
第５２回日本脳神経血管内治療学会中部地方会プログラム 
  

 

          

 

 

※wifi ご利用いただけます  FREE wifi  C-GUEST 

Passwold   freespot 

開会挨拶（12:55-13:00） 
 
一般演題 各 10分（発表7分,討議 3分） 
 
セッション1 再開通療法 

13:00-13:30 座長 須山嘉雄 先生（藤田医科大学） 
演題 1 発症 24時間超過AIS 症例に対する脳血管内治療の検討  
岐阜大学脳神経外科 
  ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾏｻ 
○ 木下喬公，江頭裕介，松原博文，船津奈保子，榎本由貴子，岩間亨 
 
演題 2 事件性を考慮した血栓回収術の一例 
豊川市民病院脳神経外科 1） 中東遠総合医療センター2） 名古屋市立大学脳神経外科 3） 
  ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾊﾙ 
○ 山本光晴 1)，松本隆 1)，渡邉隆之 1)，出村光一朗 1)，松尾州佐久 2)，庄田幹 1)，柴田広海 3) 
 
演題 3 急性期血栓回収療法後にDual Energy CTを用いて出血と造影剤漏出を鑑別し得た6例  
国立病院機構豊橋医療センター脳神経外科 1） 浜松労災病院脳神経外科 2） 
  ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 
○ 飯田知宏 1)，竹中俊介 2)，山内圭太 1)，酒井秀樹 1) 
 
 
セッション2 頚部血管 

13:30-14:10 座長 石澤錠二 先生（朝日大学） 
 

演題 4 fistula の同定に難渋した頭蓋外椎骨動静脈瘻の1例 
金沢大学付属病院脳神経外科 
  ﾖｼｶﾜ ｱｷﾌﾐ 
○ 吉川陽文，及川希望，南部 育，見崎孝一，内山尚之，田中光俊 
 
 
 

日時：2019 年 8 月 3 日（土）  13：00〜18：30 

会場：JP タワー名古屋 ホール＆カンファレンス KITTE 名古屋 3 階 

      〒450-6303 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 TEL: 052-586-1800 

尚、本会終了後 18:30  会場隣り（ホワイエ）にて懇親会を予定しております。 



演題5 血管内治療を行なったVVAVFの１例 
愛知医科大学脳神経外科 
  ｶﾜｸﾞﾁ ﾚｵ  
○ 川口礼雄，大島共貴，松尾直樹，前嶋竜八，宮地茂 
 
演題 6 Carotid blowout の病態と治療オプション 
藤田医科大学脳卒中科 
  ﾊｾﾍﾞ ｱｷｺ 
○ 長谷部朗子，中原一郎，松本省二，須山嘉雄，小田淳平，鈴木健也，田邉淳，渡邉定克， 
陶山謙一郎 

 
演題 7 同一血管に胆管用カバードステントとバイアバーンを重ねた症例 
安城更生病院脳神経外科 脳血管内治療センター 
  ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 
○ 太田圭佑，鈴木崇宏，平賀孝太，片岡弘匡，滝戸悠平，高橋郁夫，加野貴久 
 
 
セッション3 AVF，DAVF 

14:10-14:40 座長 西川祐介 先生（名古屋市立大学） 
 

演題 8 経動脈的塞栓術中にNBCAの gluing を来した pial AVFの一例 
市立四日市病院脳神経外科 
   ｲｼﾀﾞ ﾏﾓﾙ 
○ 石田衛，相見有理，吉田光弘，水野晃弘，苗代朋樹，寺尾和一，濱崎一，中林規容 
 
演題 9 頸静脈孔部近傍における硬膜動静脈シャントの特徴とその評価 
済生会富山病院 脳卒中センター 脳神経外科・脳卒中内科 1） 富山大学医学部 脳神経外科 2） 

   ｸﾎﾞ ﾐﾁﾔ 
○ 久保道也 1)，桑山直也 2)，岡本宗司 1)，高正圭 1)，浜田さおり 1)，堀江幸男)），古井英介 1)， 
黒田敏 2） 

 
演題 10 Borden type 1 横・S状静脈洞部硬膜動静脈瘻に対してTVEを行った1例 
浜松医科大学脳神経外科 1) 焼津市立総合病院放射線科 2) 
  ｶﾐｵ ﾖｼﾉﾌﾞ 
○ 神尾佳宣 1)，平松久弥 1)，松井秀介 1)，神谷実佳 2)，山下修平 1)，難波宏樹 1) 
 
 

休 憩（15分） 
 
 
 

事務局からの報告（14:55-15:00） 
 
 



セッション4 DAVF 
15:00-15:30 座長 江頭裕介 先生（岐阜大学） 

 
演題 11 Onyx によるTAEを行った多発硬膜動静脈瘻の1例 
富山大学医学部脳神経外科 
  ｼﾛ ﾀｲｽｹ 
○ 城泰輔，秋岡直樹，柏崎大奈，桑山直也，黒田敏 
 
演題 12 横-S状静脈洞DAVFに対する頚静脈的バルーン支援法を用いた経動脈的Onyx 塞栓術の1例 
名古屋共立病院脳卒中科 1），藤田医科大学脳卒中科 2），名古屋共立病院脳神経外科 3） 
   ｲﾘｴ ｹｲｺ    
○ 入江恵子 1)，中原一郎 2)，田邉淳 2)，栢原智道 3)，佐々木富男 3) 
 
演題 13 小脳・脳幹の静脈へ逆流を呈した硬膜動静脈瘻の一例 
福井大学医学部感覚運動医学講座 脳脊髄神経外科 
  ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝ 
○ 松田謙，芝池由規，山田慎太郎，大岩美都妃，川尻智士，山内貴寛，磯崎誠，常俊顕三，    
有島英孝，小寺俊昭，菊田健一郎 

 
 
セッション5 脳動脈瘤1 

15:30-16:10 座長 秋岡直樹 先生（富山大学） 
 

演題 14 PETRA-MRAの有効性 －コイル塞栓術後評価の検証－  
富山県立中央病院脳神経外科 
  ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 
○ 佐藤圭輔，青木洋，神宮字伸哉，瀬戸大樹，小林勉 
 
演題 15 椎骨動脈解離に対する母血管閉塞術後にdelayed coil migration を来たした一例 
一宮西病院脳神経外科 
  ﾄﾂｶ ﾀｹｱｷ 
○ 戸塚剛彰，伊藤圭佑，丸賀庸平，長谷川義仁，船井三規子，安田宗義，宮崎章宏， 
根来眞 

 
演題 16 破裂脳底動脈先端部極小動脈瘤の治療 
朝日大学病院脳神経外科 
  ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ 
○ 佐々木望，加納清充，岡直樹，石澤錠二，郭泰彦 
 
演題 17 特異なDSA所見を呈した前交通動脈瘤の１例 
名古屋大学脳神経外科 
  ｵｵﾀﾜ ﾏｻﾄ 
○ 大多和賢登，泉孝嗣，西堀正洋，塚田哲也，大島良介，川口知己，Kropp 明日香， 
池澤瑞香，後藤俊作，大塚崇史，中野瑞生 



セッション6 脳動脈瘤2 
16:10-16:40 座長 松田謙 先生（福井大学） 

 
演題 18 マイクロカテーテルのNeuroform Atlas stent 通過性に関する検討： 

SL-10 と Headway Duo の違い 
信州大学医学部脳神経外科 
  ﾊﾅｵｶ ﾖｼｷ 
○ 花岡吉亀，小山淳一，堀内哲吉 
 
演題 19 LVIS 近位部の拡張不良によりステント留置を断念した内頚動脈瘤の 1 例 
福井赤十字病院脳神経外科 
   ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 
○ 池田宏之，大塚亮太朗，辻本吉孝，鎌田貴彦，取越貞治，佐野徳隆，早瀬睦，戸田弘紀 
 
演題 20  stent の過拡張で治療遂行できなかった未破裂動脈瘤の一例 
桑名市総合医療センター脳神経外科 
  ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 
○ 濱田和秀，後藤芙希，山本篤志，黒木香行，阪井田博司 
 
 
セッション7 脳動脈瘤3 

16:40-17:10 座長 大島共貴 先生（愛知医科大学） 
 

演題 21 大型の脳底動脈瘤による非交通性水頭症に対してTAE後 V-P shunt を行った治療経験 
市立四日市病院脳神経外科  
    ｱｲﾐ ﾕﾘ 
○ 相見有理，中林規容，吉田光宏，石田衛，水野晃宏，苗代朋樹，濱崎一，寺尾和一 
 
演題 22 経脳動脈瘤壁血栓化動脈瘤塞栓術を施行した脳底動脈先端部巨大血栓化脳動脈瘤の一例 
名古屋市立大学脳神経外科 1) 名古屋市立西部医療センター脳神経外科 2) 
名古屋市立東部医療センター脳神経外科 3) 
   ﾆｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 
○ 西川祐介 1)，山中智康 1)，柴田帝式 2)，大野貴之 3)，片野広之 1)，相原徳孝 1)，間瀬光人 1) 
 
演題 23 治療に難渋し内頚動脈の血流低下をきたしたFlow diverter 留置術の 1例 
三重大学脳神経外科 
   ﾄｳﾏ ﾅｵｷ 
○ 当麻直樹，鈴木有芽，三浦洋一，芝真人，鈴木秀謙 
 
 
 
 
 
 



 

◆	Yong	Sam	Shin,	M.D.,	Ph.D.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Department	of	Neurosurgery,	Seoul	St.	Mary’s	Hospital,	The	Catholic	University	of	Korea	  

Current	Position	  

Professor,	Director,	Department	of	Neurosurgery	

Director,	Cardio-Cerebro-Vascular	center,	

Seoul	St.	Mary’s	Hospital,	The	Catholic	University	of	Korea,	Seoul,	Korea	  

Current	Clinical	Activities	  

Clinical	subspecialties	in	Neurovascular	and	Endovascular	Surgery	

Currently,	treat	about	400	cerebral	aneurysms	per	year	(personally,	65%	treated	endovascularly),	over	3500	total	

aneurysms	treated	since	2001.	Also,	various	vascular	surgeries	including	AVM,	bypass	for	ischemic	disease,	carotid	

endarterectomy,	carotid	and	intracranial	stentings	are	being	performed.	  

Education,	Postdoctoral	Training	(Internship	and	Residency)	 	

1988	M.D.	 Yonsei	University	College	of	Medicine,	Seoul,	Korea	

1999	Ph.D.	 Yonsei	University	Post-graduate	School,	Seoul,	Korea	

1988-1989	 Internship,	Yonsei	University	Severance	Hospital,	Seoul,	Korea	

1989-1993	 Resident	in	Neurosurgery,	Yonsei	University	Severance	Hospital,	Seoul,	Korea	  

2009.	10-2011.	9	 President,	Korean	Society	of	Intravascular	Neurosurgery	

2010.	11-2012.	10	 Scientific	Program	Committee	Chair	of	Korean	Neurosurgical	Society	

2013	 WFNS	Scientific	Program	Committee	Vice-	Chair	of	2013	

2016	 Secretary	General,	12th	Japan	Korean	Joint	Conference	on	Surgery	for	Cerebral	Stroke,	Busan	

 
 
 

 
特別講演 （17：30～18：30）          座長 中原一郎（藤田医科大学） 

 
“Complication of flow diversion therapy and recent 10-year Seoul St. Mary’s experiences for 
treating very large (>15mm) and giant intracranial aneurysms" 
 

Professor, Department of Neurosurgery, Director, Cardio-Cerebra-Vascular Hospital 
Associate Director, Seoul St. Mary’s Hospital, the Catholic University of Korea 

Yong-Sam Shin, MD, PhD 



会場案内 JPタワー名古屋 ホール＆カンファレンス KITTE名古屋3階 
アクセス JR名古屋駅に隣接した施設 JR名古屋駅より徒歩1分 

 

【参加費】 
会員 ¥2,000 非会員 ¥5,000 
コメディカル・学生 無料 
 
【会員懇親会】 
日時：地方会終了後 18：30頃～ 
場所：JPタワー名古屋 ホール＆カンファレンス KITTE名古屋 3階 ホワイエ 
参加費：無料 
 
【会員登録のお願い】 
本会は、運営の円滑化・合理化のため、業務をWeb上で一括管理しております。 
学会情報の発信や連絡などを徹底できるよう会員登録をよろしくお願い申し上げます。  
 http://chubu-net.kenkyuukai.jp 
 
 
【次回(第 53回)開催予定】 
2020年 4月 4日（土）場所 未定（名古屋市内） 
当番幹事 富山大学医学部 脳神経外科 桑山直也 
 
【次次回(第 54回)開催予定】 
2020年 8月 8日（土） 場所 ホテル翔峰（松本市）    
当番幹事 信州大学脳神経外科 小山淳一 
 

第 52回日本脳神経血管内治療学会中部地方会当番幹事  
藤田医科大学 脳卒中科 中原一郎 

 
 


