
第 11 回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会	 
会長	 青樹	 毅	 
平成 22 年 9 月 4 日（土曜日）	 
北海道大学医学部	 臨床大講堂	 札幌市北区北 15 条西 5 丁目	 
 
	 

開 会 の 挨 拶 	 	 	 13:00-13:05	 	 会長	 青樹	 毅	 

	 

1．	 動脈瘤（1）	 	 13:05-13:35	 

	 座長	 原口	 浩一	 （函館新都市病院	 脳神経外科）	 

-1.	 前大脳動脈（A1 部）動脈瘤の一例	 

	 	 苫小牧日翔病院	 脳神経外科	 菊地	 統	 

-2.	 前大脳動脈遠位部動脈瘤に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の治療成績	 

	 	 中村記念病院	 脳神経外科	 遠藤	 英樹	 

-3.	 Internal	 trapping 後に再開通した破裂椎骨解離性動脈瘤の一例	 

	 	 森山病院	 脳神経外科	 櫻井	 寿郎	 

	 

2．	 動静脈瘻	 他	 	 13:35-14:15	 	 

	 	 	 	 座長	 片岡	 丈人	 （中村記念病院	 脳神経外科）	 

-4.	 血管型ベーチェット病に合併した特発性内頚動脈海綿静脈洞瘻の 1 例	 

	 北海道医療センター	 脳神経外科	 内田	 和希	 

-5.	 spinal	 cord	 arteriovenous	 metameric	 syndrome	 (SAMS)と考えられた、頚部混合型 AV	 shunt

の一例	 

	 北海道大学	 神経外科	 浅野	 剛	 

6.	 頚動脈小体腫瘍に対する塞栓術	 

	 北海道大学	 神経外科	 柏崎	 大奈	 

7.	 術中経頭蓋 MEP モニタリングの有用性について	 

	 旭川医科大学	 脳神経外科	 折本	 亮介	 

	 

3．	 Ｃ Ａ Ｓ 	 	 	 	 14:15-14:45	 	 

	 座長	 林	 征志	 （大川原脳神経外科病院）	 

-8.	 総頚動脈起始部狭窄に対するステント留置術	 

	 北海道大学	 神経外科	 浅野	 剛	 	 	 

-9.	 急性期 Carotid	 Artery	 Stenting（CAS）施行症例の検討	 

	 白石脳神経外科病院	 脳神経外科	 高橋	 明	 

-10.	 高齢者・頸部内頸動脈狭窄症の適応(70 歳以上の IC 狭窄症の転機)	 	 	 	 

	 旭川医科大学	 脳神経外科	 和田	 始	 

	 

4．	 動脈瘤（2）	 	 15:00-15:40	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 座長	 	 浅野	 剛	 	 (北海道大学	 神経外科)	 

-11.	 Cashmere	 coil の使用経験	 

	 札幌医科大学	 脳神経外科	 	 飯星	 智史	 

-12.	 縦長型動脈瘤に対する V-trak	 complex	 coil	 (Terumo)	 の有用性	 

	 中村記念病院	 脳神経外科	 片岡	 丈人	 

-13.	 Enterprise	 を併用した中大脳動脈瘤塞栓の１例	 

	 函館新都市病院	 脳神経外科	 原口	 浩一	 

-14.	 Codman	 Enterprise	 VRD:	 vascular	 reconstruction	 device の使用経験	 

	 中村記念病院	 脳神経外科	 荻野	 達也	 

	 



5．	 血行再建	 	 15:40-16:30	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 座長	 	 和田	 始	 （旭川医科大学	 脳神経外科）	 

-15.	 頭蓋内内頚動脈に対する balloon 拡張型 stent を用いた stent 留置術	 

	 札幌医科大学	 脳神経外科	 宮田	 圭	 

-16.	 t-PA 静注後に PTA を施行した 2 症例	 

	 帯広厚生病院	 脳神経外科	 金	 相年	 

-17.	 Merci レトリーバー導入に向けた当院での血行再建療法	 

	 手稲渓仁会病院	 脳神経外科	 長内	 俊也	 

-18.	 鎖骨下動脈狭窄に対する unilateral	 approach によるステント留置術	 

	 市立釧路総合病院	 脳神経外科	 野村	 達史	 

-19.	 鎖骨下動脈狭窄症に対する血管内治療	 

	 	 白石脳神経外科病院	 脳血管内治療センター	 恩田	 敏之	 

	 

特 別 講 演 	 	 16:40-17:40	 	 

	 	 	 	 座長	 青樹	 毅	 	 (北海道脳神経外科記念病院)	 

脳血管の機能解剖学と大脳皮質の細胞構築	 

	 医療法人鉄蕉会	 亀田総合病院	 脳神経外科	 田中美千裕	 

	 

閉 会 の 辞 	 	 17:40	 	 	 会長	 青樹	 毅	 

	 

	 


