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第6章 臨床現場で遭遇する、迷うsituationでどうするか

一筋縄ではいかなかった症例①

一筋縄ではいかなかった症例②

一筋縄ではいかなかった症例③

一筋縄ではいかなかった症例④

一筋縄ではいかなかった症例⑤

一筋縄ではいかなかった症例⑥

宮田悠

竹本光一郎

前川秀継

千原英夫

政平訓貴

田中悠二郎

京都岡本記念病院

佐世保中央病院

奈良県総合医療センター

彦根市立病院

高知医療センター

藤枝市立総合病院

読者ターゲット 専門医前後の脳神経外科医、指導医

本書の概要 ・「誰もがやる手技」となった血栓回収療法の知識をリニューアル！

・血栓回収療法について改めて再考し、あるべき姿を理解する。

・適応、画像診断、デバイスの3点を中心に、新たな知見を学ぶ。

・Clinical questionsとして、臨床現場で遭遇する迷うsituationでどうするか、について引き出しを

増やす。
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