあたるか検討した．【方法】当院で未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術を施行し、2014 年 1

月～2016 年 6 月までに血管撮影にて再評価を行った 52 例を対象に後方視的に調査した（平均経過期

間 7.5 ヶ月）．再評価において造影剤の流入範囲が無変化のものを unchanged、減少を認めたものを

improved、増大を認め再治療必要とするものを major	 recurrence、必要としないもの minor	 

recurrence とし、更に前者 2 つを non	 recanalized、後者 2 つを recanalized とした．瘤内流入比

は動脈瘤内の流入量(mL/min)を母血管の流入量(mL/min)で除したものとした．【結果】non	 

recanalized 群と recanalized 群では、年齢、性別において差を認めなかった．Dome/Neck 比、アス

ペクト比、塞栓率では差を認めるも有意差はなかった(P>0.05)．最大径の平均、瘤内流入比では

recanalized 群が有意に高値を示した(P<0.05)．【結語】術後再開通の因子には wide-neck、large	 

size、低い塞栓率、terminal	 type などの報告があり、本研究でも一部でその傾向を認めた．また、

瘤内流入比が高い動脈瘤は術後再開通をきたしやすい傾向にあることを、有意差を持って示すこと

が出来た．これら危険因子を有する症例ではより塞栓率を高めるか、長期のフォローアップが必要

であることが示唆された．	 
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19．	 

鎖骨下動脈狭窄、閉塞病変における血管内治療 

〜様々な工夫と椎骨動脈の保護、合併症予防〜 

  

札幌医科大学脳神経外科学講座	 

○在原	 正泰	 

	 

はじめに）	 

鎖骨下動脈領域の血管内治療は、いまだに基本的な手技統一がなされておらず、順行性アプローチ、

逆行性アプローチが症例に応じて個々に選択され、椎骨動脈の保護デバイス（EPD）の必要性につい

ても標準化されているわけではない。今回当施設で経験した鎖骨下動脈狭窄、閉塞病変に対して血

管内治療を行った症例を後方視的に検討した。	 

対象）	 

2004 年 1 月―2016 年 3 月の約 12 年間で当施設で手技を行った 28 症例 30 手技につき、EPD 使用の有

無ならびに方法、周術期合併症等につき検討した。	 

手技）	 

bilateral	 approach（患側上腕、大腿動脈）、Pull	 Through 法を基本戦略にし、逆行性/順行性アプ

ローチを個々の症例で選択した。EPD 使用を原則としたがアプローチルートの制限や病変部位等によ

り手技煩雑化または不可能な場合には non	 protection とした。	 

結果）	 

67%に VA	 protection を併用した。術後に DWI 撮影した手技における高信号陽性率は 42％で、Protec

tion(+)の DWI 陽性率は 44％と protection(-)は 38％であった.	 

まとめ）	 

EPD 使用により DWI 陽性率の低減が期待されるが、いずれも無症候性病変であり許容できる結果であ

った。椎骨動脈のバリエーションやプラーク診断等により EPD の必要性につき個々に検討する必要

がある。手技成功率は 100％であったが、穿刺部合併症が 23％前後に認められることより十分に留

意すべきである。代表的症例を供覧する。	 
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20．	 

頚部放射線照射後に生じた頚部頚動脈病変に対する血管内治療の検討 

  

札幌医科大学脳神経外科	 

○栗原	 伴佳	 

	 

目的	 	 

頭頚部腫瘍に対する放射線治療後に頚部頚動脈の高度狭窄、閉塞、仮性動脈瘤などが起こる率は 15%

前後と報告され,	 経過観察中に最も注意が必要な合併症の 1 つと考えられている.血管病変は放射線

治療後,数年から数十年と長期間を経て出現し,症候性例は進行性であり治療が必要となる。今回、2

007 年以降当院で血管内治療を行った放射線照射後頚部頚動脈病変 8 症例 10 手技を検討し文献的考

察を加え報告する。	 

代表的症例	 

78 歳男性。昭和 63 年喉頭がん摘出術。その後放射線治療を行う。平成 2 年に局所再発し、喉頭全摘

出。平成 12 年脳梗塞を発症し精査にて両側頚部内頚動脈慢性閉塞を指摘、保存的治療を選択されて

いた。平成 27 年 1 月頃より右下顎部皮下に腫瘤が出現、徐々に増大し当科紹介受診する。造影 CT、

脳血管撮影では閉塞した右頚部内頚動脈遠位部に大きさ約 20mm の血栓化を伴う動脈瘤を認めた。血

管内治療を選択し、動脈瘤はダブルカテーテルにてコイル塞栓術を行い、外頚動脈遠位より総頚動

脈にかけて Wallstent を留置し手技を終了した。術後 1 年経過し再開通、腫瘤の減少を認め経過観

察中である。	 

	 

結語	 	 

放射線照射後に生じる頚部血管病変は高度狭窄、閉塞、仮性動脈瘤の病態を呈し、危険因子として

高齢、喫煙、虚血性心疾患が報告されている。放射線照射により動脈壁の炎症、壁構造の脆弱化が

誘因となることが病理学的にも解明されており、通常の動脈硬化性変化と相違している。治療には

脆弱な瘤壁の剥離操作による出血など重篤な合併症をきたす可能性があり、外科的治療は選択され

にくい。近年は低侵襲な血管内治療による報告が増加し、成績も良好である。放射線誘発性頚部頚

動脈病変について我々の経験を踏まえて考察する。	 
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21．	 

頚部内頸動脈狭窄症外科的治療における、再狭窄治療開始時期についての検討 

  

旭川医科大学脳神経外科	 

○三井	 宣幸	 

	 

頚部内頸動脈狭窄症に対する内頸動脈内膜剥離術（CEA）後の再狭窄の報告は一般に、術後 1 年は約

10％程度でその後は NASCET50%以上の狭窄は約 20%にも及ぶとの報告がある。また、ステント留置術

後の再狭窄は 2〜7％に起こるとされ、症候性ステント内血栓の頻度は 0.5〜2％で無症候性を含める

と 20〜40％と報告されている。そこで、当院における 2010 年 4 月から 2016 年 8 月までの、当院で

頚部内頸動脈狭窄症に対し外科的治療を行った、120 病変 108 症例，CAS:80 病変 77 症例，CEA:40 病

変 40 症例、CAS 群は症候性 39 症例，無症候性 41 症例、CEA 群は、症候性・無症候性共に 20 症例を

対象として、再狭窄およびステント内血栓/プラーク突出例の要因と再治療の治療時期に関し検討し

た。CEA 施行後の周術期にプラーク残存によるものと思われる再狭窄が１例、flap を形成した症例

が１例であった。いずれも、ステント留置術を１ケ月内に施行した。CAS 施行後に、内皮肥厚による

と思われる再狭窄は 2 例で、１例は他院で CEA 施行後に再狭窄が生じステント治療を施行するも同

部位が再々狭窄し２年後に PTA を追加した症例で、もう１例は脳梗塞亜急性期に CAS を施行し 4 年

の経過で狭窄したためステントを追加した症例であった。周術期にステント内血栓/プラーク突出を

生じ内科的治療で消失した症例が１例、ステント治療を追加したものが１例であった。3D-CTA/MRA

で計測したプラーク長軸長，エコー検査で評価した NASCET,	 Area,	 治療前後の PSV,	 使用ステント

など様々なパラメーターで検討したが有意な発症要因とはならなかったが、エコー所見の経時的変

化が治療開始時期の判断する契機になると考えられた。症例を提示し文献的考察を加え報告する。	 
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22．	 

アスピリン抵抗性かつクロピドグレル抵抗性の症例に 

頸動脈ステント留置術を施行した一例 

  

中村記念病院	 脳神経外科	 

○遠藤	 英樹	 

	 

【はじめに】脳血管内治療における抗血小板療法は重要であり、近年ではアスピリン 100	 mg/day，

クロピドグレル 75	 mg/day による二剤併用（dual	 antiplatelet	 therapy:	 DAPT）とすることが多い。

一方、抗血小板薬に抵抗性または過敏性を示す症例が存在することが分かっており、それぞれ虚血

性合併症，出血性合併症に関与する可能性がある。また、抗血小板薬の効果判定に VerifyNow の有

用性が報告されている。VerifyNow では Aspirin	 Reaction	 Units	 (ARU),	 P2Y12	 Reaction	 Units	 (P

RU),	 Base,	 %	 Inhibition が測定される。今回、われわれはアスピリン抵抗性かつクロピドグレル抵

抗性の症例に頸動脈ステント留置術（carotid	 artery	 stenting:	 CAS）を施行し、良好な結果を得

た一例を経験したので報告する。	 

【症例】77 歳，男性。2 年前に脳梗塞の既往があり、クロピドグレル 75	 mg/day を内服中であった。

左片麻痺が出現したため、当院へ救急搬送された。脳梗塞と診断し、rt-PA 静注療法を行い、症状は

改善した。右頸部内頸動脈狭窄症が原因であり、アスピリン 100	 mg/day を追加して DAPT とし、CAS

を計画した。約 1 ヶ月後、治療 2 日前の VerifyNow 検査結果は ARU	 591,	 PRU	 244,	 %	 Inhibition	 0%

であった。アスピリン抵抗性かつクロピドグレル抵抗性と考え、シロスタゾール 200	 mg/day を追加

した。治療時にはオザグレルも投与した。予定通り、CAS を施行し、良好な拡張を得た。治療後 7 日

目の VerifyNow 検査で ARU	 488,	 PRU	 26,	 %	 Inhibition	 91%となったため、シロスタゾールを中止し

た。周術期合併症は認められなかった。	 

【結語】アスピリン抵抗性かつクロピドグレル抵抗性の症例に対して CAS を施行した一例を報告し

た。シロスタゾール，オザグレルの追加投与が有用であった。シロスタゾールを追加した場合、治

療後に PRU 低値となる可能性があり、注意が必要である。	 
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23．	 

慢性期内頚動脈完全閉塞に対する再開通療法に難渋した一例 

  

函館脳神経外科病院	 脳卒中センター	 

○山崎	 貴明	 

	 

近年慢性期内頚動脈完全閉塞に対する血管内治療が行われるようになってきている。今回我々は治

療にやや難渋した症例を経験したので報告する。症例は 66 才男性、2 週間前より左上肢の脱力感、

しびれを自覚した。物を落とすなどの症状もあり近医内科を受診、当院紹介となる。頭部 MRI では

右深部白質から border	 zone に梗塞を認め、MRA では右頚部内頚動脈閉塞、左頚部内頚動脈高度狭搾、

未破裂前交通動脈瘤を認めた。既往に高血圧症ならびに未治療の糖尿病を認めた。入院後より DAPT

(バイアスピリン 100mg,	 プラビックス 75mg)の投与ならびにアルガトロバンによる点滴加療を開始

した。脳血管造影では右内頚動脈は頚部で閉塞していたが眼動脈を介し petrous	 portion までの逆

流を確認できたため順行性の血行再建は可能と考えられた。局所麻酔下右大腿動脈よりアプローチ、

9Fr	 OPTIMO を右総頚動脈に、Gurdwire を外頚動脈起始部に留置して左大腿静脈と filter を介して f

low	 reversal 回路を作成。4Fr	 Tempo4 を軸に SURF	 0.035-in	 guidwire で閉塞部位を探ると比較的

容易に病変を通過、開存している petrous	 portion まで抵抗なく guidwire ならびに	 Tempo4 が誘導

できた。Gurdwire	 300cm を Tempo4 の中を通して distal に誘導,total	 protection 下で PTA を dista

l から順次行い良好な拡張を得た。外頚バルーンを抜去して distal	 protection 下で Precise10×40

mm を頚部閉塞部位に留置した。吸引カテーテルを誘導し protection バルーンの直下で吸引をかけて

も吸引ができず、吸引カテーテルから撮影するとステントの distal で flow が停滞していた。そこ

で先ほどのステントの distal に Precise7×40mm を展開した。しかしこれでも血流改善得られず、p

etrous	 portion でも血流停滞がみられ、待機するも改善なく悪化、やむなくこの部位に Enterprise

2	 4×39mm を留置したところ良好な順行性の血流が得られた。結語：慢性閉塞に対する順行性血行

再建では、頚部の閉塞によるものが多いが、病変の distal にも問題が起きることがあるため、治療

に当たる際は十分な準備が必要である。	 
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24．	 

Flow diverter の使用経験 

  

函館新都市病院	 

○原口	 浩一	 

	 

【はじめに】大/巨大動脈瘤はサイズ、部位によって開頭クリッピング術の難易度が上昇するため、

しばしばコイル塞栓術が選択される。しかしコイル塞栓術では完治できないことがあり、とくに血

栓化を伴う瘤では再開通率が高く治療に難渋する。クリッピング困難部位（海綿静脈洞など）では H

igh-flow	 bypass も考慮されるが侵襲が大きい。Flow	 diverter が本邦でも使用可能となり、治療経

験を報告する。	 

【Case	 1】74 歳、女性。外転神経麻痺による複視を主訴に他院受診、当院に紹介となった。検査に

て長径 25.9mm のワイドネック右内頚動脈海綿静脈洞部動脈瘤を認め、全身麻酔下に PIPELINE	 FLEX®

	 3.75mm×25mm を動脈瘤ネックをカバーするように留置し、良好な整流効果を認めた。術後外転神経

麻痺の一時的悪化と顔面痛を認め、CT では瘤内の血栓化を認めた。	 

【結語】従来の方法では治療困難な動脈瘤に対し、Flow	 diverter は有用な治療法である。	 
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25．	 

動脈解離によるくも膜下出血に対して急性期に  

stent assisted coil embolization を実施した 2 例 

  

北海道医療センター	 脳神経外科	 

○下田	 祐介	 

	 

【背景】くも膜下出血 SAH で発症した動脈解離の急性期治療としてコイルによる internal	 trapping

の有用性は確立されているものの，術前からの DAPT が必須となる急性期 stenting の安全性は確立

されているとは言えない．急性期に stent	 assisted	 coil	 embolization	 を実施し奏功した 2 例を経

験したので，その有用性に関して治療戦略を交えて報告する．【症例 1】43 歳	 女性．SAH（WFNS	 

Grade	 V）発症 3 日後に前医から救急搬送．左椎骨動脈 VA から脳底動脈にかけての約 10mm に及ぶ動

脈解離．同日 Aspirin と Clopidgrel を loading	 dose し，解離部分に Enterpise を留置した後，偏

心性に存在する膨隆部分を coil で塞栓した．血管内治療に伴う合併症なく経過し mRS	 0 で退院．術

後 22 ヵ月の経過で再発はない．【症例 2】53 歳	 女性．SAH（WFNS	 Grade	 II）発症翌日に前医から

救急搬送．右 VA に約 8mm のふたつの瘤を有する解離性動脈瘤を認めた．対側の VA の状態を考慮し，

右 VA を温存する方針とし，1 期目は破裂点のみを coil 塞栓．30	 日後，水頭症の出現がないことを

確認し Aspirin と Cilostazol での DAPT 下で 2 期目の治療として LVIS	 Jr.	 を用いた	 stent	 

assisted	 technique で真腔を温存するように coil 塞栓を追加した.	 血管内治療に伴う合併症なく

mRS	 0 で退院し，術後 3 ヵ月の経過で再発なく経過している．【結語】患者背景によっては，急性期

に stent	 assisted	 coil	 embolization	 を考慮しても良いと思われた．	 	 
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26．	 

母血管径の細い動脈瘤に対する、ステント併用コイル塞栓術の１例 

  

釧路孝仁会記念病院	 脳神経外科	 

○山科	 元滋	 

	 

緒言：low	 profile	 visualized	 intraluminal	 support	 stent(LVIS	 stent)は 2015 年に国内承認さ

れたコイル塞栓支援ステントである。今回 LVIS	 Jr.を併用し治療した椎骨動脈瘤の 1 例を報告する。

症例：57 才、男性。頭部 MRA で右椎骨動脈瘤が偶発的に見つかった。瘤は 5.0mm	 x6.7mm、ネック

3.9mm。瘤近位側から PICA、遠位側から anterior	 spinal	 artery(ASA)が 10mm 以上離れた位置で分

岐し、瘤近傍から穿通枝も分岐していた。母血管径は 1.5mm。右椎骨動脈は対側に比べ低形成で、

4Fr 診断カテーテルにより造影剤のわずかな滞留が生じた。MRI で動脈解離を示唆する所見は認めな

い。ASA、穿通枝の閉塞を回避するためにはステント併用による母血管温存が必要と判断した。治

療：右椎骨動脈が低形成のため、5Fr ガイディングカテーテルを選択した。0.010inch	 300cm マイク

ロガイドワイヤーを後大脳動脈に留置し母血管を確保し、母血管へのコイル突出を最小限に瘤内塞

栓を行い、最後にステント展開を計画した。しかし、フレーミングコイルが母血管へ容易に逸脱し

たため、母血管温存は困難と考えトランスセルを選択した。LVIS	 Jr.	 2.5mm	 x17mm の展開は容易で、

透視下での視認も可能であった。0.014inch ガイドワイヤー先行で Headway17	 Pre-shaped45°をト

ランスセルに誘導したが、マイクロカテーテルの動きはスムーズであった。瘤内塞栓を追加し手技

を終了。ASA、穿通枝ともに温存され、術後脳梗塞も出現しなかった。結語：母血管径 1.5mm でも

LVIS	 Jr の留置は可能で、Headway17 はストラットを抵抗なく通過した。本症例はステント留置部が

直線的であったが、屈曲が強い細い血管でのステントの展開については、慎重な判断が必要と考え

る。母血管の長期開存が得られるかも重要な点と考えられた。	 
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27．	 

留置後の Enterprise が動脈瘤内に滑落した広頚椎骨動脈瘤の一治療経験 

  

市立函館病院	 脳神経外科	 

○對馬	 州一	 

	 

動脈瘤用ステントは広頚動脈瘤に対する塞栓術において安全かつ有用な device として広く普及して

いる。しかしコイル同様、migration が生じた場合には血管内異物となり、重篤な血栓塞栓性合併症

を引き起こす危険性を持った device でもある。今回未破裂の広頚椎骨動脈瘤に対し Enterprise を

用いて治療中、留置後のステントが動脈瘤内へ滑落した症例を経験したので報告する。症例は 67 歳

男性、左椎骨動脈の後下小脳動脈末梢に 12.5×9×10mm の紡錘状動脈瘤が認められコイル塞栓術を

行った。母血管全体が紡錘状に拡張しており、Neck 部分は 12mm で stent	 assist	 technique が必要

だった。動脈瘤遠位の椎骨動脈から 28mm の Enterprise を留置したが、ステント長が不足し頸部の

カバーが不十分となった。ステントを追加するため先に留置した Enterprise の内腔を確保しようと

した際、ステントの近位端が動脈瘤内に滑落した。近位側からはステント内腔の確保が困難となっ

たため、反対側の椎骨動脈から椎骨動脈合流部を経由してステント内腔の確保を試みた。マイクロ

ガイドワイヤーは CHIKAI	 14	 black を用い、先端形状をステント内径より大きめのＪ型に形成した。

ガイドワイヤー先端の動きに注意しながら何度かワイヤーを出し入れしステント内腔を確保するこ

とができた。Cone	 beam	 CT で確認後、先に留置したステントの近位側に stent	 in	 stent の形で

Enterprise を追加留置し、その後動脈瘤塞栓を完遂することができた。本症例における術中手技や

トラブル発生時の対応について検討した。	 

	 	 



 33 

28．	 

傍鞍部上向き脳動脈瘤に対して段階的に血管内治療を行った 3 例 

  

札幌医科大学脳神経外科学講座	 

○宮田	 	 圭	 

	 

はじめに)	 傍鞍部上向きに発生する動脈瘤は早期再開通や compaction、再増大をきたしやすく治療

の困難な部位の一つである。今回我々は二期的に治療を行った 3 例を経験したので報告する。症例

１）59 歳女性、最大径 7mm	 wide	 neck の未破裂脳動脈瘤。当初は neuroform	 stent	 による stent	 as

sisted	 technique	 (SAT)で治療を行ったが再増大と再開通をきたし、9 ヶ月後に standard	 coil を用

いた framing と tight	 packing を行い、寛解を得た。症例２）39 歳女性、不整形 9mm の bleb を伴う

wide	 neck 破裂脳動脈瘤。急性期は balloon	 neck	 remodeling	 (BNR)による bleb を中心とした piece

meal 塞栓術を行ったが、一部 dome	 filling をきたしたため、発症 1.5 か月後に simple	 technique

で packing を追加した。症例３）78 歳女性、最大径 15mm の bleb を有する wide	 neck	 破裂脳動脈瘤。

Double	 catheter	 technique	 (DCT)+	 BNR で治療を計画したが neck	 bridge できず、超急性期に bleb

のみ塞栓を行った。翌日より DAPT を開始し発症 8 日後に LVIS	 blue	 stent による DCT+SAT を追加し

た。まとめ)	 同部位は解剖学的特徴から密な塞栓が困難で adjunctive	 technique を要することが

多い。特に急性期では一期的な根治術が困難な場合が多いため、二期的な治療戦略は検討に値する。	 
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NPO 法人日本脳神経血管内治療学会北海道地方会細則	 
	 

	 

（目的）	 

第 1 条	 この細則は、NPO 法人日本脳神経血管内治療学会（以下学会）の北海道地方会に関し、

必要な事項を定める。	 

（事務局）	 

第 2 条	 北海道地方会の事務を処理するため、中村記念病院脳神経外科内に事務局を置く。	 

（会員）	 

第 3 条	 北海道地方会の会員は、地方会正会員とする。	 

２	 北海道地方会正会員は、次の各号に定める者とする。	 

(1)	 北海道に連絡先（勤務または在住）を定める学会の正会員。	 

(2)	 北海道に連絡先（勤務または在住）を定める者で、地方会に入会した者。	 

（役員）	 

第 4 条	 北海道地方会に次の地方会役員を置く。	 

(1)	 地方会幹事	 若干名（うち代表幹事１名）	 

(2)	 地方会事務局長	 １名	 

(3)	 地方会監事	 若干名	 

（役員の任期と選任）	 

第 5 条	 北海道地方会幹事は北海道の医療機関で脳血管内治療に従事する学会指導医とする。こ

れを辞退する場合、地方会事務局に申し出ること。代表幹事、事務局長、監事は任期を２年と

し、幹事会にて選出し、再任を妨げない。	 

２	 学術集会担当幹事（会長）は、北海道地方会正会員の中から幹事会の議を経て選任する。	 

(幹事会)	 

第 6 条	 幹事会は幹事をもって構成する。	 

２	 幹事会の議長は、代表幹事が務める。	 

３	 監事、学術集会担当幹事予定者は、幹事会に出席し、議長の許可を得て意見を述べる事が出来

るが、議決権を有しない。	 

第 7 条	 幹事会は、以下の場合に開催する。	 

(1)毎年１回、地方会学術集会開催時	 

(2)代表幹事が必要と求めた時	 

(3)幹事の３分の１以上から開催の要請があったとき	 

第 8 条	 幹事会における議決には、出席者の過半数をもって決するものとする。	 

幹事会は電子メール会議によって議決出来る。議決に要する条件は、前項と同じとする。	 

第 9 条	 事務局は、幹事会の議事録を作成し、議長および幹事会で選任された議事録署名人の記

名を受ける。	 

（会費）	 

第 10 条	 地方会正会員の年会費は 1000 円とする。	 

(1)地方会年会費は、学術集会開催時に徴収する	 

(2)地方会年会費未納分は、最大過去二年分をさかのぼって徴収する	 

（補助金）	 

第 11 条	 地方会の運営のための補助金を交付する。その金額、支給方法は学会理事会で決定す

る。	 

（管理、運営）	 

第 12 条	 北海道地方会は、年１回の北海道地方会総会を開催しなければならない。	 
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（経費、報告）	 

第 13 条	 地方会の運営にかかる経費は、次の各号に掲げる金品をもって支弁する。	 

(1)	 学会からの補助金	 

(2)	 地方会年会費	 

(3)	 地方会が徴収する寄付金	 

(4)	 地方会学術集会参会費(1000 円とする)	 

(5)	 その他	 

第 14 条	 各地方会の代表幹事は、次の各号に掲げる書類を、年に 1 回、学会理事長に提出しな

ければならない。ただし変更のないものはその限りではない。	 

(1)	 会員名簿	 

(2)	 役員名簿	 

(3)	 事業計画書及び収支予算書	 

(4)	 事業報告書及び収支決算書	 

(5)	 地方会規則	 

（変更）	 

第 15 条	 この細則の改廃には、北海道地方会幹事会の承認を得なければならない。本会会則は

幹事会において出席者の２分の１以上の賛成をもって変更する事が出来る。	 

（雑則）	 

第 16 条	 この細則に定めるものの他、北海道地方会の運営に必要な事項は北海道地方会が定め

る。	 

	 

附則	 

1	 制定 2013 年 11 月 20 日。	 

	 	 この細則は 2013 年 11 月 20 日から施行する。	 

2	 地方会の名称と管轄する地域は以下のとおりとする。	 
	 

地方会の名称	 管轄する地域	 

北海道地方会 1	 北海道	 

東北地方会	 7	 
青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、	 

山形県、新潟県	 

関東地方会	 8	 
群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、	 

東京都、神奈川県、山梨県	 

中部地方会	 8	 
静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、長野県、	 

富山県、石川県、福井県	 

近畿地方会	 6	 
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、	 

和歌山県	 

中国四国地方会 9	 
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、	 

香川県、徳島県、愛媛県、高知県	 

九州地方会	 8	 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、	 

宮崎県、鹿児島県、沖縄県	 
	 

3	 地方会への補助金は、年額 100,000 円とする。	 

4	 地方会正会員が、理由を明記した変更願いを異動先の地方会事務局に提出し認められた場合

は、所属地方会を変更することができる。ただし、学会の正会員が所属地方	 

会を変更する場合は、学会事務局に届け出ることとする。	 

5	 複数の地方会に地方会正会員として所属することはできない。	 
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歴代会長一覧	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第1 回 会長 瓢子 敏夫 中村記念病院 ２０００年１２月９日 

第2 回 会長 牛越  聡 手稲渓仁会病院 ２００１年１２月１日 

第3 回 会長 南田 善弘 札幌医科大学 ２００２年１１月１６日 

第4 回 会長 中井 啓文 旭川医科大学 ２００３年９月６日 

第5 回 会長 片岡 丈人 中村記念病院 ２００４年９月４日 

第6 回 会長 石川 達哉 北海道大学 ２００５年９月１０日 

第7 回 会長 野中  雅 札幌医科大学 ２００６年９月２日 

第8 回 会長 和田  始 道東脳神経外科 ２００７年９月１日 

第9 回 会長 淺野  剛 北海道大学 ２００８年１０月２５日 

第10回 会長 西  正吾 札幌東徳洲会病院 ２００９年９月５日 

第11回 会長 青樹  毅 北海道脳神経外科記念病院 ２０１０年９月４日 

第12回 会長 原口 浩一 函館新都市病院 ２０１１年１０月１日 

第13回 会長 西尾 明正 北斗病院 ２０１２年９月２９日 

第14回 会長 久保田 司 函館脳神経外科病院 ２０１３年１０月５日 

第15回 会長 飯星 智史 札幌医科大学 ２０１４年１０月４日 

 第16回 会長 牛越  聡 北海道医療センター ２０１５年９月５日 

第17回 会長 荻野 達也 中村記念病院 ２０１6 年１０月２９日 
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第17回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会	 

	 

	 

寄付企業一覧	 

	 

エーザイ株式会社	 

田辺三菱製薬株式会社	 

日本ストライカー株式会社	 

ファイザー株式会社	 

	 

	 

バナー広告掲載企業一覧	 

	 

アストラゼネカ株式会社	 

カーディナルヘルスジャパン株式会社	 

サノフィ株式会社	 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	 

第一三共株式会社	 

テルモ株式会社	 

日本メジフィックス株式会社	 

日本メドトロニック株式会社	 

日本ストライカー株式会社	 

バイエル薬品株式会社	 

株式会社フュージョン	 

メディキット株式会社	 

株式会社メディコスヒラタ	 

	 

	 

	 

(五十音順)	 

平成 28 年 10 月 17 日現在	 

 


