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モーニングセミナー（8：20〜9：00）
　　座長　寺田　友昭（和歌山ろうさい病院　脳神経外科）

　　　　　「症例から学ぶMerci retrieverの使い方」
演者　立嶋　　智（カリフォルニア大学ロサンゼルス校　放射線科血管内治療部）

共催：センチュリーメディカル株式会社

教育講演2（10：40〜12：10）「道具を知る」
座長　黒岩　輝壮（大阪医科大学　脳神経外科）　　　

天神　博志（京都第二赤十字病院　脳神経外科）
西尾　明正（大阪市立大学　脳神経外科）　　　

教育講演1（9：00〜10：30）「微小外科解剖とIVRセミナー」
座長　小宮山雅樹（大阪市立総合医療センター　脳神経外科）

山下　耕助（大阪赤十字病院　脳神経外科）　　　　　

EL1-1 後頭蓋窩静脈の微小外科解剖-特に架橋静脈、導出静脈について

佐賀大学　脳神経外科

　松島 俊夫

EL1-2 後頭蓋窩静脈の読影 —実践編—
1 富山県済生会富山病院　脳卒中センター　脳神経外科、2 富山大学　医学部　脳神経外科

　久保 道也1、堀江 幸男1、林 央周2、桑山 直也2、遠藤 俊郎2

EL1-3 Anterior condylar confluence dural AVFの血管内治療

城山病院　脳卒中センター　脳血管内治療科

　村尾 健一

EL2-1 脳動脈瘤コイル塞栓術で使用するマイクロカテーテルとガイドワイヤーの選択とその使用の工夫

大阪脳神経外科病院　脳血管内治療センター／脳神経外科

　豊田 真吾

EL2-2 頚動脈ステントで使用する塞栓予防デバイスとステントの選択

日本赤十字社和歌山医療センター　脳神経外科

　津本 智幸

EL2-3 母血管閉塞術

三重大学大学院医学系研究科　脳神経外科学

　当麻 直樹

口演会場（西館2F　仙寿の間1）
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EL2-4 不整形動脈瘤に適したコイル選択

国立循環器病研究センター　脳神経外科

　佐藤 徹

EL2-5 極小脳動脈瘤に適したコイル選択

大阪大学　脳神経外科

　藤中 俊之

EL2-6 nBCAとOnyxによる塞栓術の違い

京都大学大学院医学研究科　脳神経外科

　石井 暁、後藤 正憲、宗光 俊博、宮本 享

ランチョンセミナー（12：30〜13：30）
　　座長　寺田　友昭（和歌山ろうさい病院　脳神経外科）

　　　　　「Multi-deviceを用いたCASの治療戦略」
演者　宮地　　茂（名古屋大学　脳神経外科）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

コメディカルセッション（13：40〜14：40）「脳血管内手術を安全に行うための工夫」
座長　中澤　和智（城山病院　脳血管内治療科）　

今井　啓輔（京都第一赤十字病院　救急部）

C-1 脳動脈瘤における自動計測した瘤体積とコイル塞栓率の評価について
1 財団法人先端医療振興財団　先端医療センター　放射線技術科、
2 財団法人先端医療振興財団　先端医療センター　脳血管内治療科

　栗山 巧1、清水 敬二1、大西 久美子1、酒井 慎二1、古川 宗1、坂井 千秋2、坂井 信幸2

C-2 頚動脈ステント留置後の造影CBCTにおける至適造影剤濃度についての検討
1 和歌山県立医科大学附属病院　中央放射線部、2 和歌山県立医科大学附属病院　脳神経外科

　 細川 聖記1、栗山 翔太1、室谷 和宏1、斉木 善之1、山田 英之1、西奥 忠純1、松本 博之2、
増尾 修2

C-3 Cone beam CTを用いた自己拡張型頭蓋内ステントの形状および内腔描出能に関する検討
1 国立循環器病研究センター　放射線部、2 国立循環器病研究センター　脳神経外科

　山田 雅亘1、上原 宏介1、平瀬 義則1、佐藤 竜也1、横山 博典1、佐藤 徹2

C-4 エンタープライズ（VRD）の描出能についての検討
1 京都大学医学部附属病院　放射線部、2 京都大学医学部附属病院　脳神経外科

　木下 順一1、上原 秀夫1、村上 雅之1、河野 俊司1、山田 晃寛1、東村 享治1、石井 暁2
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C-5 当院における脳血管内治療看護の実際 —血管造影室看護師の役割—
1 大阪大学医学部附属病院放射線部　看護師、2 大阪大学医学部附属病院放射線部　看護師長、
3 大阪大学医学部附属病院脳神経外科

　中村 亜紀子1、難波 名保美1、立川 知恵1、黒田 淳子3、藤中 俊之3、金 京子2

C-6 もやもや病患児の脳血管撮影の看護と事故防止への取り組み
1 京都大学医学部附属病院　看護部　放射線部、2 京都大学医学部附属病院　脳神経外科

　林 美帆1、島 紀代子1、杉本 なつ恵1、前田 紗江1、森田 福子1、大槻 澄子1、龍野 和恵1、
　石井 暁2、高橋 淳2、宮本 享2

C-7 意識下で脳血管内治療を受ける患者の不安に対する術前訪問の評価
1 神戸市立医療センター　中央市民病院　放射線科、
2 神戸市立医療センター　中央市民病院　脳神経外科

　上田 加奈1、騰 由香1、東部 五月1、○江崎 絵美1、谷尻 淑子1、岡崎 美晴1、坂井 信幸2

シンポジウム1（14：40〜16：00）
「Neurointerventionのセッティング」

座長　津浦　光晴（日本赤十字社和歌山医療センター　脳神経外科）
中澤　拓也（滋賀医科大学　脳神経外科）　　　　　　　　　

共催：シーメンス・ジャパン株式会社

S1-1 IVRに必要な術前検査

和歌山県立医科大学　脳神経外科

　松本 博之、増尾 修、板倉 徹

S1-2 NeurointerventionのセッティングIVRに求められる脳血管造影装置の特性
1 医真会八尾総合病院　放射線科・脳血管内治療科、2 奈良県立医科大学　放射線科

　高山 勝年1、吉川 公彦2

S1-3 IVRに有用な3D Workstationの機能

京都大学医学部　脳神経外科

　後藤 正憲、石井 暁、宗光 俊博、宮本 享

S1-4 脳血管内治療に必要な治療環境
1 神戸市立医療センター中央市民病院、2 脳血管内治療科

　 今村 博敏1、坂井 千秋2、坂井 信幸1、足立 秀光1、上野 泰1、石川 達也1、蔵本 要二1、 
重松 朋芳1、今堀 太一郎1、菊池 晴彦1

S1-5 IVRに必要な抗血栓療法の基礎知識

国立循環器病研究センター　脳血管内科

　豊田 一則

S1-6 UCLAにおけるIVR室のセッティング

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 ロナルドレーガンメディカルセンター　神経血管内治療部

　立嶋 智
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Coffee Break（16：00〜16：25）
協賛：シーメンス・ジャパン株式会社

一般演題（16：25〜17：00）「急性期血行再建術の現状」
座長　山上　　宏（神戸市立医療センター中央市民病院　神経内科）
　　　中澤　和智（城山病院　脳血管内治療科）　　　　　　　　　

O-1 脳底動脈先端部に血栓を伴う椎骨動脈高度狭窄に対し頭蓋内ステントのみで治療した一例
1 京都第一赤十字病院　急性期脳卒中センター　神経内科、2 京都第一赤十字病院　急性期脳卒中
センター　救急部、3 京都府立医科大学付属　脳・血管系老化研究センター　神経内科・老年内科

　 徳田 直輝1、濱中 正嗣1、今井 啓輔2、横関 恵美1、武澤 秀理3、大島 洋一1、巨島 文子1、
竹上 徹郎2、牧野 雅弘1

O-2 発症時間不明の急性脳主幹動脈閉塞に対して選択的経皮的脳血管形成術を施行した2例

城山病院　脳卒中センター　脳血管内治療科

　三宅 浩介、村尾 健一、中澤 和智、櫻井 靖夫

O-3 頭蓋内内頸動脈塞栓性閉塞に対する二連吸引術による緊急機械的血栓除去術の有用性
1 京都第一赤十字病院　急性期脳卒中センター　救急部、
2 京都第一赤十字病院　急性期脳卒中センター　神経内科、3京都府立医科大学　神経内科

　 今井 啓輔1、濱中 正嗣2、徳田 直輝2、武澤 秀理2、竹上 徹郎1、横関 恵美2、大島 洋一2、
巨島 文子2、牧野 雅弘2

O-4 主幹動脈急性閉塞に対するMerci retrieverの使用経験
1 神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科、
2 神戸市立医療センター中央市民病院　神経内科

　 千原 英夫1、今村 博敏1、上野 泰1、山上 宏2、足立 秀光1、藤堂 謙一2、石川 達也1、 
蔵本 要二1、坂井 信幸1、菊池 晴彦1

シンポジウム2（17：00〜18：00）「無症候性病変頚動脈狭窄症に対するCAS」
座長　中川　裕之（奈良県立奈良病院　放射線科）　　　　　　　
　　　中村　　貢（兵庫県立姫路循環器病センター　脳神経外科）

S2-1 頸動脈ステント留置術の治療成績：症候性と無症候性の比較

兵庫県立姫路循環器病センター　脳神経外科

　溝部 敬、中村 貢、本岡 康彦、内橋 義人、杉原 正浩、岡本 薫学

S2-2 無症候性病変に対する頚動脈ステント留置術 −標準的手技の治療成績−
1 医真会八尾総合病院　放射線科・脳血管内治療科、2 奈良県立医科大学　放射線科、
3 医真会八尾総合病院　脳外科

　高山 勝年1、明珍 薫1、和田 敬2、中川 裕之2、宮坂 俊輝2、吉川 公彦2、黒川 紳一郎3
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イブニングセミナー（18：00〜19：00）
座長　滝　　和郎（三重大学　脳神経外科）

　　　「EnterpriseVRDを使用した動脈瘤塞栓術」
演者　坂井　信幸（神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

S2-3 無症候性内頚動脈狭窄症に対するCAS
1 和歌山県立医科大学　医学部　脳神経外科、2 和歌山労災病院　脳神経外科

　増尾 修1、松本 博之1、寺田 友昭2、板倉 徹1

S2-4 無症候性頚動脈狭窄症に対する治療戦略

神戸市立医療センター中央市民病院　脳卒中センター

　 山上 宏、足立 秀光、上野 泰、今村 博敏、藤堂 謙一、石川 達也、山本 司郎、蔵本 要二、
坂井 信幸
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ハンズオンセミナー ビギナーコース（西館2F　仙寿の間2）

ハンズオンセミナー アドバンスドコース（西館2F　クリスタルホール）

ハンズオンセミナー（13：40〜15：00）
ビギナーコース
　　司会　佐藤　　徹（国立循環器病研究センター　脳神経外科）

トレーナー　豊田　真吾（大阪脳神経外科病院　脳神経外科）　　　　　　　
坂口　　学（大阪大学　脳卒中センター）　　　　　　　　　　
山上　　宏（神戸市立医療センター中央市民病院　神経内科）　
藤本　憲太（大阪府立急性期・総合医療センター　脳神経外科）

ハンズオンセミナー（13：40〜15：00）
アドバンスドコース
　　司会　藤中　俊之（大阪大学　脳神経外科）

トレーナー　今村　博敏（神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科）　　　　　
　　　　　　当麻　直樹（三重大学　脳神経外科）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　津本　智幸（日本赤十字社和歌山医療センター　脳神経外科）　　　　　　
　　　　　　立嶋　　智（カリフォルニア大学ロサンゼルス校　放射線科血管内治療部）
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■一般演題（9：00〜9：40）「頚動脈病変」
座長　藤本　憲太（大阪府立急性期・総合医療センター　脳神経外科）

コメンテーター　細田　弘吉（神戸大学　脳神経外科）

A-01 FilterWire EZとCarotid Wallstentを用いた頚動脈ステント留置術　−初期治療経験−
1 医真会八尾総合病院　放射線科・脳血管内治療科、2 医真会八尾総合病院　脳神経外科、
3 奈良県立奈良病院　放射線科、4奈良県立医科大学　放射線科

　 明珍 薫1、高山 勝年1、和田 敬2、坂本 雅彦2、田岡 俊昭2、宮坂 俊輝3、中川 裕之3、 
吉川 公彦2、黒川 紳一郎4

A-02 頚動脈ステント施行例における女性症例の検討

大阪府立急性期総合医療センター　脳神経外科

　藤本 憲太、橋本 宏之、青木 秀夫、下川原 立雄、木村 新

A-03 亜急性期に生じた頸動脈ステント閉塞の1例

神戸大学大学院　医学系研究科　脳神経外科

　市堀 博俊、岡村 有祐、藤田 敦史、細田 弘吉、甲村 英二

A-04 CAS中に小さいdebrisが大量に遊離した一症例

関西労災病院　脳神経外科

　 橋本 直佳、福屋 章悟、尾崎 友彦、二宮 貢士、立石 明広、眞島 静、西尾 雅実、瀧 琢有

A-05 プラーク性状を加味した頸動脈ステント留置術における当院での工夫
1 弘善会　矢木脳神経外科病院　脳神経外科、2 大阪医科大学　脳神経外科

　大西 宏之1、黒岩 輝壮2、鱒渕 誉宏1、小川 大二1、萬野 理1、谷口 博克1

■一般演題（9：40〜10：12）「その他の脳血管障害」
座長　布川　知史（近畿大学　脳神経外科・救命救急センター）

コメンテーター　黒川紳一郎（医真会八尾総合病院　脳神経外科）

A-06 母と子供3人に発症を認めたもやもや病の一家系

京都大学　医学研究科　脳神経外科

　 森本 貴昭、高橋 淳、箸方 宏州、荒川 芳輝、石井 暁、西村 真樹、吉田 和道、波多野 武人、 
三国 信啓、宮本 享

A-07 SLEに合併した類もやもや病の一例

近畿大学　医学部　脳神経外科

　 吉岡 宏真、藪内 伴成、布川 知史、眞田 寧皓、中川 修宏、辻 潔、岩倉 倫裕、加藤 天美

合同セッション

合同セッション

A会場（5F　ライフホール）

脳神経学会誌2_フ�ロク�ラム.indd   27 10.8.27   5:05:24 PM



− 28 −

A-08 細小径頭蓋内椎骨動脈狭窄に対するステント留置術
1 市立奈良病院　脳神経外科、2 市立奈良病院　神経内科

　 出口 潤1、鳥海 勇人1、永田 清1、掛樋 善明2、清水 久央2、長見 周平2、高橋 信行2、 
二階堂 雄次1

A-09 内頚動脈閉塞症を伴った後大脳動脈瘤の1例

大阪府立急性期総合医療センター　脳神経外科

　下川原 立雄、橋本 宏之、青木 秀夫、藤本 憲太、木村 新

■一般演題（10：12〜10：44）「AVF1」
座長　佐藤　　徹（国立循環器病研究センター　脳神経外科）

コメンテーター　橋本　宏之（大阪府立急性期総合医療センター　脳神経外科）

A-10 CCFで発症したICA cavernous large aneurysmに対しSOV経由でのTVEが有効であった1例

大阪警察病院　脳神経外科

　 明田 秀太、米澤 泰司、山田 與徳、枡井 勝也、井上 美里、玉置 亮、野中 純一、新治 有径、 
中野 了

A-11 くも膜下出血発症の海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻に対し血管内治療を行った一例

神戸市立医療センター中央市民病院

　 篠田 成英、坂井 信幸、足立 秀光、上野 泰、今村 博敏、石川 達也、蔵本 要二、重松 朋芳、 
今堀 太一郎、菊池 晴彦

A-12 TVEが困難でmultimodality treatmentを要した海綿静脈洞硬膜動静脈瘻(dAVF)の1例
1 姫路医療センター、2 医療法人春秋会城山病院

　 池堂 太一1、安藤 充重1、山名 則和1、福田 仁1、中澤 和智2、松井 恭澄1、福光 龍1、 
廣瀬 智史1、片岡 大治1、岩崎 孝一1

A-13 錐体部髄膜腫摘出後に発生した横静脈-S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例
1 京都府立医科大学　大学院医学研究科　脳神経機能再生外科学、 
2 独立行政法人　国立病院機構　舞鶴医療センター　脳神経外科

　 大和田 敬1、井上 靖夫2、後藤 幸大1、会田 和泰1、古野 優一1、立澤 和典1、笹島 浩泰1、
峯浦 一喜1

■一般演題（10：44〜11：16）「AVF2」
座長　中澤　和智（城山病院　脳血管内治療科）

コメンテーター　笹島　浩泰（京都府立医科大学　脳神経外科）

A-14 中硬膜動静脈瘻の1例
1 淀川キリスト教病院　脳神経外科、2 神戸大学　脳神経外科

　河合 恵美子1、富田 洋司1、森川 雅史1、池田 充1、甲田 将章2、甲村 英二2
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■一般演題（11：16〜11：48）「虚血性脳血管障害」
座長　松山　　武（奈良県立奈良病院　脳神経外科）

コメンテーター　大槻　秀夫（大阪厚生年金病院　脳神経外科）

A-18 院内発症した急性内頸動脈閉塞に対する緊急血栓摘出手術
1 済生会滋賀県病院　脳神経外科、2 済生会滋賀県病院　救命救急センター

　 広田 健吾1、日野 明彦1、岡 英輝1、越後 整1、橋本 洋一1、嶋 綾子1、塩見 直人2、 
岡田 美知子2、小川 隆弘1

A-19 脳梗塞急性期として治療中にComplete Strokeを発症したTIAの2症例

済生会御所病院　脳神経外科

　徳永 英守、仁木 陽一

A-20 脳梗塞で発症した内頸動脈解離の2症例

天理よろづ相談所病院　脳神経外科

　西田 誠、荻野 英治、多喜 純也、谷 正一、時女 知生、秋山 義典

A-21 両側後大脳動脈領域を主体とした虚血発作を繰り返したRCVSと思われる1例

関西電力病院　脳神経外科

　本郷 卓、羽柴 哲夫、宮原 永治、藤本 康裕

A-15 Burr holeからの直接穿刺によるsinus packingを行った小児硬膜動静脈瘻の1例
1 大阪市立総合医療センター　脳神経外科、2 大阪市立総合医療センター　小児脳神経外科

　石黒 友也1、小宮山 雅樹1、師岡 誉也2、寺田 愛子1、松阪 康弘2、坂本 博昭2

A-16 心不全を呈した乳児pial AVFの一例

京都大学　医学部　脳神経外科

　後藤 正憲、石井 暁、宗光 俊博、上羽 佑亮、安部倉 友、林 晃佑、宮本 享

A-17 キアリー奇形に対する後頭蓋窩拡大形成術後に生じた後頭蓋窩硬膜動静脈瘻の1例
1 大阪市立大学　脳神経外科、2 八尾徳洲会総合病院　脳神経外科

　 早崎 浩司1、西尾 明正1、三橋 豊1、後藤 剛夫1、一之瀬 努2、平 真人1、山本 直樹1、 
大畑 建治1

■ランチョンセミナー（12：00〜13：00）
座長　中村　光利（辻村病院）

　「内視鏡下経鼻的頭蓋底手術」
演者　佐伯　直勝（千葉大学　脳神経外科）

　「グリオーマの遺伝子タイピングとAdjuvant療法」
演者　植木　敬介（獨協医科大学　脳神経外科・腫瘍センター）

共催：シェリング・プラウ株式会社
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■脳死判定委員会（14：00〜14：20）
座長　平林　秀裕（国立病院機構　奈良医療センター）

　「脳死と改正臓器移植法」
演者　永廣　信治（徳島大学　脳神経外科）

■教育講演（13：00〜14：00）
座長　榊　寿右（奈良県立医科大学附属病院）

　「聴神経腫瘍の手術−基本手技とピットホール−」
演者　佐々木　富男（九州大学　脳神経外科）

共催：大塚製薬株式会社

A-22 未破裂前交通動脈瘤の手術例に剥離の基本を学ぶ

ベルランド総合病院　脳神経外科

　乾 登史孝、奥野 修三

A-23 適切なcatheter shapingとcoil selectionにより良好な塞栓を得た後大脳動脈瘤の 3例
1 国立循環器病研究センター　脳神経外科、2 広島大学大学院　医歯薬学総合研究科　脳神経外科

　 高田 茂樹1、佐藤 徹1、高木 俊範1、福田 健治1、松重 俊憲1、岡崎 貴仁2、増岡 淳1、 
中嶌 教夫1、飯原 弘二1

A-24 クモ膜下出血にて発症した後大脳動脈遠位部解離性脳動脈瘤の一例
1 市立堺病院　脳神経外科、2 大阪大学　脳神経外科

　石田 城丸1、二宮 宏智1、中島 義和1、中村 元2、藤中 俊之2、吉峰 俊樹2

A-25 Stent with in a stent techniqueにより根治し得た解離性内頸動脈瘤の一例

近畿大学　医学部　脳神経外科

　辻 潔、寺本 佳史、布川 知史、中川 修宏、真田 寧皓、藪内 伴成、加藤 天美

A-26 血管内治療におけるGoose neck snareを用いた逸脱コイル回収テクニック
1 大阪大学　医学部　脳神経外科、2 大阪大学　放射線科

　 梶川 隆一郎1、藤中 俊之1、大須賀 慶悟2、西田 武生1、中村 元1、黒田 淳子1、芝野 克彦1、
吉峰 俊樹1

■一般演題（15：05〜15：45）「脳動脈瘤2」
座長　奥野　修三（ベルランド総合病院　脳神経外科） 

コメンテーター　瀧　　琢有（関西労災病院　脳神経外科）

■一般演題（14：25〜15：05）「脳動脈瘤1」
座長　久我　純弘（大西脳神経外科病院　脳神経外科）

コメンテーター　岩崎　孝一（姫路医療センター　脳神経外科）
合同セッション
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A-27 中大脳動脈瘤M1クリッピング術におけるICG蛍光血管造影のpitfallについて

関西労災病院　脳神経外科

　 福屋 章悟、尾崎 友彦、二宮 貢士、立石 明広、眞島 静、西尾 雅実、瀧 琢有

A-28 動脈瘤クリッピング後に生じた中大脳動脈遠位部新生動脈瘤の1例

済生会京都府病院　脳神経外科

　村上 陳訓、刈茅 崇、伊林 範裕

A-29 生後10カ月の破裂脳動脈瘤の一例
1 神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科、2 先端医療センター　脳血管内治療科

　 柴田 帝式1、蔵本 要二2、坂井 信幸1、足立 秀光1、上野 泰1、今村 博敏1、石川 達也1、重
松 朋芳2、今堀 太一郎1、菊池 晴彦1

A-30 未破裂真の後交通動脈瘤の1手術例

市立奈良病院　脳神経外科

　永田 清、二階堂 雄次、出口 潤、鳥海 勇人

A-31 くも膜下出血を伴わない急性硬膜下血腫で発症した破裂前大脳動脈遠位部動脈瘤の1例

多根総合病院　神経脳卒中センタ−　脳神経外科

　住岡 真也、小川 竜介、多根 一之、柳川 伸子

■一般演題（15：45〜16：25）「脳動脈瘤3」
座長　今村　博敏（神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科）

コメンテーター　浦西龍之介（大阪南医療センター　脳神経外科）

A-32 High flow bypassを併用した親動脈閉塞術後にpostischemic hyperperfusionを生じた1例

国立循環器病研究センター　脳血管外科

　 高木 俊範、福田 健治、賀来 泰之、伊藤 要、松重 俊憲、森 久恵、佐藤 徹、増岡 淳、中嶌 教夫、
飯原 弘二

A-33 血行再建を併用して直達手術をおこなった未破裂後大脳動脈部分血栓化大型動脈瘤の一例

国立循環器病研究センター 脳神経外科

　 丸山 大輔、増岡 淳、賀来 泰之、福田 健治、伊藤 要、松重 俊憲、森 久恵、佐藤 徹、中嶌 教夫、
飯原 弘二

A-34 Enterpriseを用いたコイル塞栓術で治療に成功した広頚未破裂C2動脈瘤の一例
1 医真会八尾総合病院　放射線科・脳血管内治療科、2 奈良県立奈良病院　放射線科、
3 奈良県立医科大学　放射線科、4 医真会八尾総合病院　脳神経外科

　 明珍 薫1、高山 勝年1、和田 敬3、宮坂 俊輝2、中川 裕之2、吉川 公彦3、黒川 紳一郎4

A-35 Enterpriseを用いたコイル塞栓術の初期3症例の経験 −視認性に対する当施設での工夫−

京都大学　脳神経外科

　 宗光 俊博、石井 暁、後藤 正憲、寺田 行範、林 晃佑、山尾 幸広、宮本 享
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A-36 Codman EnterpriseTM VRDを用いた脳動脈瘤塞栓術の初期経験

大阪大学　脳神経外科

　 黒田 淳子、藤中 俊之、中村 元、西田 武生、梶川 隆一郎、芝野 克彦、吉峰 俊樹

■合同シンポジウム（16：30〜17：30）「Acom aneurysmの治療選択」
　　座長　小宮山雅樹（大阪市立総合医療センター　脳神経外科）
　　座長　飯原　弘二（国立循環器病研究センター　脳神経外科）
　　症例提示　　髙橋　　淳（京都大学　脳神経外科）
　　　　　　　　本山　　靖（奈良県立医科大学　脳神経外科）
　　指定討論者　髙橋　　淳（京都大学　脳神経外科）　　　　　　　　
　　　　　　　　藤中　俊之（大阪大学　脳神経外科）　　　　　　　　
　　　　　　　　黒岩　輝壮（大阪医科大学　脳神経外科）　　　　　　
　　　　　　　　本山　　靖（奈良県立医科大学　脳神経外科）　　　　
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■一般演題（9：00〜9：40）「髄膜腫」
座長　横山　和弘（東大阪市立総合病院　脳神経外科）

コメンテーター　深見　忠輝（滋賀医科大学　脳神経外科）

■一般演題（9：40〜10：20）「良性脳腫瘍1」
座長　秋山　義典（天理よろづ相談所病院　脳神経外科）

コメンテーター　上羽　哲也（市立岸和田市民病院　脳神経外科）

B-06 interdural schwannomaの一例

神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経外科

　 稲田 拓、上野 泰、坂井 信幸、足立 秀光、今村 博敏、石川 達也、蔵本 要二、重松 朋芳、
今堀 太一郎、菊池 晴彦

B-07 三叉神経鞘腫と鑑別を要した脊索腫の1例

姫路医療センター　脳神経外科

　 安藤 充重、池堂 太一、松井 恭澄、福光 龍、廣瀬 智史、山名 則和、片岡 大治、岩崎 孝一

B-01 前頭洞を温存し全摘出を行った円蓋部髄膜腫の一例

大阪警察病院

　 中野 了、米澤 泰司、山田 興徳、明田 秀太、枡井 勝也、井上 美里、玉置 亮、野中 純、 
新治 有径

B-02 視機能温存を重視した鞍結節部髄膜腫の手術工夫

財団法人田附興風会医学研究所北野病院

　 高橋 由紀、野々口 直助、黒崎 義隆、河鰭 憲幸、林 英樹、西田 南海子、太田 剛史、戸田 弘紀、
青木 友和、高橋 潤

B-03 第三脳室内髄膜腫の一手術例
1 奈良県立三室病院　脳神経外科、2 奈良県立医科大学　脳神経外科

　堀内 薫1、飯田 淳一1、輪島 大介2、中瀬 裕之2

B-04 摘出術の4年目に急速増大した異型性髄膜腫の一例

神鋼病院　脳神経外科

　松本 眞人、朝日 稔、平井 収

B-05 術後に著明な脳浮腫を来たした異型髄膜腫の一例
1 北大阪警察病院　脳神経外科、2 奈良県立医科大学医学部　脳神経外科、
3 大阪大学大学院医学系研究科　病態病理学

　本多 誠1、越前 直樹1、本山 靖2、中瀬 裕之2、森井 英一3

B会場（5F　サイエンスホール）
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B-08 occipital transtentorial approachで摘出したテント近傍小脳hemangioblastomaの2例

京都大学　医学部　付属病院　脳神経外科

　 寺田 行範、岡内 正信、森本 貴昭、山尾 幸広、上羽 祐亮、荒川 芳輝、石井 暁、西村 真樹、 
三國 信啓、宮本 享

B-09 Transsylvian approachを用いて摘出した側脳室三角部腫瘍の1症例
1 田附興風会医学研究所　北野病院　脳神経外科、2 田附興風会医学研究所　北野病院　病理部

　樋口 直司1、林 英樹1、弓場 吉哲2、高橋 潤1

B-10 trans-Sylvian approachにより全摘出施行し得た中脳海綿状血管腫の一例

滋賀医科大学　脳神経外科

　 宮田 悠、横井 俊浩、設楽 智史、高木 健治、新田 直樹、地藤 純哉、中澤 拓也、野崎 和彦

■一般演題（10：20〜10：52）「グリオーマ1」
座長　三國　信啓（京都大学　脳神経外科）

コメンテーター　湯上　春樹（近畿大学堺病院　脳神経外科）

B-11 Diffuse astrocytomに対するtemozolomide長期投与の一例

岸和田徳洲会病院　脳神経外科

　高山 東春、照井 慶太、大岩 美嗣

B-12 Multifocal anaplastic oligodendrogliomaの1例

奈良県立医科大学　脳神経外科

　 西村 文彦、本山 靖、弘中 康雄、朴 永銖、中村 光利、中瀬 裕之

B-13 三叉神経鞘腫に対する陽子線治療後に発生したanaplastic oligoastrocytoma

京都大学医学部附属病院　脳神経外科

　 取越 貞治、荒川 芳輝、福井 伸行、溝脇 尚志、三國 信啓、宮本 享

B-14 優位側嗅内野に発生した神経膠腫に対して病変及び海馬切除術を施行した1例

和歌山県立医科大学　医学部　脳神経外科

　中井 康雄、西林 宏起、小倉 光博、上松 右二、板倉 徹

■一般演題（10：52〜11：24）「グリオーマ2」
座長　泉本　修一（兵庫医科大学　脳神経外科）

コメンテーター　露口　尚弘（大阪市立大学　脳神経外科）

B-15 小脳原発 glioblastoma multiforme の一例

大阪警察病院

　 新治 有径、米沢 泰司、山田 與徳、明田 秀太、枡井 勝也、井上 美里、玉置 亮、野中 純一、 
中野 了
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■一般演題（14：25〜14：57）「良性脳腫瘍2」
座長　越前　直樹（北大阪警察病院　脳神経外科）

コメンテーター　岩井　謙育（大阪市立総合医療センター　脳神経外科）

B-19 腫瘍摘出腔からの出血に難渋した充実性血管芽細胞腫の1例

関西電力病院　脳神経外科

　羽柴 哲夫、本郷 卓、宮原 永治、藤本 康裕

B-20 当院での下垂体手術（被膜外摘出の試み）

大津赤十字病院

　辻 芳仁、竹市 康裕、杉野 敏之、藤田 晃司、山添 直博

B-21 覚醒下手術により摘出を行った言語野海綿状血管腫の2例

国立病院機構大阪医療センター　脳神経外科

　 角野 喜則、埜中 正博、永野 大輔、馬場 庸平、押田 奈都、山際 啓典、金村 米博、山中 一功、 
山崎 麻美、中島 伸

B-22 放線冠の腫瘍性病変はてんかん焦点となりうるか
1 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター　脳神経外科、2 奈良県立医科大学　脳神経外科

　星田 徹1、川田 和弘1、平林 秀裕1、田村 健太郎2

B-16 松果体部に発生したglioblastomaの1例

奈良県立医科大学脳神経外科

　松田 良介、弘中 康雄、本山 靖、朴 永銖、中瀬 裕之

B-17 テモゾロミド初期投与のみで良好なQOLが得られた神経膠芽腫と考えられた1例

済生会御所病院　脳神経外科

　仁木 陽一、徳永 英守

B-18 無増悪生存期間長期維持中の悪性グリオーマ症例

国保日高総合病院　脳神経外科

　沖田 竜二、石井 政道、尾崎 文教、森脇 宏

■一般演題（14：57〜15：37）「転移性脳腫瘍」
座長　藤田　豊久（済生会中和病院　脳神経外科）

コメンテーター　荒川　芳輝（京都大学　脳神経外科）

B-23 脳転移で発見された肺多形癌の一例
1 田附興風会　医学研究所　北野病院　脳神経外科、2 田附興風会　医学研究所　北野病院　呼吸器外科、
3 田附興風会　医学研究所　北野病院　放射線科、4 田附興風会　医学研究所　北野病院　病理部

　大村 知久1、戸田 弘紀1、高橋 潤1、大政 貢2、瀧 俊彦2、高木 雄久3、坂下 裕美4、弓場 吉哲4
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■一般演題（15：37〜16：17）「脳腫瘍・その他2」
座長　飯田　淳一（奈良県立三室病院　脳神経外科）

コメンテーター　橋本　直哉（大阪大学　脳神経外科）

B-28 術後に脊髄梗塞を合併したpetrous meningiomaの1例

大西脳神経外科病院

　 宮田 至朗、久我 純弘、中嶋 千也、兒玉 裕司、久保田 尚、富永 貴志、林 真人、朴 憲秀、
垰本 勝司、大西 英之

B-29 早期再発を認めた傍矢状洞部Hemangiopericytomaの1例

関西医科大学滝井病院　脳神経外科

　 瀬野 敏孝、沼 義博、川口 琢也、山原 崇弘、櫻井 靖夫、山内 康雄、河本 圭司

B-30 多発頭蓋内腫瘍を認めたLouis-Bar症候群の一例
1 東大阪市立総合病院　脳神経外科、2 東大阪市立総合病院　臨床病理科

　小谷 明平1、横山 和弘1、西岡 利和1、山内 周2、山本 憲2

B-31 前立腺癌に合併した傍腫瘍性神経症候群と考えられた1症例

加古川市民病院　脳神経外科

　森下 暁二、石原 洋右、潤井 誠司郎

B-32 画像上Glomatosis Cerebriに類似したCD3陽性中枢神経性B細胞リンパ腫の1例
1 神戸大学医学部　脳神経外科、2 神戸大学病院　病理診断科

　藤本 陽介1、篠山 隆司1、水川 克1、中溝 聡1、川上 史2、甲村 英二1

B-24 成人T細胞性白血病の脳転移の一例

馬場記念病院　脳神経外科

　長岡 慎太郎、徳永 聡、前田 一史、藤本 基秋、甲斐 康稔、伊飼 美明、魏 秀復

B-25 Orbital apex syndromeで発症した海綿静脈洞部転位性肺癌の1例

姫路医療センター　脳神経外科

　 廣瀬 智史、岩崎 孝一、片岡 大治、山名 則和、安藤 充重、福光 龍、池堂 太一、松井 恭澄

B-26 血管内腫瘍塞栓と診断し得た転移性軟骨肉腫の一例

関西医科大学附属滝井病院

　川口 琢也、山内 康雄、沼 義博、前田 裕仁、山原 崇弘、河本 圭司

B-27 ラジオ波焼灼法を用いた肝細胞癌の転移性頭蓋骨腫瘍摘出術について
1 大阪厚生年金病院　脳神経外科、2 大阪厚生年金病院　内科

　 高野 浩司1、村上 知義1、中牟田 佳奈1、藤田 敏晃1、大槻 秀夫1、甲斐 優吾2、内藤 雅文2、
伊藤 敏文2

脳神経学会誌2_フ�ロク�ラム.indd   36 10.8.27   5:05:25 PM



− 37 −

C会場（5F　501〜503）

■一般演題（9：00〜9：40）「脊髄1」
座長　岩月　幸一（大阪大学　脳神経外科）

コメンテーター　森本　哲也（高井病院　脳神経外科）

C-01 anterior foraminotomy後、急激に椎間板高の減少を来たした頸椎椎間板ヘルニアの1例
1 慈恵会　新須磨病院　脳神経外科、2 慈恵会　新須磨病院　ガンマナイフセンター、
3 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団

　高石 吉將1、鈴木 壽彦1、長嶋 宏明1、近藤 威2、太田 耕平2、松本 悟3

C-02 3D C-arm navigation下に脊椎固定術を施行したOs odontoideumの一例
1 慈恵会　新須磨病院　脳神経外科、2 慈恵会　新須磨病院　ガンマナイフセンター、
3 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団

　長嶋 宏明1、高石 吉將1、鈴木 壽彦1、太田 耕平2、近藤 威2、松本 悟3

C-03 頚椎化膿性脊椎炎の再発に対し血管柄付き腓骨移植による前方固定術にて対処した一例
1 関西医科大学　救急医学科、2 関西医科大学　脳神経外科、3 奈良医療センター脳神経外科、
4 奈良県立奈良病院　脳神経外科

　 前田 裕仁1、岩瀬 正顕1、中谷 壽男1、河本 圭司2、川田 和弘3、平林 秀裕3、星田 徹3、 
松山 武4

C-04 軟膜下に進展し、脊髄に広範な信号変化を来した頚髄神経鞘腫の一例
1 大津市民病院　脳神経外科、2 大津市民病院　病理学講座

　 福田 美雪1、寳子丸 稔1、浦崎 晃司2、木原 俊壱1、小泉 徹1、湯川 弘之1、川那辺 吉文1、
上田 茂雄1、佐々木 伸洋1、五百藏 義彦1

C-05 Chiari奇形に伴う難治性脊髄空洞症に対しObex閉塞と軟膜下小脳扁桃切除を行った1例
1 大阪市立総合医療センター　小児脳神経外科、2 大阪市立総合医療センター　脳神経外科

　松阪 康弘1、坂本 博昭1、師岡 誉也1、寺田 愛子2、吉村 政樹2

■一般演題（9：40〜10：20）「脊髄2」
座長　乾　　敏彦（富永病院　脳神経外科）

コメンテーター　今栄　信治（和歌山県立医科大学　脳神経外科）

C-06 特発性胸髄硬膜外血腫の一例

京都第二赤十字病院　脳神経外科

　 谷川 成佑、小坂 恭彦、小川 隆弘、大渕 英徳、梅林 大督、南都 昌孝、中原 功策、天神 博志

C-07 脊髄硬膜外血腫の2例

西神戸医療センター　脳神経外科

　木戸口 慶司、武田 直也、西原 賢在、巽 祥太郎
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C-08 腰椎—腹腔シャント抜去のみで症状が改善した腰部脊柱管狭窄症の1例

近畿大学　医学部　脳神経外科

　中西 欣弥、布川 知史、内山 卓也、中野 直樹、加藤 天美

C-09 馬尾神経の捻れと牽引により激しい疼痛症状を呈した神経鞘腫の1例
1 医誠会病院　脳神経外科、2 大阪大学　医学部　脳神経外科

　押野 悟1、松本 勝美1、鶴薗浩一郎1、竹綱 成典1、吉峰 俊樹2

C-10 脊髄Ependymomaの二手術例

奈良県立奈良病院　脳神経外科

　新 靖史、松山 武、田中 寛明、三島 秀明、川口 正一郎

■一般演題（10：20〜11：00）「機能外科・その他」
座長　中野　直樹（近畿大学　脳神経外科）

コメンテーター　松本　眞人（神鋼病院　脳神経外科）

C-11 錐体骨縁および錐体静脈の分枝の圧迫が原因であった三叉神経痛の1例

大西脳神経外科病院

　 宮田 至朗、久我 純弘、中嶋 千也、兒玉 裕司、久保田 尚、富永 貴志、林 真人、朴 憲秀、 
垰本 勝司、大西 英之

C-12 Petrous meningiomaとPersistent trigeminal arteryが関与していた三叉神経痛の1例

湖東記念病院　脳神経外科

　井上 卓郎、平井 久雄、清水 俊樹、辻 雅之、鈴木 文夫、松田 昌之

C-13 充填物の癒着が原因であった再発三叉神経痛の2例

独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター　脳神経外科

　四宮 一剛、浦西 龍之介、西 憲幸、鄭 倫成、福田 孝憲、浅田喜代一

C-14 電気刺激療法のピットフォール− Hard ware trouble
1 国立病院機構　奈良医療センター、2 奈良県立医科大学　脳神経外科

　平林 秀裕1、川田 和弘1、星田 徹1、田村 健太郎2、中瀬 裕之2

C-15 心停止後臓器移植の一経験例

大阪府三島救命救急センター

　頼經 英倫那、杉江 亮、孫 偉、小畑 仁司

■一般演題（11：00〜11：32）「コメディカルセッション（術中／周術期管理）」
座長　朴　　永銖（奈良県立医科大学　脳神経外科）

コメンテーター　中島　　伸（大阪医療センター　脳神経外科）

C-16 未破裂脳動脈瘤患者の関わりを考える　−心理的ストレス尺度の結果より−

奈良県立医科大学付属病院　看護部

　西浦 聡子
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■一般演題（14：25〜15：05）「硬膜下血腫」
座長　永田　　清（市立奈良病院　脳神経外科）

コメンテーター　奥村　嘉也（清恵会病院　脳神経外科）

C-19 特異な画像所見を呈した抗生剤関連血液凝固異常による硬膜下血腫の2例

大阪市立総合医療センター　脳神経外科

　寺田 愛子、吉村 政樹、石黒 友也、中島 英樹、山中 一浩、岩井 謙育、小宮山 雅樹

C-20 外傷歴不明の両側慢性硬膜下血腫における硬膜下液分析と画像との関連性に関する考察
1 関西医大枚方病院　脳神経外科、2 関西医大滝井病院　脳神経外科、
3 NTT東日本関東病院　脳神経外科

　 大重 英行1、藤田 洋子3、小泉 聡1、岩田 亮一1、津田 快1、上坂 達郎1、吉村 晋一1、 
淺井 昭雄1、河本 圭司2

C-21 慢性硬膜下血腫再発に関する検討　−ドレーンの向きおよび洗浄溶液による再発率比較−

京都第一赤十字病院　脳神経外科

　荻田 庄吾、梅澤 邦彦、木村 聡志、竹上 徹郎

C-22 慢性硬膜下血腫に対する無洗浄穿頭ドレナージ法の治療成績

八尾徳州会総合病院

　國廣 誉世、一ノ瀬 努、内藤 堅太郎、鶴野 卓史

C-23 中硬膜動脈塞栓術を施行した難治性慢性硬膜下血腫の一例
1 春秋会　城山病院　脳・脊髄・神経センター、2 関西医科大学　脳神経外科

　 弘田 祐己1、安田 宗一郎1、中澤 和智1、村尾 健一1、三宅 浩介1、島野 裕史1、井上 洋人1、
近藤 明悳1、櫻井 靖夫2

C-17 長時間ビデオ脳波モニタリングを受けた患者のストレス調査　−質問紙・面接を通して−

奈良県立医科大学付属病院　脳神経外科病棟

　辻本 美智子、西山 美沙子

C-18 脳卒中リハビリテーション認定看護師のこれからの活動と実際の事例報告

洛和会音羽病院　脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

　日下部 桐子

■一般演題（15：05〜15：45）「小児・奇形」
座長　竹本　　理（大阪府立母子保健総合医療センター　脳神経外科）

コメンテーター　坂本　博昭（大阪市立総合医療センター　小児脳神経外科）

C-24 乳幼児手術における吸収性プレートの使用経験

奈良県立医科大学　脳神経外科

　小谷 有希子、朴 永銖、中川 一郎、西村 文彦、弘中 康雄、本山 靖、中瀬 裕之
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■一般演題（15：45〜16：25）「感染・その他」
座長　徳永　英守（済生会御所病院　脳神経外科）

コメンテーター　三宅　　茂（神戸大学　脳神経外科）

C-29 一期的に両側開頭減圧術を行い救命しえた重症頭部外傷の2例

兵庫県災害医療センター/神戸赤十字病院

　田中 潤、松本 優、鵜山 淳、山本　浩隆、原 淑恵、山下　晴央

C-30 回転皮弁を用いて形成を行った外傷性頭皮欠損の1症例
1 公立南丹病院　脳神経外科、2 京都府立医科大学大学院　脳神経機能再生外科学

　谷山 市太1、恵飛須俊彦1、峯浦 一喜2

C-31 Nocardia farcinicaによる脳膿瘍の2例
1 公立那賀病院　脳神経外科、2 公立那賀病院　薬剤部

　井澤 大輔1、阪野 和重2、奥村 浩隆1、桑田 俊和1、辻 直樹1

C-32 創部感染に対する皮膚形成後広範な皮膚欠損を続発した一例

医療法人　山起会　山本第三病院　脳神経外科

　三田 泰伸、浦野裕美子、伊藤 英光、箕倉 清宏

C-33 当院における正常圧水頭症の治療方針と治療成績
1 榮昌会　吉田病院　脳神経外科、2 榮昌会　吉田病院　リハビリテーション科

　 宮地 由樹1、三木 貴徳1、松本 洋明1、南 浩昭1、増田 敦1、富永 正吾1、山浦 生也1、 
夏目 重厚2、松本 茂男1、吉田 泰久1

C-25 重複脊髄を合併した脊髄披裂の1手術例

京都府立医科大学大学院　脳神経機能再生外科学

　後藤 幸大、笹島 浩泰、会田 和泰、古野 優一、大和田 敬、立澤 和典、峯浦 一喜

C-26 診断に難渋したクモ膜嚢胞腹腔シャント術後の細隙脳室症候群の一例

大阪医科大学　医学部　脳神経外科

　藤城 高広、土居 温、梶本 宜永、黒岩 敏彦

C-27 診断に苦慮した仙骨部皮膚洞の1例

関西医科大学　脳神経外科

　山原 崇弘、櫻井 靖夫、川口 琢也、沼 義博、山内 康雄、河本 圭司

C-28 単一部位に多発するランゲルハンス細胞組織球症の1再発例
1 和歌山県立医科大学　医学部　脳神経外科、2 和歌山県立医科大学　保健看護学部

　中西 陽子1、藤田 浩二1、西林 宏起1、中尾 直之1、上松 右二2、板倉 徹1
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D会場（6F　千里ルーム）

■一般演題（9：40〜10：20）「脳腫瘍・その他1」
座長　米澤　泰司（大阪警察病院　脳神経外科）

コメンテーター　篠山　隆司（神戸大学　脳神経外科）

D-01 消退と再増大の経過を呈したGerminomaの一例
1 東大阪市立総合病院　脳神経外科、2東大阪市立総合病院　病態病理科

　西岡 利和1、横山 和弘1、小谷 明平1、山内 周2、山本 憲2

D-02 Turner症候群と松果体・下垂体部germinoma with syncytiotrophoblastic giant cell
1 京都大学　医学研究科　脳神経外科、2 小児科

　林 晃佑1、荒川 芳輝1、渡辺 健一郎2、小林 環1、上羽 佑亮1、三國 信啓1、宮本 享1

D-03 板間層から発生した巨大類上皮腫の一例

国立病院機構　大阪医療センター　脳神経外科

　 押田 奈都、埜中 正博、角野 喜則、永野 大輔、馬場 庸平、山際 啓典、金村 米博、山中 一功、
山崎 麻美、中島 伸

D-04 頭蓋骨海綿状血管腫の一手術例

大阪警察病院　脳神経外科

　 井上 美里、米澤 泰司、山田 與徳、明田 秀太、枡井 勝也、玉置 亮、野中 純一、新治 有径、 
中野 了

D-05 閉塞性水頭症で発症した神経サルコイドーシスの1例

日本赤十字社和歌山医療センター　脳神経外科

　平山 勝久、越道 慎一郎、宮武 伸行、石原 隆史、津本 智幸、垣下 浩二、津浦 光晴

■一般演題（10：20〜11：00）「脳内出血・その他」
座長　出口　　潤（市立奈良病院　脳神経外科）

コメンテーター　田村　陽史（大阪医科大学　脳神経外科）

D-06 Chronic intracerebral hematomaの病態を呈した脳内出血の3例

社会保険神戸中央病院　脳神経外科

　高道 美智子、松田 和也、松本 圭吾

D-07 頸動脈ステント留置直後に過灌流症候群によると思われる脳内出血をきたした1例
1 大阪医科大学　脳神経外科、2 東保脳神経外科病院　脳神経外科

　池田 直廉1、山田 佳孝2、黒岩 輝壮1、山下 太郎1、黒岩 敏彦1

D-08 塞栓術後に鼻出血再発を来たした放射線治療後の破裂内頸動脈仮性動脈瘤の1例

和歌山県立医科大学　脳神経外科

　 鐵尾 佳章、梅嵜 有砂、藤田 浩二、増尾 修、松本 博之、中尾 直之、板倉 徹

合同セッション
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D-09 塩酸ファスジルの繰り返し動注を行った難治性症候性脳血管れん縮の1例

兵庫県災害医療センター／神戸赤十字病院　脳神経外科

　原 淑恵、山下 晴央、山本 浩隆、鵜山 淳、松本 優、田中 潤

D-10 A1 vasospasmに対しPTAを行った2例

清仁会　シミズ病院　脳神経外科

　清水 史記、田中 英夫
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