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PROGRAM 
第 11 回 Hybrid Neurosurgery 研究会 

 

10：00～10：05 

開会の辞 
 

代表世話人 寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 

 

コメンテーター 
石井  暁（WEB）、出雲  剛、岩渕  聡、大石 英則、岡田 芳和、 
奥村 浩隆、キッティポン スィーワッタナクン、木内 博之、神山 信也、 
小林 英一、坂井 信幸、佐藤  徹（WEB）、佐野 公俊、塩川 芳昭、 
渋谷  肇、庄島 正明、杉山 達也、壽美田一貴、滝川 知司、 
瀧澤 克己（WEB）、竹内 昌孝、田中美千裕、田中雄一郎、鶴田和太郎、 
永田  泉、中原 一郎（WEB）、新見 康成、根本  繁、原  貴行、 
兵頭 明夫、増尾  修、松丸 祐司、松本 康史（WEB）、宮地  茂（WEB）、 
村山 雄一、山根 文孝 

 

（コロナウイルスの影響で来場できない先生方がいらっしゃる可能性を考慮し、コメンテー

ターは当日会場参加いただいている先生方に各セッション毎にご依頼する方針とさせて 

いただきました。ご了承ください。） 
 

 

10：05～11：10 

Flow diverter 留置における合併症  
座長 根本  繁 関東労災病院 脳神経外科 

小林 英一 千葉大学 脳神経外科 
寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 

 

1. Flow diverter 治療の合併症と予防策 （15 分） 

大石 英則 順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経外科 

 

2. Flow diverter 留置術中のトラブル、術後合併症の 3 例 （10 分） 

壽美田 一貴 東京医科歯科大学 血管内治療科 

 

3. 症候性内頚動脈傍鞍部動脈瘤の 1 治療例 （10 分） 

増尾  修 横浜市立市民病院 脳血管内治療科 

 

4. FD 留置後の動脈瘤破裂はコイルで防げるか？ （15 分） 

石井  暁 京都大学 脳神経外科 

 

5. 討論 （15 分） 



 

－13－ 

11：15～11：30 

基調講演 フィリップスセミナー 共催 Philips Electronics Japan 
座長 永田  泉 小倉記念病院 脳神経外科 

 

1. 脳動脈瘤に対する血管内治療の合併症とその対策 （15 分） 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 

 

 

11：30～12：10 

脳動脈瘤に対する血管内治療の合併症と Bail out Ⅰ  
座長 村山 雄一 東京慈恵会医科大学付属病院 脳神経外科 

新見 康成 聖路加国際病院 神経血管内治療科 
神山 信也 埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科 

 

一般講演 
1. 小型脳動脈瘤塞栓のコツと破裂時の対応 （10 分） 

キッティポン スィーワッタナクン 東海大学医学部付属病院 脳神経外科 

 

2. 脳動脈瘤塞栓術中に起こる不測の事態への対応 （10 分） 

石橋 敏寛 東京慈恵会医科大学 脳神経外科 脳血管内治療部 

 

3. 破裂前交通動脈瘤に対するコイル塞栓術の虚血性合併症の検討 （10 分） 

佐藤 慎祐 聖路加国際病院 脳神経外科 
 

4. 討論 （10 分） 

 

 

12：10～12：55 

脳動脈瘤に対する血管内治療の合併症と Bail out Ⅱ  
座長 大石 英則 順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経外科 

新見 康成 聖路加国際病院 神経血管内治療科 
岩渕  聡 東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科 

 

5. バルーンカテーテル使用時の合併症とその対策 （10 分） 

滝川 知司 獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科 

 

6. BA-BIF AN balloon assist coiling 中に BA rupture を生じた 1 例 （8 分） 

渋谷  肇 武蔵野徳洲会病院 脳神経外科 
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7. 瘤外へ完全逸脱したコイルに対し stent retriever にて回収した 2 例 （8 分） 

竹内 昌孝 西湘病院 脳神経外科 

 

8. 脳動脈瘤コイル塞栓術に伴う合併症とその対策 （10 分） 

神山 信也 埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科 

 

9. 討論 （9 分） 

 

 

＊＊＊ 12：55～13：15 休憩 ＊＊＊ 
 

 

13：15～14：50 

血管内治療時代の開頭術：基調講演  
座長 塩川 芳昭 杏林大学 脳神経外科 

 

1. “動脈瘤の血管内治療の増加に伴い、血管内治療合併症症例、不成功例、 
難治例に対する手術戦略” （15 分） 

水谷  徹 昭和大学 脳神経外科 

 

 

血管内治療時代の開頭術：一般講演  
座長 水谷  徹 昭和大学 脳神経外科 

田中雄一郎 聖マリアンナ医科大学 脳神経外科 
木内 博之 山梨大学 脳神経外科 

 
2. High flow bypass 術の合併症とそれを回避するための工夫 （10 分） 

杉山 達也 昭和大学 脳神経外科 

 

3. 難治性 Basilar top 大型瘤に対する anatomical flow diversion を意識した 
段階的 Hybrid 治療戦略 （10 分） 

鶴田 和太郎 虎の門病院 脳神経血管内治療科 

 

4. 血管内治療不成功例に対する開頭術 （15 分） 

出雲  剛 長崎大学 脳神経外科 

 

5. 開頭クリッピング術中の予期せぬ出血とそのリカバリー （10 分） 

瀧澤 克己 旭川赤十字病院 脳神経外科 

 

6. 傍前床突起部動脈瘤術後の視神経障害 （10 分） 

島本 宝哲 島本脳神経外科 
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7. 討論 （10 分） 

 

8. 総括コメント 

佐野 公俊 総合新川橋病院 脳神経外科（5 分） 

永田  泉 小倉記念病院 脳神経外科（5 分） 

岡田 芳和 聖路加国際病院 脳神経外科（5 分） 

 

 

＊＊＊ 14：50～15：05 コーヒーブレイク・機器展示 ＊＊＊ 
 

 

15：05～15：50 

ステント留置に伴う合併症  
座長 新見 康成 聖路加国際病院 神経血管内治療科 

岩渕  聡 東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科 
松丸 祐司 筑波大学 脳神経外科脳卒中予防治療学講座 

 

1. Stent-assisted coiling 中に瘤内に stent が迷入した 
VA-PICA large aneurysm の 1 例 （10 分） 

佐藤  徹 国立循環器病研究センター 脳神経外科 

 

2. ステント併用コイル塞栓術における合併症とその対策（シングルステント） （15分） 

庄島 正明 埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科 

 

3. 大型分岐部動脈瘤に対する Y、T stent の合併症 （15 分） 

津本 智幸 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 

 

4. 討論 （5 分） 

 

 

15：50～16：30（1 講演 40 分：発表 30 分＋質疑） 

特別講演  
座長 寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 

 

脳動脈瘤に対する血管内治療における合併症とその対策 

Prof. René Chapot 
  Department of Intracranial Endovascular Therapy, Alfried Krupp Hospital 
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16：35～16：45 

大型内頚動脈瘤の治療（FD または bypass trapping）  
座長 津本 智幸 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 

杉山 達也 昭和大学 脳神経外科 

 

1. 大型内頸動脈瘤に対する母血管閉塞の有効性と問題点 （10 分） 

小林 英一 千葉大学 脳神経外科 

 

 

16：45～18：05 

How I do it？困難な治療症例提示とディスカッション  
座長 水谷  徹 昭和大学 脳神経外科 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 

 

1. 症例提示 1 （20 分） 

山口 巌史 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 

討論 
 

2. 症例提示 2 （20 分） 

中條 敬人 昭和大学 脳神経外科 

討論 
 

3. 症例提示 3 （20 分） 

岡田 秀雄 和歌山ろうさい病院 脳神経外科 

討論 
 

4. 討論 （20 分） 

 

 

18：05～18：10 

閉会の辞  
 

代表世話人 水谷  徹 昭和大学 脳神経外科 
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9：55～11：10（1 演題 25 分：発表＋討論） 

症例検討Ⅱ 
座長 水谷  徹 昭和大学 脳神経外科 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
 
 症例 4  Thrombosed giant basilar An 

提示 松田 芳和 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
討論  

 

 症例 5  Giant basilar An 

提示 René Chapot Alfried Krupp Hospital 
討論  

 

 症例 6  IC ophthalmic An 

提示 田中 優子 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
討論  

 
 
11：15～12：15 

シーメンスセミナー 共催 シーメンスヘルケア株式会社 
座長 兵頭 明夫 獨協医科大学埼玉医療センター 血管内治療センター 

根本  繁 関東労災病院 脳神経外科 
 
“ Basic concept and basic technique of TVE for brain AVM ” （45 分） 

Prof. René Chapot 
  Department of Intracranial Endovascular Therapy, Alfried Krupp Hospital 

 

“ 国内施設 ICONO 使用経験 ” （15 分） 
堀江 信貴 長崎大学 脳神経外科 

 
 

＊＊＊ 12：15～12：35 昼休憩・機器展示 ＊＊＊ 
 
  

 

PROGRAM 
ALICE Tokyo2020 

 
8：30～8：35 

開会の辞 
 

寺田 友昭  昭和大学藤が丘病院 
René Chapot Alfried Krupp Hospital 

 
コメンテーター 

出雲  剛、岩渕  聡、奥村 浩隆、キッティポン スィーワッタナクン、 
小林 英一、坂井 信幸、佐野 公俊、渋谷  肇、庄島 正明、滝川 知司、 
竹内 昌孝、田中美千裕、中原 一郎（WEB）、新見 康成、根本  繁、 
原  貴行、兵頭 明夫、増尾  修、松丸 祐司、松本 康史（WEB）、 
宮地  茂（WEB）、山根 文孝 

 
（コロナウイルスの影響で来場できない先生方がいらっしゃる可能性を考慮し、コメンテー

ターは当日参加いただいている先生方に各セッション毎にご依頼する方針とさせていただ

きました。ご了承ください。） 
 
 
8：35～9：50（1 演題 25 分：発表＋討論） 

症例検討Ⅰ 
座長 田中美千裕 亀田総合病院 脳神経外科 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
 
 症例 1  TS-SS dAVF 

提示 神谷 雄己 昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科 
討論  

 

 症例 2  Tent dAVF 

提示 佐藤 大輔 相澤病院 脳神経外科 
討論  

 

 症例 3  Tent dAVF 

提示 René Chapot Alfried Krupp Hospital 
討論   
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9：55～11：10（1 演題 25 分：発表＋討論） 

症例検討Ⅱ 
座長 水谷  徹 昭和大学 脳神経外科 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
 
 症例 4  Thrombosed giant basilar An 

提示 松田 芳和 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
討論  

 

 症例 5  Giant basilar An 

提示 René Chapot Alfried Krupp Hospital 
討論  

 

 症例 6  IC ophthalmic An 

提示 田中 優子 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
討論  

 
 
11：15～12：15 

シーメンスセミナー 共催 シーメンスヘルケア株式会社 
座長 兵頭 明夫 獨協医科大学埼玉医療センター 血管内治療センター 

根本  繁 関東労災病院 脳神経外科 
 
“ Basic concept and basic technique of TVE for brain AVM ” （45 分） 

Prof. René Chapot 
  Department of Intracranial Endovascular Therapy, Alfried Krupp Hospital 

 

“ 国内施設 ICONO 使用経験 ” （15 分） 
堀江 信貴 長崎大学 脳神経外科 

 
 

＊＊＊ 12：15～12：35 昼休憩・機器展示 ＊＊＊ 
 
  

 

PROGRAM 
ALICE Tokyo2020 

 
8：30～8：35 

開会の辞 
 

寺田 友昭  昭和大学藤が丘病院 
René Chapot Alfried Krupp Hospital 

 
コメンテーター 

出雲  剛、岩渕  聡、奥村 浩隆、キッティポン スィーワッタナクン、 
小林 英一、坂井 信幸、佐野 公俊、渋谷  肇、庄島 正明、滝川 知司、 
竹内 昌孝、田中美千裕、中原 一郎（WEB）、新見 康成、根本  繁、 
原  貴行、兵頭 明夫、増尾  修、松丸 祐司、松本 康史（WEB）、 
宮地  茂（WEB）、山根 文孝 

 
（コロナウイルスの影響で来場できない先生方がいらっしゃる可能性を考慮し、コメンテー

ターは当日参加いただいている先生方に各セッション毎にご依頼する方針とさせていただ

きました。ご了承ください。） 
 
 
8：35～9：50（1 演題 25 分：発表＋討論） 

症例検討Ⅰ 
座長 田中美千裕 亀田総合病院 脳神経外科 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
 
 症例 1  TS-SS dAVF 

提示 神谷 雄己 昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科 
討論  

 

 症例 2  Tent dAVF 

提示 佐藤 大輔 相澤病院 脳神経外科 
討論  

 

 症例 3  Tent dAVF 

提示 René Chapot Alfried Krupp Hospital 
討論   
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15：15～15：20 

閉会の辞 
 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 
 
 
 
 
 
 
 

 

12：35～13：50（1 演題 25 分：発表＋討論） 

症例検討Ⅲ 
座長 新見 康成 聖路加国際病院 神経血管内治療科 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
 
 症例 7  Intraventricular AVM 

提示 藤本 剛士 宇都宮記念病院 脳神経外科 
討論  

 

 症例 8  Sylvian AVM 

提示 大島 幸亮 石岡循環器科脳神経外科病院 
討論  

 

 症例 9  Thalamic AVM 

提示 René Chapot Alfried Krupp Hospital 
討論  

 
 
14：00～15：15（1 演題 25 分：発表＋討論） 

症例検討Ⅳ 
座長 小林 英一 千葉大学 脳神経外科 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
 
 症例 10  VA union An 

提示 藪崎  肇 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
討論  

 

 症例 11  BA-SCA An 

提示 René Chapot Alfried Krupp Hospital 
討論  

 

 症例 12  Confluence dAVF  

提示 中山 禎理 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
討論   
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15：15～15：20 

閉会の辞 
 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 
 
 
 
 
 
 
 

 

12：35～13：50（1 演題 25 分：発表＋討論） 

症例検討Ⅲ 
座長 新見 康成 聖路加国際病院 神経血管内治療科 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
 
 症例 7  Intraventricular AVM 

提示 藤本 剛士 宇都宮記念病院 脳神経外科 
討論  

 

 症例 8  Sylvian AVM 

提示 大島 幸亮 石岡循環器科脳神経外科病院 
討論  

 

 症例 9  Thalamic AVM 

提示 René Chapot Alfried Krupp Hospital 
討論  

 
 
14：00～15：15（1 演題 25 分：発表＋討論） 

症例検討Ⅳ 
座長 小林 英一 千葉大学 脳神経外科 

寺田 友昭 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
 
 症例 10  VA union An 

提示 藪崎  肇 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
討論  

 

 症例 11  BA-SCA An 

提示 René Chapot Alfried Krupp Hospital 
討論  

 

 症例 12  Confluence dAVF  

提示 中山 禎理 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 
討論   
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