
 

 

 

 

 

 
	 1348.	 梶川	 博：年男放談.	 広島西ロータリークラブ例会卓話、2011年1月6日、ANA

クラウンプラザホテル広島、広島市.	 

	 

	 1349.	 梶川	 博：会長時間．広島西ロータリークラブ例会、2011年2月10日、ANAク

ラウンプラザホテル広島、広島市.	 

	 

	 1350.	 花園弘崇、岡本浩幸、今村栄次、若林伸一、梶川	 博：Branch	 

Atheromatous	 Diseaseの進行例と非進行例のリハビリテーション効果と病状経過．第36

回広島県病院学会、2011年2月20日、広島医師会館、広島市．	 

	 

	 1351.	 静川直子、米澤久美	 、北村樹里、野村栄一、若林伸一、梶川	 博	 ：ワルフ

ァリン内服患者におけるPT-INRに影響を及ぼす因子について.	 第36回広島県病院学会、

2011年2月20日、広島医師会館、広島市．	 

	 

	 1352.	 長谷智子：翠清会梶川病院におけるMSW体制の構築～新人MSWから３人体制と

なるまでの取り組みと今後の課題～：第２回広島県医療ソーシャルワーク学	 会、2011

年2月20日、安芸グランドホテル、廿日市市．	 

	 

	 1353.	 松田健司、岡本浩幸：看護師が行なうリハビリテーションへの取り組みと課

題.日本脳神経看護研究学会広島地方部会第6	 回研究発表会，2011年3月5日、日本赤十

字広島看護大学、廿日市市．	 
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□1354.	 仲博満、野村栄一，北村樹里，櫛谷聡美，今村栄次，若林伸一，梶川	 博，

松本昌泰：脳卒中患者における抗血小板療法とmicrobleedsの関連：抗血小板薬別の検

討.第36回日本脳卒中学会総会.2011年3月25日、京王プラザホテル	 

	 

	 1355.	 須山嘉雄、若林伸一、山崎弘幸、根石拡行、廣常信之、梶川	 博：後下小脳

動脈解離性動脈瘤の１例.	 第71回（社）日本脳神経学会中国四国支部学術集会、2011

年4月2～3日、ビッグハート出雲（白のホール）、出雲市.	 

	 

	 1356.	 大下智彦：神経変性疾患の画像診断オーバービュー．-自験例を中心に-	 第

99回広島神経疾患研究会、2011年5月12日、ANAクラウンプラザホテル広島、広島市．	 

	 

	 1357.	 大下智彦、上野弘貴、越智一秀、中村毅、大槻俊輔、山脇健盛、松本昌泰:中

枢神経外腫瘍により脳神経症状を呈した14例の検討、第52回日本神経学会学術大会、

2011年5月18日-20日、名古屋国際会議場、名古屋市.	 	 

	 

	 1358.	 今村栄次、仲博満、北村樹里、櫛谷聡美、野村栄一、若林伸一、梶川博：Branch	 

atheromatous	 diseaseにおける入院時梗塞巣と症状進行との関係：第52回日本神経学会

学術大会、2011年5月18日-20日、名古屋国際会議場、名古屋市.	 	 

	 

	 1359.	 梶川	 博：会長時間．広島西ロータリークラブ例会、2011年5月19日、ANAク

ラウンプラザホテル広島、広島市.	 	 

	 

	 1360.	 野村栄一：講演「めまい診療を学ぶ」-脳卒中専門医の立場から-、広島プラ

イマリケアセミナー、2011年5月31日、リーガロイヤルホテル広島，広島市.	 

	 

	 1361.	 須山嘉雄、若林伸一、山崎弘幸、梶川	 博、野村栄一、大下智彦、今村栄次、

北村樹里、河野通裕：当院における急性期主幹動脈閉塞症に対する局所線溶療法につい

て	 -rt-PA	 	 認可前後での比較検討-．第11回関西脳神経外科研究会、2011年6月25日、

新大阪イベントホール「レ	 ルミエール」、大阪市．	 

	 

	 1362.	 梅田由美子、古森正和、梶川咸子：認知症予防を家族と共に	 ～職員と家族

の連携～	 第５回介護老人保線施設中四国ブロック大会、2011年6月25日、今治国際ホ

テル、今治市．	 

	 

	 1363.	 重森利子、田村麻衣、吉谷裕子：余暇活動の楽しみが出来た！！	 ～個別ケ

アで意欲が出てきた～	 第５回介護老人保線施設中四国ブロック大会、2011年6月25日、

今治国際ホテル、今治市．	 



	 

	 1364.	 山本悦子、要田	 潤、梶川咸子：高齢者は病気になるんです！	 ～老健入所

者の現状～	 第５回介護老人保線施設中四国ブロック大会、2011年6月25日、今治国際

ホテル、今治市．	 

	 

	 1365.	 米澤久美、小樋一余世、平田明子、神尾昌則、若林伸一、梶川	 博：院内感

染対策チーム稼動による抗菌剤適正使用推進	 −耐性菌防止にむけてー.	 第14回日本

病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、松山市「ひめぎんホール」（愛媛県民文化会

館）、松山市.	 	 	 

	 

	 1366.	 江藤佳奈子、平田明子、植田千春、柴田	 美紀子、若林千恵子、野村栄一、若

林伸一、	 梶川	 博：当院の脳ドックにおける無症候性病変、第14回日本病院脳神経外

科学会、2011年7月16～17日、松山市「ひめぎんホール」（愛媛県民文化会館）、松山市.	 

	 

	 1367.	 松田健司、岡本浩幸、今村栄次、若林伸一、梶川	 博：看護師が行なうリハ

ビリテーションへの取り組みと課題.	 第14回日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～

17日、松山市「ひめぎんホール」（愛媛県民文化会館）、松山市.	 

	 

	 1368.	 山中利絵、須山嘉雄、若林伸一、梶川	 博：認知症を有する穿頭術後患者の

せん妄出現率の調査.	 第14回日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、松山市「ひ

めぎんホール」（愛媛県民文化会館）、松山市.	 	 

	 

	 1369.	 仲前真里、林	 彩、野村栄一、若林伸一、梶川	 博：看護師による脳卒中ケ

アユニットにおけるNIHSS評価.	 第14回日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、

松山市「ひめぎんホール」（愛媛県民文化会館）、松山市.	 	 

	 

	 1370.	 渡瀬	 毅、石田はる香、松前良和、岡本浩幸、神尾昌則、若林伸一、梶川博：

リハビリ実施時間増加による回復期病棟入院患者のADLへの波及効果の検討.	 第14回

日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、松山市「ひめぎんホール」（愛媛県民文

化会館）、松山市.	 	 

	 

	 1371.	 山本悦子、梶川咸子、梶川	 博：ワルファリンカリウム剤服用の入所者の現

状.	 第14回日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、松山市「ひめぎんホール」

（愛媛県民文化会館）、松山市.	 

	 

	 1372.	 吉谷裕子、梶川	 博、梶川咸子、冨原志保、山縣志保：脳卒中後、通所リハ

ビリテーション利用者の「できるADL」を「しているADL」につなげる取り組み～FIMを



使って～	 第14回日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、松山市「ひめぎんホ

ール」（愛媛県民文化会館）、松山市.	 	 

	 

	 1373.	 神谷奈々、要田	 潤、山本悦子、梶川咸子、梶川	 博：脳卒中発症後施設入

所者の経過.	 第14回日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、松山市「ひめぎん

ホール」（愛媛県民文化会館）、松山市.	 	 

	 

	 1374.	 大植千里、梶川咸子、梶川	 博：地域包括支援センターに相談のあった認知

症高齢者の実態について.	 第14回日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、松山

市「ひめぎんホール」（愛媛県民文化会館）、松山市.	 

	 	 

	 1375.	 梶川	 博、佐藤秀次（座長）：三鴨廣繁（教育講演）「これからの感染制御を

考える」、第14回日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、松山市「ひめぎんホー

ル」（愛媛県民文化会館）、松山市.	 

	 

	 1376.	 野村栄一、藤澤睦夫（座長）：医療系	 脳卒中内科的治療他５題（1-	 

Ｈ-4-1～1-Ｈ-4-5）、第14回日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、松山市「ひ

めぎんホール」（愛媛県民文化会館）、松山市.	 

	 

	 1377.	 岡本浩幸、近藤健士（座長）：リハビリテーション維持期６題	 

（2-I-3-1~2-I-3-6)、第14回日本病院脳神経外科学会、2011年7月16～17日、松山市「ひ

めぎんホール」（愛媛県民文化会館）、松山市.	 

	 

	 1378.	 野村栄一、仲	 博満、今村栄次、櫛谷聡美、北村樹里、若林伸一、梶川	 博、

松本昌泰：脳梗塞患者におけるrt-PA静注療法への反応時間とlate	 respondersの臨床的

特徴.	 第36回日本脳卒中学会、2011年7月30～8月1日、国立京都国際会館、京都市．	 

	 

	 1379.	 今村栄次、仲	 博満、北村樹里、櫛谷聡美、野村栄一、若林伸一、梶川	 博：

Branch	 atheromatous	 diseaseにおける入院時データと症状進行との関係．第36回日本

脳卒中学会、2011年7月30～8月1日、国立京都国際会館、京都市．	 

	 

	 1380.	 河野智之、仲	 博満、今村栄次、細見直永、野村栄一、大槻俊輔、若林伸一、

山脇健盛、松本昌泰：Hyperintense	 Vessel	 Signの分布と脳梗塞重症度の関連性につい

ての検討．第36回日本脳卒中学会、2011年7月30～8月1日、国立京都国際会館、京都市．	 

	 



	 1381.	 仲	 博満、野村栄一、北村樹里、櫛谷聡美、今村栄次、若林伸一、梶川	 博、

松本昌泰：脳卒中患者における抗血小板療法とmicrobleedsの関連：抗血小板薬別の検

討．第36回日本脳卒中学会、2011年7月30～8月1日、国立京都国際会館、京都市．	 

	 

	 1382.	 須山嘉雄、若林伸一、山崎弘幸、根石拡行、梶川	 博：開頭クリッピング術

を第一選択とした急性期破裂脳動脈瘤の術後合併症について．第36回日本脳卒中学会、

2011年7月30～8月1日、国立京都国際会館、京都市．	 

	 

	 1383.	 加茂田英子、山縣浩一：病院紹介（ブース）．広島県看護職員就業ガイダンス．

広島県・広島県病院協会、2011年7月30日、三原市ゆめきゃりあセンター、三原市．	 

	 

	 1384	 北村樹里：健康講座「脳卒中について」第８回ひばり祭、2011年8月7日、介護

老人保健施設ひばり２階研修室、広島市．	 

	 

	 1385.	 野村栄一：脳卒中予防と抗凝固療法―その光と影―	 Cardiovascular	 

&Cerebrovascular	 Conference、2011年9月1日、オリエンタルホテル広島，広島市.	 

	 

	 1386.	 須山嘉雄、中原一郎、若林伸一、東森俊樹、梶川	 博：はじめての術者とし

て経験した、コイル迷入を来たした未破裂脳動脈瘤の一例．	 第20回中国四国脳神経血

管内手術研究会、2011年9月3日、松江テルサ、松江市．	 

	 

	 1387.	 長谷智子：急性期病院における成年後見制度の必要性と課題～脳神経疾患を

発症した患者さんが安心して生活できるために～	 第２回日本医療ソーシャルワーク

学会、	 2011年9月10日、兵庫大学、、兵庫県加古川市.	 

	 

	 1388.	 野村栄一：広島プライマリケアセミナー	 ―知っておきたい，今風の血圧管

理―	 脳卒中専門医の立場から、2011年9月27日、リーガロイヤルホテル広島，広島市，	 

	 

	 1389.	 須山嘉雄、若林伸一、東森俊樹、梶川	 博：急性期脳底動脈閉塞に対する局

所線溶療法および経皮的血管形成術についての検討．社団法人日本脳神経外科学会	 第

70回総会、2011年10月12日～14日、パシフィコ横浜、横浜市．	 

	 

	 1390.	 若林伸一：（招請講演）「私の脳卒中	 Teaching	 File：梶川病院の手術記録か

ら」、第91回広島脳神経外科フォーラム、2011年10月25日、広仁会館、広島大学病院、

広島市.	 

	 



	 1391.	 野村栄一:脳卒中地域連携プロジェクト講演1の座長、日本脳卒中協会、大塚

製薬主催、2011年11月7日、リーガロイヤルホテル広島、広島市.	 

	 

	 1392.	 若林伸一：（総合司会）梶川病院第７回STROKEセミナー（武田薬品工業株式会

社主催）．2011年11月9日、ANAクラウンプラザホテル広島、広島市．	 

	 

	 1393.	 大下智彦：血糖異常と神経障害アラカルト．梶川病院第７回STROKEセミナー

武田薬品工業株式会社主催）．2011年11月9日、ANAクラウンプラザホテル広島、広島市．	 

	 

	 1394.	 山田祐一郎（秋田大学大学院	 医学系研究科	 内分泌・代謝・老年内科学教

授）：糖尿病の新たな治療	 -	 急性・慢性合併症の予防を目指して-．梶川病院第７回

STROKEセミナー（武田薬品工業株式会社主催）．2011年11月9日、ANAクラウンプラザホ

テル広島、広島市．	 

	 

	 1395.	 福利崇：中川慧、青景遵之、河原裕美、橋詰顕、栗栖薫、弓削類；異なる視

点からの運動観察時における脳活動の比較〜脳磁図を用いて〜、第４１回日本臨床神経

生理学会、2011年11月10日、グランシップ、静岡市	 

	 

	 1396.	 大屋光司：頭部領域におけるCTの有用性～症例画像から基礎を学ぶ～、第15

回fukuyama	 CT	 meeting、バイエル薬品株式会社主催、2011年11月17日、福山医師会，

福山市.	 

	 

	 1397.	 野村栄一：Round	 Table	 Discussion	 ー日常診療におけるDRIの使い方ー、ラ

ジレス錠発売2周年記念講演会、ノバルティスファーマ主催、2011年11月29日、ANAクラ

ウンプラザホテル広島、広島市.	 

	 

	 1398	 須山嘉雄、若林伸一、野村栄一、東森俊樹、梶川博、中原一郎：頚部内頚動脈

解離２症例の経験.	 第72回（社）日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会、2011年

12月3日、総合あんしんセンター、高知市.	 

	 

	 1399.	 須山嘉雄、中原一郎、若林伸一、梶川	 博:未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術にお

いてコイル回収をおこなった2症例の経験.第十回広島血管内治療研究会、2011年12月17

日、シェラトンホテル広島、広島市． 
 

 

 



 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


