
第 17 回	 日本脳神経血管内治療学会	 九州・山口地方会	 

日時：平成 25 年 2 月 2 日（土）	 

会場：福岡国際会議場	 

	 

●	 セッション 1-1	 	 14：00－15：20	 

	 	 	 	 	 座	 長	 長崎大学	 脳神経外科	 	 林	 健太郎先生	 

	 

【演題 1】	 Image	 fusion を活用した AVF の病態把握と治療の検討	 

浜の町病院	 脳神経外科 1)、新古賀病院	 脳神経外科 2)、浜の町病院	 放射線科
3)、九州労災病院	 脳神経外科 4)	 	 

	 山口	 慎也 1)、伊藤	 理 2)、田中	 厚生 3)、連	 乃駿 1)、高岸	 創 1)、濱村	 威
4)、下川	 能史 4)、佐山	 徹郎 4)、森岡	 隆人 4)、松角	 宏一郎 1)	 

	 

【演題 2】	 頭蓋頸椎移行部の動静脈廔の一例	 

山口大学脳神経外科	 

	 石原秀行、五島久陽、岡	 史朗、小泉博靖、貞廣博和、井本浩哉、丸田雄一、	 

	 藤井正美、鈴木倫保	 

	 

【演題 3】	 上矢状静脈洞部硬膜動静脈瘻に合併した静脈洞狭窄に対して経皮

的静脈洞形成術を行った１例	 

佐賀大学医学部脳神経外科	 

	 緒方敦之	 高瀬幸徳	 松島俊夫	 

	 

【演題 4】	 皮質静脈温存のために経静脈塞栓術と経動脈塞栓術を併用した

横・S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例	 

九州医療センター	 脳血管内科 1)、脳血管内治療科 2)	 

	 鶴崎雄一郎 1)、三本木良紀 1,2)、津本智幸 2)	 

	 

【演題 5】	 治療に難渋した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の 1例	 

国立病院機構九州医療センター	 脳血管内治療科 1)、脳血管内科 2)	 

	 津本智幸 1)、鶴崎雄一郎 2)、三本木良紀 1),	 2)	 

	 

【演題 6】	 低濃度 NBCA による経動脈的塞栓術で治療した横・S状静脈洞部硬

膜動静脈瘻の一例	 

福岡大学	 脳神経外科	 

	 東	 登志夫、福田健治、大川将和、吉岡努、岩朝光利、井上	 亨	 

	 

【演題 7】	 TAE で根治できた特発性 Scalp	 AVF の 1 例	 

福岡大学医学部脳神経外科	 

	 福田健治	 岩朝光利	 吉岡努	 東登志夫	 井上亨	 

	 

	 

	 



●	 セッション 1-2	 	 15：20－16：30	 

	 	 	 	 	 座	 長	 山口大学	 脳神経外科	 	 石原秀行先生	 

	 

【演題 8】	 Penumbra	 system の有用性と問題点	 

都城市郡医師会病院	 脳神経外科、放射線科＊	 

	 大田	 元、宮田史朗、新甫武也、米永和真＊、生嶋一朗＊	 

	 

【演題 9】	 急性期 CAS 後に過灌流症候群を呈し INVOS による周術期管理が	 

	 	 	 	 	 有効であった内頚動脈狭窄症の 1例	 

済生会福岡総合病院	 神経内科・脳血管内科	 

	 中垣英明、園田和隆、頼田章子、鳥居孝子、川尻真和、山田猛	 

	 

【演題 10】	 入院中に症状が進行した左内頸動脈 C2 部の高度狭窄に対して PTA

を行った 1例	 

済生会熊本病院脳卒中センター神経内科 1）	 

済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科 2)	 

済生会みすみ病院脳神経外科 3）	 

	 池野	 幸一 1）、	 三浦	 正智 1）、	 賀耒	 泰之 2）、	 加治	 正知 2）、	 水野	 隆正 2）、	 	 	 

	 米原	 敏郎 1）、	 西	 徹 2）、	 藤岡	 正導 3）	 

	 

【演題１１】	 動眼神経麻痺で発症した動脈瘤切迫破裂の２例	 —閉塞程度によ

る動眼神経麻痺の回復の違いー	 

那覇市立病院脳神経外科	 	 

	 百次	 仁、金城	 典人、松山	 美智子、石川智司、豊見山直樹、島袋	 洋	 

ハートライフ病院脳神経外科	 	 

	 上笹	 航	 

	 

【演題１２】	 頸部巨大血栓化動脈瘤に対して overlapping	 stent で治療を行

った 1例	 

長崎大学脳神経外科 1)、放射線科 2)	 

	 堀江信貴 1)、吉田光一 1)、林健太郎 1)、森川	 実 2)、福田修志 1)、出雲	 剛 1)、	 

	 永田	 泉 1)	 

	 

【演題１３】	 大または巨大脳動脈瘤塞栓術における Penumbra	 Coil	 400 の使

用経験	 

小倉記念病院	 脳卒中センター	 脳神経外科	 

	 太田剛史、中原一郎、福島浩、占部善清、上床武史、石橋良太、五味正憲、	 

	 橋本哲也、田中悠二郎、宮田悠、渡邉定克	 

	 

	 

	 

	 

	 



●	 セッション 2	 	 	 16：30－17：50	 

	 座	 長	 	 熊本大学	 脳神経外科	 	 甲斐	 豊先生	 

	 	 	 	 	 	 	 

【教育講演 1】小倉記念病院	 脳神経外科	 五味正憲先生	 

	 「試験中に思い出した言葉」	 

	 

【教育講演２】小倉記念病院	 脳神経外科	 福島	 浩先生	 

	 「脳血管内治療専門医試験を終えて（2次試験を中心に）」	 

	 

【教育講演 3】久留米大学	 脳神経外科	 折戸公彦先生	 

	 「脳血管内治療専門医になって」	 

	 

【教育講演 4】済生会熊本病院	 神経内科	 池野幸一先生	 

	 「専門医をめざす内科系の先生方へ」	 

	 

【教育講演 5】福岡大学筑紫病院	 脳神経外科	 溝上泰一郎先生	 

	 「２次試験の対策と心構え〜２次試験浪人を通して学んだこと〜」	 

	 

【教育講演 6】嬉野医療センター	 脳神経外科	 前田一史先生	 

	 「血管内専門医試験‐私の戦いの軌跡」	 

	 

	 

●	 セッション 3	 	 	 18:00－19：00	 

	 座	 長	 	 	 小倉記念病院	 脳神経外科	 	 	 中原	 一郎先生	 

	 

【特別講演】	 

	 	 	 	 聖路加国際病院	 神経血管内治療科	 	 新見康成先生	 

	 	 	 	 	 	 	 「小児脳動静脈奇形と血管内治療」	 


