
8:15 開場

8:50 開会挨拶 第10回日本脳神経血管学会　関東地方会　会長 松丸　祐司

9:00 口演A　動静脈シャント　（発表5分　討論5分）

座長 美原記念病院　脳神経外科 赤路　和則

東京厚生年金病院　脳神経血管内治療科 飯島　　明

A-1 2回の塞栓術後開頭術で治療した
左頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の1例 前橋赤十字病院　脳神経外科 若林　和樹

A-2 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する
経静脈塞栓術後にくも膜下出血をきたした一例

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-3 治療に難渋したdirect CCF の１例 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 粕谷　泰道

A-4 脳出血開頭術後に発生し、複数回の治療で
根治した上矢状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 片桐　彰久

A-5 上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例 順天堂大学医学部附属　練馬病院
　脳神経外科 清水　　崇

A-6 頚部動静脈瘻に対し血管内塞栓術を施行した一例 群馬大学大学院
　医学系研究科　脳神経外科学 佐藤　晃之

10:00
教育セミナー1 座長　筑波大学附属病院　脳神経外科　中居　康展

　　Onyxを用いた AVM塞栓術 康生会武田病院　脳卒中センター　石井　　暁

10:40 口演B　動静脈シャント、動脈瘤　（発表5分　討論5分）

座長 医療法人社団　昌医会　葛西昌医会病院 糸川　　博

東京警察病院　脳神経外科
　脳卒中センター　脳血管内治療部 佐藤　博明

B-1 レスキューカテーテルを用いてNBCAで接着した
カテーテルを回収した AVM塞栓術の一例 東京医科歯科大学　血管内治療科 吉野　義一

B-2 術後痙攣発作を繰り返した小児 pial AVF の1例 東海大学　医学部　脳神経外科 長田　貴洋

B-3 Congestive myelopathyで発症した
頚髄血管病変の１例

老年病研究所附属病院
　脳神経外科 宮本　直子

B-4 出血性左右椎骨動脈解離の剖検例：
病理組織像からみた反復性解離の経過 東京女子医科大学医学部法医学講座 呂　　彩子

B-5 出血発症両側椎骨動脈解離性動脈瘤の1例 筑波メディカルセンター病院
　脳神経外科 伊藤　嘉朗

11:30
教育セミナー2 座長　神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科　坂井　信幸

　　Hydrocoil を用いた脳動脈瘤塞栓術 岡山大学医学部脳神経外科　杉生　憲志

12:30
教育セミナー3 座長　岡山大学医学部脳神経外科　杉生　憲志

　　CASの新しいエビデンス構築の必要性
 神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科　坂井　信幸

プログラム
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13:30 ポスター1　動脈瘤

座長 武蔵野赤十字病院　脳神経外科 戸根　　修

コメンテーター 獨協医科大学越谷病院　脳神経外科 兵頭　明夫

美原記念病院　脳神経外科 赤路　和則

親和会　西島病院　脳神経外科 今岡　　充

P-1-1 治療に難渋している内頸動脈瘤の一例 東京都立広尾病院　脳神経外科 吉田　賢作

P-1-2 破裂解離性椎骨動脈瘤に対する stent assisted 
coilingで血栓性合併症を起こした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

P-1-3 新生血栓化動脈瘤の１例 都立墨東病院　脳神経外科 堤　　恭介

P-1-4 くも膜下出血で発症した脳底動脈本幹部の
解離性動脈瘤に対する治療経験 獨協医科大学　越谷病院　脳神経外科 清水　信行

P-1-5 Enterprise VRD の留置で内頚動脈瘤による
動眼神経麻痺の改善が得られた1例 武蔵野赤十字病院　脳神経外科 唐鎌　　淳

P-1-6 破裂性血豆状内頚動脈瘤に対する
stent 併用瘤内塞栓術の一例 美原記念病院　脳神経外科 赤路　和則

13:30 ポスター2　動脈瘤

座長 老年病研究所附属病院　脳神経外科 内藤　　功

コメンテーター 東京慈恵会医科大学　脳神経外科 村山　雄一

医療法人社団　昌医会　葛西昌医会病院 糸川　　博

宇佐美脳神経外科　脳神経外科 宇佐美信乃

社会医療法人財団石心会　川崎幸病院 津村貢太朗

東京女子医科大学　脳神経センター 比嘉　　隆

P-2-1 framing coil の逸脱に対し2本のマイクロカテーテルで
挟む事で回収が得られた一例

医療法人社団 KNI　北原国際病院
　脳神経外科 林　　祥史

P-2-2 中大脳動脈閉塞症にともなう
破裂前脈絡叢動脈遠位部動脈瘤の1例 順天堂大学医学部脳神経外科 菅　　康郎

P-2-3 クモ膜下出血発症の動脈瘤に対する
治療成績の検討 東京大学　医学部　脳神経外科 鈴木　康隆

P-2-4 internal trapping を施行した出血発症の
解離性椎骨動脈瘤 (PICA involved type) の一例 松戸市立病院 渡邉　義之

P-2-5 急性期破裂脳動脈瘤に対して頭蓋内ステント
併用脳動脈瘤塞栓術を施行した1例

東京慈恵会医科大学　脳神経外科
　脳血管内治療部 石橋　敏寛

P-2-6 中硬膜動脈より眼動脈が栄養されていた
傍前床突起部 内頸動脈未破裂瘤に対する塞栓術 亀田総合病院　脳神経外科 稲葉　眞貴
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13:30 ポスター3　動脈瘤

座長 千葉大学医学部附属病院　脳神経外科 小林　英一

コメンテーター 東京医科大学病院　脳神経外科 橋本　孝朗

湘南鎌倉総合病院脳卒中センター 森　　貴久

北里大学大学病院　脳神経外科 倉田　　彰

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

P-3-1 破裂急性期に脳血管用ステントを併用して
塞栓した広頚内頚動脈瘤の1例 武蔵野赤十字病院　脳神経外科 佐藤　洋平

P-3-2 破裂脳動脈瘤の塞栓術中に filling coil が
early detachをきたした1例 東京医科大学病院　脳神経外科 渡辺　大介

P-3-3 同一後大脳動脈に2つの紡錘状動脈瘤を認め、
遠位破裂動脈瘤に対し瘤内塞栓を行った1例 慶應義塾大学　医学部　脳神経外科 倉前　卓実

P-3-4 Penumbra coil 400 の使用経験 千葉大学　医学部　脳神経外科 足立　明彦

P-3-5 出血にて発症した後大脳動脈解離性動脈瘤の1例 千葉県救急医療センター
　脳血管治療科・神経系治療科 松浦威一郎

P-3-6 急性の精神症状で発症したTransverse-sigmoid 
sinus dAVF の一例 東京ベイ浦安市川医療センター 平井　作京

13:30 ポスター4　動静脈シャント、虚血

座長 東邦大学　医学部附属大橋病院
　脳神経外科 岩渕　　聡

コメンテーター わたまクリニック　脳神経外科 玉谷　真一

杏林大学医学部付属病院　脳神経外科 小西　善史

東京厚生年金病院　脳神経血管内治療科 飯島　　明

東京警察病院　脳神経外科
　脳卒中センター　脳血管内治療部 佐藤　博明

P-4-1 Shunt point への accessが困難であった
Isolated cavernous sinus dural AVF の1例 獨協医科大学　脳神経外科 安部　欣博

P-4-2 治療困難であった tentorial dural AVF の1例 昭和大学藤が丘病院　脳神経外科 松本　浩明

P-4-3 両側結膜浮腫・外転神経麻痺で発症した
intercavernous sinus dural AVF の一例 浜松労災病院　脳神経外科 緒方　秀樹

P-4-4 血栓回収デバイスが無効であった急性期閉塞病変
に対してPTA が有効であった2例 杏林大学医学部付属病院　脳神経外科 小松原弘一郎

P-4-5 脳梗塞急性期にCASを併用した血行再建を行い、
数日後に脳出血を来たした一例 健貢会総合東京病院　脳神経外科 渡邉　貞義
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13:30 ポスター5　その他

座長 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 植田　敏浩

コメンテーター 相模原協同病院　脳血管内治療科 渋谷　　肇

筑波大学附属病院　脳神経外科 中居　康展

東邦大学医療センター大橋病院
　脳卒中センター　放射線科 飯塚　有応

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
　血管内治療学分野 根本　　繁

P-5-1 Primitive hypoglossal arteryとBA double 
fenestration を伴うSAHの1例

埼玉県済生会栗橋病院
　脳神経外科 加藤　宏一

P-5-2 光干渉断層画像診断装置 (OCT)により診断し得た
先天性内頚動脈低形成の１例 相模原協同病院　脳神経外科 梅沢　武彦

P-5-3 Dio を用いて頭蓋内ステント留置が可能であった
脳底動脈狭窄症の一例 相模原協同病院　脳血管内治療科 松崎　粛統

P-5-4 新生児ガレン大静脈瘤に対して段階的血管内治療
を施した一例 筑波大学附属病院　脳神経外科 三木俊一郎

P-5-5 右内頚動脈閉塞、椎骨動脈閉塞・狭窄例に対して、
段階的血行再建術を行った一例

聖マリアンナ医科大学　東横病院
　脳卒中センター 岡田　俊一

14:30 議事総会　（14:30-14:50　20分）

14:50
教育セミナー4 座長　東京医科大学病院　脳神経外科　橋本　孝朗

　　Neurofoamを用いた脳動脈瘤塞栓術 広南病院　血管内脳神経外科　松本　康史

15:20 口演C　動脈瘤　（発表5分　討論5分）

座長 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

東京女子医科大学　脳神経センター 比嘉　　隆

C-1 手術終了後にコイル塊が親血管へ移動した後
交通動脈瘤の一例

帝京大学ちば総合医療センター
　脳神経外科 孫　　宰賢

C-2 後下小脳動脈末梢部の破裂動脈瘤に対して
瘤内塞栓術を施行した1例 武蔵野赤十字病院　脳神経外科 原　　睦也

C-3 部分血栓化巨大後大脳動脈瘤に対してコイル塞栓
をおこなった1例 群馬大学　医学部　脳神経外科 清水　立矢

C-4 破裂椎骨動脈解離性動脈瘤に対する母血管閉塞後
に延髄傍正中に虚血性変化を生じた1例

東邦大学医療センター大橋病院
　脳神経外科 佐藤健一郎

C-5 出血源の同定に苦慮した多発性脳動脈瘤の1例 武蔵野赤十字病院 橋本　秀子

C-6 再破裂、脳血管攣縮、仮性動脈瘤形成をきたし
瘤内塞栓を行った解離性内頚動脈瘤の1例 昭和大学　医学部　脳神経外科 奥村　浩隆

16:30
教育セミナー5 座長　筑波大学付属病院　脳神経外科　鶴田和太郎

　　Enterprise VRDを用いた脳動脈瘤塞栓術 大阪大学医学部脳神経外科　藤中　俊之
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17:00 口演D　虚血　（発表5分　討論5分）

座長 わたまクリニック　脳神経外科 玉谷　真一

相模原協同病院　脳血管内治療科 渋谷　　肇

D-1 内頚動脈狭窄からの急性期脳梗塞に対し
機械的血栓回収と緊急CASを行った1例

東京警察病院
　脳神経外科・脳卒中センター 根城　尭英

D-2 異なる転帰となった急性頸部内頸動脈閉塞2症例 昭和大学藤が丘病院　脳神経内科 神谷　雄己

D-3 急性期血行再建後に出現した解離性左中大脳
動脈瘤にステント併用塞栓術を施行した1例 土浦協同病院　脳神経外科 寺門　利継

D-4 右側大動脈弓を合併した左頚部内頚動脈偽閉塞
の1例

独立行政法人国立病院機構
　高崎総合医療センター　脳神経外科 大谷　敏幸

D-5 再狭窄を繰り返した椎骨動脈狭窄症の1例 横浜新都市脳神経外科病院
　脳神経外科 尾崎　　聡

D-6 アンギオシール使用後に大腿動脈感染性動脈瘤を
合併し、手術加療を必要とした二例

埼玉医科大学国際医療センター
　脳血管内治療科 掛樋　善明
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