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    NNAC Program コミュニティープラザ大阪 2009年6月6日 
 
 
 
9:25-9:30   Opening remark 
 
    大阪市立総合医療センター 小宮山雅樹 (5分) 
 
 
9:30-10:55  1. 機能解剖-1  

司会  亀田総合病院 田中美千裕、岐阜大学 吉村紳一 
 

 
1-1. Dual VA をともなったright aortic archの１例 
和歌山県立医科大学 脳神経外科 
増尾 修 (5+10分)    9:30-9:45 
 
1-2. Absence of common carotid arteryの１例 
東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科  
片山正輝 (5+10分)    9:45-10:00 
 
1-3. 前脈絡叢動脈と後交通動脈の起始に関する検討とreview 
札幌医科大学 脳神経外科 
飯星智史 (5+10分)   10:00-10:15 
 
1-4. Retrophryngeal ICAやtympanic ICAを含めた”Cervical-Petrosal ICAの変異例” 
大分大学 放射線科 
清末一路  (10+10分)   10:15-10:35 
 
1-5. 中硬膜動脈の発生とそこからの塞栓術 
虎の門病院 脳神経血管内治療科 
松丸祐司 (10+10分)   10:35-10:55 
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10:55-12:25  2. 機能解剖-2 

司会 虎の門病院 松丸祐司、大分大学 清末一路 
 
2-1. Primitive carotid-basilar anastomoses: case report and review 
自治医科大学 血管内治療部  
難波克成 (5+10分)   10:55-11:10 
 
2-2. Bilateral carotid retia with a basilar tip aneurysm: case report 

袋井市民病院 脳神経外科 
市橋鋭一 (5+10分)   11:10-11:25 
 
2-3. 内頚動脈の成り立ち 
中村記念病院 脳神経外科 
瓢子敏夫 (10+10分)   11:25-11:45 
 
2-4. 脳底静脈(basal vein of Rosenthal)の機能的解剖 
富山県済生会富山病院 脳神経外科 
久保道也  (10+10分)   11:45-12:05 
 
2-5. 下錐体静脈洞の解剖学的バリエーション 
大阪市立大学 脳神経外科  
三橋 豊 (10+10分)    12:05-12:25 
 
 
12:35-13:10  3. 歴史 （Luncheon Lecture） 

司会 小倉記念病院 東 登志夫 
 
 
3-1. 近代国家の樹立と脳機能解剖学”  
～明治期の日本人解剖学者の夢と業績について～ 
亀田総合病院 脳神経外科  
田中美千裕 (25+10分)   12:35-13:10 
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13:15-13:45   4. 系統疾患・頭頸部血管病変  
     司会 大阪市立大学 西尾明正 
 
 
4-1. 呼吸障害で発症した乳児咽頭静脈性奇形の一例 
大阪市立総合医療センター 脳神経外科 
石黒友也 (5+10分)   13:15-13:30 
 
4-2. 頭蓋内および眼窩内に広がる血管腫を伴ったPHACE症候群の1例 
広島市民病院 脳神経外科 
廣常信之 (5+10分)  13:30-13:45 
 
 
13:45-15:10  5. 病因論、分類、脊髄疾患、他 
    司会 北海道大学 浅野 剛、秋田大学 高橋 聡 
 
 
5-1. Osteodural AVFの2例 
北海道大学 脳神経外科 
浅野 剛 (5+10分)  13:45-14:00 
 
5-2. Cobb syndromeとその関連疾患 
旭中央病院 脳神経外科 
Kittipong Srivatanakul  (10+10分) 14:00-14:20 
 
5-3. SAMSと思われる頸～胸椎のspinal cord AVMとparaspinal AVMの一例 

日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科 
小南修史 (5+10分)  14:20-14:35 
 
5-4. Sturge-Weber syndromeに伴う脳血管病変 

新潟大学 脳研究所 脳神経外科 
西野和彦 (5+10分)  14:35-14:50 
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5-5. 目で見る血管病変：百聞は一見にしかず 
大阪市立総合医療センター 脳神経外科 
小宮山雅樹 (10+10分) 14:50-15:10 
 
 
15:20-16:15  6. 概念 （特別講演）  
    司会 大阪市立総合医療センター 小宮山雅樹 
 
 
6-1. 「発生機構から観た脊椎動物の形態進化」 
理化学研究所 神戸研究所、発生・再生科学総合研究センター、形態進化研究グループ  
倉谷 滋 (40+15分)  
 
 
16:15-16:25  休息 
 
 
 
16:25-18:15  7. 小児の脳血管障害・奇形  
    司会 ルーズベルト病院 新見康成、広島市民病院 広常信之 
       
 
7-1. Kasabach-Merritt syndrome 
大阪市立総合医療センター 小児腫瘍科 
大杉夕子 (5+10分)  16:25-16:40 
 

7-2. 心不全発症の頭蓋内pial AVFに合併した小児脊髄AVFの一例 
愛知医科大学 脳神経外科  
犬飼 崇 (5+10分)  16:40-16:55 
 
7-3. Multi-feederをもつ乳児 pial AVFの一例 
大分大学 脳神経外科  
久保 毅 (5+10分)  16:55-17:10 
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7-4. ガレン大静脈瘤における神経放射線学的検討（自験例病型分類と臨床症状） 

順天堂大学医学部附属浦安病院 放射線科 
飯塚有応 (10+10分)  17:10-17:30 
 

7-5. 小児のAVシャントに対する血管内治療 
ルーズベルト病院 血管内治療科  
新見康成 (30+15分)  17:30-18:15 
 
 
18:15  Closing Remark 
 
大阪市立総合医療センター 小宮山雅樹 
 
 
 
司会の先生方は、活発なdiscussion を進める、進行係役を御願いいたします． 
 
発言時に、所属や氏名を出すことは不要です． 
 
括弧内の時間表示（分）は、発表時間とdiscussion の時間の目安です． 
できるだけdiscussion の時間が取れる様にお願いいたします． 
 
本会終了後、バスで懇親会（19時開始予定）の会場へ移動します． 
 
 
 
NNAC 2010は、2010年 5月 22日（土曜日）大阪で開催の予定です． 
 
 
Cover: A 7-month-old boy with Vein of Galen Aneurysmal Malformation 


