
第 51 回近畿脳神経血管内手術法ワークショップ 
 

 

プログラム 
 

 

会期 2016 年 1 月 9 日（土） 9:30–17:30 

      受け付け開始  8:45 

 

会場: 岸和田市立浪切ホール 4 階 特別会議室 
〒596-0014 大阪府岸和田市港緑町 1-1 

代表電話番号 072-439-4173 

 

 

【お車の場合】 

阪神高速湾岸線利用→岸和田南 IC を降りて約 1 分 

<大阪市内から>岸和田南 IC へ約 25 分 

<関西国際空港から>岸和田南 IC へ約 10 分 

浪切ホールの駐車場をご利用下さい 

 

【電車の場合】 

南海本線「なんば」駅から急行で 

「岸和田」駅へ約 25 分 

南海電車「岸和田」駅から徒歩約 10 分 

（岸和田商店街を直進し、突き当り左手） 

 

 

 

当番世話人 松本博之 

（岸和田徳洲会病院 脳神経外科） 

 

 
参加費 ￥3,000- 

              懇親会 ￥5,000-（参加される方のみ） 



プログラム 
-------------------------------------------------- 

9:30 開会のあいさつ 

岸和田徳洲会病院 脳神経外科 松本博之 

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

 

9:40-10:40 一般演題 1 脳動瘤 

座長 佐藤 徹 布川知史 

 

1. 動脈瘤塞栓術中に術中破裂、主幹動脈に血栓を起こした 1 例 

近畿大学 脳神経外科 村上沙織 

 

2. デリバリーワイヤーのアンラベルにより回収困難となったコイルの 1 例 

国立病院機構姫路医療センター 脳神経外科 五百蔵義彦 

 

 

3. 未破裂脳動脈瘤治療中に血栓性塞栓症を生じた 1 例 

国立循環器病研究センター 脳神経外科 堀尾欣伸 

 

 

4. 初回治療 8 年後より再増大し 3 回目の治療直前に再破裂した破裂脳動脈瘤   

徳島赤十字病院 血管内治療科 石原 学 

 

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

 

10:45-12:00 一般演題 2 CAS･AVF･急性期再開通療法 

座長 高山勝年 石黒友也 

 

5. Transbrachial approach で難渋した CAS の 1 例 

大阪市立総合医療センター 脳血管内治療科 寺田愛子 

 

6. Protégéが Stent-in-stent で内反変形した 1 例 

滋賀医科大学 脳神経外科 辻 篤司 

 

7. 過還流症候群を来した内頚動脈偽閉塞の 1 例 

奈良県立医科大学 脳神経外科 中川一郎 

 

8. 数ミリ NBCA がとどかなかった spinal dural AVF の 1 例 

川崎医科大学 脳神経外科 戸井宏行 



9. 急性 A1 閉塞に対し再開通療法後、遅発性脳出血をきたした 1 例 

大阪医科大学 脳神経外科 平松 亮 

 

12:00-12:40 昼休憩 

 

12:40 世話人会報告、第 52 回ワークショップの案内  

事務局 和歌山県立医科大学 脳神経外科 増尾 修 

 

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

12:45-13:45 一般演題 3 急性期再開通療法 

座長 増尾 修 里見淳一郎 

 

10. アテローム血栓性脳梗塞急性期に血行再建術を施行した 2 症例 

大阪警察病院 脳神経外科 輪島大介 

 

11. 痛恨の脳底動脈閉塞の 1 例 

三重大学 脳神経外科 梅田靖之 

 

12. ICAとM2のTandem閉塞に対する血行再建療法を施行しM1閉塞 

となった症例 

川崎医科大学 脳卒中科 山下眞史 

 

13. 脳底動脈先端部瘤を合併する瘤近位部の急性閉塞の 1 例 

京都大学 脳神経外科 武信洋平 

 

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

 

特別セッション 

『これが近畿圏の急性期再開通療法の現状だ！』 

 
13:55–14:45 基調講演 

座長 松本博之 

 

14. 近畿ワークショップ急性期再開通療法アンケート調査結果報告 

岸和田徳洲会病院 脳神経外科 武本英樹 

 

15. 急性期再開通療法最新の知見（まずはさらっと復習しましょう） 

国立循環器病センター病院 脳神経内科 山上 宏 

 



16. IT を駆使した脳卒中の救急隊および院内連携システムの現状と問題点 

  （これから導入を考えている施設は必見！） 

徳島大学 脳神経外科 里見淳一郎 

 

 

気になる他施設のプロトコール 

― 手技や整備の工夫、問題点、苦労話、合併症例 

全部まとめてぶっちゃけてもらいます ― 

 
14:45–16:00 前半 

座長 今村博敏 白川 学 

 

17. 岸和田徳洲会病院 脳神経外科 西山弘一 

（模範発表例：各施設にこんな感じで発表してもらいます ）  

 

18. 馬場記念病院 脳神経外科 宇野淳二 

（関西 No.1 の症例数を誇る！なぜそんなに症例が集まるの？） 

 

19. 伊勢赤十字病院 脳卒中センター 柴田益成 

（アンケート調査での D2P 最速施設！院内体制はどうなってるの？） 

 

20. 京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科 今井啓輔 

（急性期今井軍団、学会じゃ聞けない裏事情あるでしょ？） 

 

21. 国立循環器病研究センター 脳神経内科 木下直人/松原祟一朗 

（循環器病センターって案外院内の融通がきくの？） 

 

16:10–17:25 後半 

座長 今井啓輔 山上 宏 

 

22. 兵庫医科大学 脳神経外科 白川 学 

（大学病院でありながら Drip and Ship で多くの症例を集める!） 

 

23. 敬誠会合志病院 脳神経外科 桧山永得 

（Drip and Ship って言うけれど、搬送する側はどうなの？） 

 

24. 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 今村博敏 

（D2R 90 分へのあくなき挑戦！どうしたらそれが可能か？） 

 

25. 公立豊岡病院 脳神経外科 今堀太一郎 

（突如現れた兵庫の新星！ Dr.ヘリを駆使し、現在売り出し中！） 



26. りんくう総合医療センター 脳神経外科 出原 誠 

（泉州の救命救急の要、救命救急センターの現状は？） 

 

＊各施設につけたキャッチコピーは当番世話人が勝手につけたものです。 

不適切な表現があるかも知れませんが、何卒ご容赦ください。 

 

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

17:30 閉会のあいさつ、懇親会の案内 

岸和田徳洲会病院 脳神経外科 松本博之 

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



第 51 回近畿脳神経血管内手術法ワークショップ 

懇親会 のご案内 

 

ワークショップ終了後に徒歩で行ける会場を予約しました。 

 
＊駐車場はございませんので各自で近くのパーキングに駐車お願いします。 

 

日時：2016 年 1 月 9 日（土）  

午後 6 時頃からを予定  

場所：永楽別館 

（南海電鉄 岸和田駅山側出口から徒歩 3 分） 

〒596-0076 大阪府岸和田市野田町 1-3-3 

TEL. 072-432-3000 

 

会費：5000 円 

 

 


