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9:25-9:30   Opening remark 
 
大阪市立総合医療センター 小宮山雅樹 
 
 
9:30-10:25  1. 動脈解剖・疾患1  

司会  福岡大学 東 登志夫、自治医科大学 難波克成 
 
 
1-1. MCA duplication 

広島市民病院 脳神経外科 
広常信之   9:30-9:50 
 
1-2. 眼窩深部に発生したdural arteriovenous fistulaの一例 
名古屋大学 脳神経外科  
松原功明  9:50-10:05 
 
1-3. 中硬膜動脈と副硬膜動脈の機能解剖 
城山病院 脳血管治療科 
中澤和智   10:05-10:25 
 
 
10:25-11:35  2. 動脈解剖・疾患2  

司会  広島市民病院 広常信之、三重大学 当麻直樹 

 
2-1. Inferolateral trunk and its clinical significance 
老年病研究所付属病院 脳神経外科 
宮本直子   10:25-10:45 
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2-2. ICA dysgenesisに合併した多発未破裂脳動脈瘤 
札幌医科大学 脳神経外科 
飯星智史   10:45-11:00 
 
2-3. Segmental dysgenesis of the bilateral anterior cerebral artery (proximal and 
distal) 

鳥取大学 脳神経外科 
坂本 誠   11:00-11:15 
 
2-4. Segmental concept of the ICA 
日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科 
小南修史   11:15-11:35 
 
 
11:35-12:35  3. 静脈解剖・疾患 

司会 大分大学 清末一路、大阪市立大学 三橋 豊 
 
 
3-1. 動静脈シャントを伴う後頭蓋窩DVAの一例 
宮城県立こども病院 脳神経外科 

林 俊哲    11:35-11:55 
 

3-2. Cavernous sinusのdevelopmentとvariation 
大分大学 放射線科  
田上秀一   11:55-12:15 
 

3-3. Cerebral and spinal venous drainage, with special reference to the lateral 
group 
大阪市立大学 脳神経外科  
三橋 豊   12:15-12:35 
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12:35-13:05  4. 歴史 （Luncheon Lecture） 

司会 亀田総合病院 田中美千裕 

 
4-1. 血管解剖からみる医学の歴史：History repeats itself.   
Are we anywhere close to Esculape? - 解剖と医学を振り返る。。。 

旭中央病院 脳神経外科  
キッティポン スイーワッタナクン  12:35-13:05 
 
 
13:05-13:30  休息 

 
 
 
13:30-14:35   5. 血管構築・ 病態  
     司会 虎ノ門病院 松丸祐司、 城山病院 中澤和智 

 
5-1. Functional vascular anatomy based on the Cytoarchitectonics of the 
human cerebral cortex 
亀田総合病院 脳神経外科 
田中美千裕  13:30-14:00 
 
5-2. Reversible Cerebral Vosoconstriction Syndorme 
中村記念病院 脳神経外科 
春原 匡  14:00-14:15 
 
5-3. cerebral proliferative angiopathy (CPA) 
和歌山労災病院 脳神経外科 
寺田友昭  14:15-14:35 
 
 
 
 
 



Niche Neuro-Angiology Conference 

 

 
14:35-15:20  6. 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「進化はオスが決める」および科学に関する話題 
京都大学名誉教授  
宮田 隆   
 
 
15:20-15:35  休息 
 
 
 
15:35-16:40  7. 脊髄疾患・ 疾患概念・症候群  
 司会 亀田総合病院 田中美千裕、日本医科大学千葉北総病院 小南修史 
 
 
7-1. Spinal epidural AVF 

北海道大学 脳神経外科 
浅野 剛  15:35-15:55 
 
7-2. Cranial parachordal AVF 

三重大学 脳神経外科 
当麻直樹 15:55-16:10 
 
7-3. Periorbital Lymphatic MalformationにDevelopmental Venous Anomaly を合併し
た1例 

虎ノ門病院 脳神経外科 
早川幹人 16:10-16:25 
 
7-4. PTEN変異と血管奇形 

自治医科大学 脳神経外科 

難波克成 16:25-16:40 
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16:40-18:00  8. 小児疾患  
    司会 ルーズベルト病院 新見康成、 岐阜大学 吉村紳一 
 
8-1. Pial AVF and RASA1 mutation 

大阪市立総合医療センター 脳神経外科 
石黒友也 16:40-16:55 
 
8-2. カサバッハメリット症候群を呈した小児血管腫の一例 
岐阜大学 脳神経外科  
榎本由貴子 16:55-17:10 
 
8-3. 頭蓋内出血で発症した新生児AVMの2例 

徳島大学 脳神経外科  
里見淳一郎 17:10-17:25 
 
8-4. 小児の頭蓋内AVシャント疾患の特徴と血管内治療 
ルーズベルト病院 血管内治療科  
新見康成      17:25-18:00 
 
 
18:00  Closing Remark 
 
大阪市立総合医療センター 小宮山雅樹 
 
 



Niche Neuro-Angiology Conference 

 

 
 
 
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． 
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、徒歩で近くに懇親会の会場へ移動します．奮って、御参加下さい． 
 
 
 
NNAC 2011 は、2011年 5月 21-22 日（土・日曜日）に大阪で開催の予定です 
 
5 月 21日は、今まで通りのNNACを行い、翌 22日に「血管解剖のBASIC（仮称）」また
は「NNAC Cours d'anatomie（仮称）」の講義を企画・予定しています．21日は決定ですが、
22日は未定です．詳細が決れば、home page で御知らせします． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Cover: A 2-year-old boy with infantile dural AV fistula 
       Calcification suggests impending melting brain. 


