
第 2 回 Hybrid Neurosurgery 研究会のご案内 
 

連日厳しい暑さが続いておりますが、皆様におかれましてはますますご健勝のことと存じ

上げます。 

さて、脳神経外科医がさまざまな脳血管障害の治療に対応してゆくには、脳血管外科、脳神経

血管内治療の両方を取り入れてゆくことが不可欠な時代になっています。現在、脳血管外科医、

脳神経血管内治療医が、それぞれの場で議論する研究会はたくさんありますが、同じ土俵で忌憚

なく双方が意見を交換し、議論できる場はほとんどなかったと言っても過言ではありません。本

研究会では、脳血管外科、脳神経血管内治療のそれぞれの基本から最先端の治療をお互いに学び

つつ、本音で議論し、治療の限界を極めてゆきたいと考えています。 
第 2 回は第 1 回より少し時間を長くとり、一般演題 10 題と How I do it ?（一部演者指定）、エ

キスパートによるビデオセミナー（演者指定）を行います。皆様のご参加を心よりお待ち申し上

げます。 
 

 

平成 27年 8月吉日       

代表世話人  寺田友昭、水谷 徹 

 
 
世話人、アドバイザー 
  代表世話人  寺田友昭 （昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 教授） 
         水谷 徹 （昭和大学 医学部 脳神経外科 教授）   
   世話人    岩渕 聡 （東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科 教授） 
         大石英則 （順天堂大学医学部 脳神経血管内治療科 教授） 
         塩川芳昭 （杏林大学医学部 脳神経外科 教授） 
         田中雄一郎（聖マリアンナ医科大学 脳神経外科 教授） 
         新見康成 （聖路加国際病院 神経血管内治療科 部長） 
         根本 繁 （東京医科歯科大学 血管内治療科 教授） 
         松丸祐司 （虎の門病院 脳神経血管内治療科 部長） 
         森健太郎 （防衛医科大学校 脳神経外科 教授） 
  アドバイザー 滝 和郎 （康生会 武田病院 脳卒中センター センター長） 

永田 泉 （小倉記念病院 院長 脳神経外科） 
          
 

 

 



第 2 回 Hybrid Neurosurgery 研究会プログラム 
 
 

日 時 ：2015 年 9 月 5 日 (土） 10：00 ～ 19：00 

場 所 ：パシフィコ横浜 アネックスホール 2F F202 

        神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

045-221-2155（総合案内） 

    
展示ホール入口から左手一番奥まで約 400m お進みください 
会議センターではありません 

    
東急東横線・みなとみらい線  みなとみらい駅 徒歩 8 分 
ランチョンセミナーは先着 120 名分のお弁当を準備させて 
頂いております。受付でチケットをお受け取りください。 

 
※当日、会費として 2,000 円 を申し受けます 



ＰＲＯＧＲＡＭ 

 
開会の辞   10:00             代表世話人  寺田 友昭 
 
 
一般演題  10：05～12：05 
 
（Session 1）10:05～10:40           座長：森本 将史（横浜新都市脳神経外科病院） 

糸川 博（新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科） 
１．総頚動脈直接穿刺による脳血管内治療 〜当科での工夫〜 

     札幌白石記念病院 脳血管内治療センター1 , 同 脳神経外科 2 
       野村 達史 1，野中 雅 1，恩田 敏之 1，米増 保之 1，高橋 明 1, 橋本 祐治 2， 

本田 修 2，大坊 雅彦 2 
 

２．Isolated sinus を伴った Dural AVF に対するアプローチ 
     東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科 

林 盛人, 藤田 聡, 石井 匡, 岩渕 聡 
 

３．SSS 直接穿刺により TVE を行った TS-SS dAVF の１例 
昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 

松崎 丞, 梅嵜 有砂, 樫村 洋二郎, 桑島 淳氏, 河面 倫有, 河野 健一,  
山家 弘雄, 和田 晃, 松本 浩明, 寺田 友昭 
 
 

（Session 2）10:45～11:25      座長： 豊田 真吾（関西労災病院 脳神経外科） 
松本 浩明（昭和大学藤が丘病院 脳神経外科） 

 
４．当院における Hybrid room 活用の初期経験 

東京女子医科大学 脳神経外科 
阿南 英典, 石川 達也, 山口 浩司, 川俣 貴一 

 
５．破裂傍鞍部大型動脈瘤に対して hybrid therapy にて治療し得た一例 

 名古屋大学 脳神経外科 
荒木 芳生, 岡本 奨, 横山 欣也, 清水 賢三, 坂本 悠介, 宇田 憲司, 太田 慎次,  
和田健太郎, 村岡 真輔, 若林 俊彦  

 
 



６．経鼻的腫瘍摘出中の血管損傷に対して、母血管閉塞をバイパス併用下に血管内治療で 
行った 1 例 

虎の門病院 脳神経血管内治療科 1 ,同 脳神経外科 2 ,同 間脳下垂体外科 3  
佐藤 允之 1, 天野 達雄 1, 松丸 祐司 1, 原 貴行 2, 山田 正三 3 

 
７．鼻出血で発症した外傷性内頚動脈仮性動脈瘤 

      筑波大学医学医療系 脳神経外科 
伊藤 嘉朗, 平田 浩二, 池田 剛, 滝川 知司, 丸島 愛樹, 鶴田 和太郎,  
小松 洋治, 山本 哲哉, 松村 明 
 
 

（Session 3）11:30～12:05     座長： 中原一郎（藤田保健衛生大学 脳神経外科） 
池田 典夫（宇部興産中央病院 脳神経外科） 

 
８．AVM 塞栓術後、緊急摘出術を行った１例 

 石岡循環器科脳外科病院 脳神経外科  
大島 幸亮, 田中 優子, 檜山 孝美, 工藤 忠, 小林 博雄   

 
９．Hybrid neurosurgeon を目指す上で意識すること 

横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科    森本 将史 
 

１０．コイル塞栓術後再発瘤に対するクリッピング術の要点 「時間差」Hybrid Neurosurgery
として 

関西労災病院 脳神経外科        豊田 真吾 
 
 
 
 
ランチョンセミナー 12:15～13:15        協賛：Philips Electronics Japan 

          座長：根本 繁 （東京医科歯科大学 血管内治療科） 
             新見 康成（聖路加国際病院 神経血管内治療科） 

１．脳神経血管内治療における Clarity 活用法： 
奥村 浩隆（昭和大学医学部 脳神経外科 助教）  

２．頭頚部シャント疾患に対する脳血管内治療のコツ 
寺田 友昭（昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 教授） 

 
 
 



症例検討 How I do it?  13:30～15:30 
 

司会進行：水谷 徹（昭和大学医学部 脳神経外科 教授） 
寺田友昭（昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 教授） 

 
１．CP angle meningioma の１例  

      昭和大学藤が丘病院 脳神経外科  松本 浩明 
２．HHT に合併した巨大小脳 AVF の１例 

    昭和大学医学部 脳神経外科  松本 政輝 
３．A2 巨大血栓化動脈瘤の１例 

     聖マリアンナ医科大学 脳神経外科  伊藤 英道 
４．内頚動脈眼動脈分岐部動脈瘤の１例 

     函館脳神経外科病院 脳神経外科  山崎 貴明 
 

コメンテーター 
血管内治療の立場より    

滝 和郎 （康生会 武田病院 脳卒中センター センター長） 
大石英則 （順天堂大学医学部 脳神経血管内治療科 教授） 
新見康成 （聖路加国際病院 神経血管内治療科 部長） 
根本 繁 （東京医科歯科大学 血管内治療科 教授） 
松丸祐司 （虎の門病院 脳神経血管内治療科 部長） 

     池田典生 （宇部興産中央病院 脳神経外科 部長） 
糸川 博 （新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科 部長） 

 
手術の立場より       

永田 泉 （小倉記念病院 院長 脳神経外科） 
塩川芳昭 （杏林大学医学部 脳神経外科 教授） 
田中雄一郎（聖マリアンナ医科大学 脳神経外科 教授） 
森 健太郎（防衛医科大学校 脳神経外科 教授） 
滝澤克己 （旭川赤十字病院 脳神経外科 部長） 
 

Hybrid の立場より 
兵頭明夫 （獨協医科大学越谷病院 脳神経外科 教授） 
中原一郎 （藤田保健衛生大学 脳神経外科 教授）  
森本将史 （横浜新都市脳神経外科病院 院長） 
豊田真吾 （関西労災病院 脳神経外科 部長） 
 

＊＊＊ コーヒーブレイク 15：30～15：45 ＊＊＊ 



 
教育講演 15:45～16:15 

座長：滝 和郎 （康生会 武田病院 脳卒中センター） 
 「Hybrid Neurosurgeon を目指す人への Expert からのアドバイス」 

 演 者 ： 兵頭 明夫（獨協医科大学越谷病院 脳神経外科 教授） 
 
 

＊＊＊ コーヒーブレイク 16：15～16：30 ＊＊＊ 
 
 
Expert による Video セミナー 16:30～19:00  
 
エキスパートによる教育ビデオセミナーI （16:30-17:15） 座長：永田 泉、岩渕 聡 

１．治療困難な脳動動脈瘤の手術   
昭和大学医学部 脳神経外科 水谷 徹  

２．Key hole surgery による動脈瘤クリッピングのコツ 
防衛医科大学校 脳神経外科 森 健太郎 

３．脳動静脈奇形の手術の実際とコツ  
聖マリアンナ医科大学 脳神経外科 田中 雄一郎  

 
エキスパートによる教育ビデオセミナーII （17:20-18:05）座長：塩川芳昭、森 健太郎  

４．バイパス手術の基礎から応用まで  
旭川赤十字病院 脳神経外科 滝澤 克己  

５．治療困難な脳動脈瘤に対する血管内治療 
 順天堂大学医学部 脳神経外科 大石 英則  

６．Acute stroke に対する血管内治療 
 虎の門病院 脳血管内治療科 松丸 祐司  
 

エキスパートによる教育ビデオセミナーIII （18:10-18:55） 座長：田中 雄一郎、松丸 祐司 
７．脳脊髄シャント疾患に対する血管内治療  

聖路加国際病院 脳血管内治療科 新見 康成  
８． ここまでできる脳腫瘍に対する血管内手術 

 昭和大学藤が丘病院 脳神経外科 寺田 友昭  
９．脳神経血管内手術におけるステント活用法 

   藤田保健衛生大学 脳神経外科 中原 一郎  
 
閉会の辞  18:55-19:00            代表世話人  水谷 徹 
 



世話人会は控室 F1 で１５時３０分より開催します 

 

協賛メーカー 

㈱ライカマイクロシステムズ 
㈱日本ストライカー 
㈱テルモ 
㈱カネカメディックス 
㈱メディコスヒラタ 
㈱ジョンソン・エンド ・ジョンソン 
㈱日本メドトロニック 
㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン 


