
プ	 ロ	 グ	 ラ	 ム	 

	 

当番世話人挨拶(18:00～18:05)	 

石藏	 礼一（兵庫医科大学）	 	 	 

	 

	 

セッションⅠ(18:05～18:28)	 

座長	 高山勝年（医真会八尾総合病院	 放射線科・脳血管内治療科）	 

1. A	 study	 on	 blood	 vessel	 depiction	 performance	 of	 intracranial	 

stent	 lumen	 in	 TOF-MRA	 using	 a	 contrast	 agent	 

（発表 7分	 	 討論 2分）	 

池田崇 1,	 城本航 1,	 源貴裕 1,	 柴山寛弘 1,	 津田恵実 1,	 松本利浩 1,	 	 

桐木雅人 1,	 琴浦規子 1	 

石蔵礼一 2,	 河中祐介 2,勝浦尭之 2安藤久美子 2,	 若田ゆき 2	 

兵庫医科大学病院	 放射線技術部 1	 

兵庫医科大学病院	 放射線科 2	 

	 

	 



2. double	 stent 併用で coil 塞栓術を行った大型部分血栓化動脈瘤の	 

2 例（発表 5分	 討論 2分）	 

井手	 里美 1，清末	 一路 1，田上	 秀一 1，島田	 隆一 1，堀	 雄三 2，

永富	 裕文 3，森	 宣 1	 

大分大学医学部付属病院放射線科1	 ,	 永富脳神経外科病院放射線科2，

同脳神経外科 3	 

	 

	 

3. 不安定プラークを伴った頚動脈狭窄症に対するダブルステント法を用

いた頚動脈ステント留置術：多量のデブリスが捕獲された 1例	 

（発表 5分	 討論 2分）	 

松本武士 1,明珍	 薫 2,高山勝年 2,和田	 敬 1,吉川公彦 1	 ,黒川紳一郎 3	 

奈良医大	 放射線科・IVR センター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	 脳外科 3	 	 

	 

	 

	 



セッションⅡ（18：28～19：09）	 

座長	 今井茂樹(総合南東北病院	 放射線診断科)	 

4. 口腔・咽頭静脈奇形に対する経口的直接穿刺硬化療法	 

（発表	 7 分	 	 討論	 2 分）	 

久原	 麻子 1,	 田中	 法瑞 1,	 久木山	 智子 1,	 小金丸	 雅道 1,	 	 

清川	 兼輔 2,	 安陪	 等思 1	 

久留米大学	 放射線科 1,	 久留米大学	 形成外科・顎顔面外科 2.	 

	 

5. 頭頸部癌に対する超選択的動注化学療法における ICG の有用性	 

（発表	 7 分	 討論	 2 分）	 

鈴木通真 1	 青木茂樹 1	 小島雅貴 2	 藤巻充寿 2	 大峡慎一 2	 	 

順天堂大学放射線診断学講座 1耳鼻咽喉学講座 2	 

	 

6．有痛性肝細胞癌仙骨転移に対して経動脈的塞栓術と経皮的椎体形成術

を試みた 1例（発表	 5 分	 討論	 2 分）	 

西山智哉 1),2)、小林信雄 1)、松迫正樹 1)、沼口雄治 1)、栗原泰之 1)	 

聖路加国際病院	 放射線科 1)	 	 	 	 	 	 	 

東京大学大学院	 医学系研究科	 生体物理医学専攻	 放射線医学講座 2)	 



7.	 急性期骨粗鬆症性脊椎骨折に対する経皮的椎体形成術は早期歩行回復

に有効である（発表	 7 分	 	 討論	 2 分）	 

野口	 智幸、志多	 由孝、岡藤	 孝史、村上	 佳菜子、伊良波朝敬、	 

横山	 幸太、田嶋	 強	 

国立国際医療研究センター病院	 放射線診療部門	 

	 

8．静脈高血圧性脊髄症を来した内腸骨動静脈奇形に対して硬化塞栓療法

を施行した 1例	 （発表	 5 分	 	 討論	 2 分）	 

青島雅人	 今井茂樹	 中里龍彦	 藤巻秀樹	 山國遼	 	 	 

総合南東北病院	 放射線診断科	 	 

	 

セッションⅢ（19：09	 ～19：32）	 

座	 長	 	 清末一路（大分大学医学部付属病院放射線科）	 	 

9.先天性硬膜動静脈瘻（発表	 7 分	 討論	 2 分）	 

飯塚有応	 矢作宣之＊、大野晋吾＊、鈴木泰篤＊、熊井潤一郎＊	 

千葉西総合病院神経放射線科・脳神経外科＊	 



10.Posterior	 condylar	 vein を介して sinus	 packing を行った横-S 状静

脈洞部硬膜動静脈瘻(TSSdAVF)の 1 例（発表	 5 分	 討論	 2 分）	 

徳山	 耕平１，堀	 雄三１,清末	 一路 4，井手	 里美 4，湧川	 佳幸 2，	 

永冨	 裕文 3，森	 宣 4	 

永冨脳神経外科病院	 放射線科 1,	 脳血管内科 2,	 脳神経外科 3	 

大分大学医学部放射線医学講座 4	 

	 

	 

11.	 神経線維腫症１型	 (NF-1)	 に合併した頭蓋外内頸動静脈瘻に対し

Amplatzer	 vascular	 plug	 (AVP)とコイルを併用し	 

母血管トラッピング術を行った１例（発表	 5 分	 討論	 2 分）	 

二ツ矢浩一郎 1、森谷淳二 1、掛田伸吾 1、大成宣弘 1、真崎弘美 1、	 

村上優 1、井手智 1、竹下洋平 1、福満智史 1、興梠征典 1西澤茂 2	 

産業医科大学放射線科 1	 産業医科大学脳神経外科 2	 	 

	 

	 

	 

	 



セッションⅣ（19：32～19：53）	 

座	 長	 	 渡辺賢一（岡崎市民病院	 放射線科）	 

12.	 外傷後に症状増悪がみられた浅側頭動静脈廔に対し塞栓術が奏功し

た一例（発表	 5 分	 討論	 2 分）	 

掛端伸也、対馬史泰、藤田大真、田中円葵、藤田環、清野浩子、	 

三浦弘行、小野修一	 

弘前大学大学院医学研究科	 放射線科学講座	 

	 

	 

13．血管内治療を行なった非外傷性	 scalp	 AV	 fistulas の 1 例	 

（発表	 5 分	 討論	 2 分）	 

渡辺賢一 1,錦古里武志 2,長谷川雅彦 3,阪野寛之 4,近藤春華 4,	 

浅井千恵 4,太田晃生 4	 

岡崎市民病院	 放射線科 1脳神経外科 2血管外科 3放射線室 4	 

	 

	 

	 

	 



14．脳血管内手術と直達手術を組み合わせて治療した外傷性	 

direct	 CCF の 1 例（発表	 5 分	 討論	 2 分）	 

神谷実佳 1)	 平松久弥 2)	 松井秀介 2)	 鮫島哲朗 2)	 小泉慎一郎 2)	 

浜松医科大学放射線科 1)	 

浜松医科大学脳神経外科 2)	 

	 

	 

閉会の挨拶（19：55～20：00）	 	 	 	 	 	 	 	 	 

代表世話人	 	 	 	 	 安陪	 等思（久留米大学）	 	 	 	 	 	 


