
	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 1400.	 野村栄一：（講演）症例から学ぶ糖尿病診療のピットフォール	 脳卒中専門医の立場から、広島プ

ライマリケアセミナーー糖尿病診療のピットフォールー、興和創薬、2012年1月19日、オリエンタルホテル

広島，広島市	 

	 

	 1401.	 野村栄一：（講演）脳梗塞の最近の話題	 脳梗塞講演会、サノフィ／アベンティス、2012年2月3日、

ウエスティンホテル大阪，大阪市	 

	 

	 1402.	 山本悦子：（講演）認知症について、広島市「認知症サポーター養成講座」、2012年2月4日、広島

労働会館	 ワークピア、広島市	 

	 

	 1403.	 大下智彦：（講演）神経変性疾患の診断（画像）と治療．ＭＲ教育研修・ノバルティスファーマ（株）

広島事業所、2012年2月6日、同事業所（広島市中区鉄砲町7-18東芝フコク生命ビル3Ｆ）．	 

	 

	 1404.	 今村栄次：（司会）第30回「症例から学ぶ神経内科	 in	 広島」、共催：大日本住友製薬株式会社、

2012年2月8日、ホテルグランビア広島、（広島市）．	 

	 

	 1405.	 野村栄一：（講演）安全な脳卒中予防を目指して	 第9回安佐・地域医療研究会、大塚製薬、2012

年2月9日、リーガロイヤルホテル，広島市	 

	 

	 1406.	 野村栄一：脳卒中再発予防と血圧管理、NEXUS	 Hypertension	 SEMINAR、セイエル・第一三共主催、

2012年2月15日、オリエンタルホテル広島、広島市.	 

	 

	 1407.	 中村重信：認知症の新しい治療法．広島西ロータリークラブ卓話、2012年2月16日、ANAクラウン

プラザホテル広島．広島市	 	 	 .	 

	 

	 1408.	 石田はる香、渡瀬	 毅、岡田和紀、岡本浩幸、神尾昌則、若林伸一、梶川	 博：脳疾患患者の意

欲とADLの関係.	 第37回広島県病院学会、2012年2月19日、広島医師会館、広島市．	 
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	 1409.	 土岡	 舞、杉本圭子、福原	 静、加茂田英子、神尾昌則、若林伸一、梶川	 博：当院における点

灯・転落アセスメントスコアシートの有効性の評価について．第37回広島県病院学会、2012年2月19日、広

島医師会館、広島市．	 

	 

	 1410.	 須山嘉雄、若林伸一、梶川	 博、野村栄一、今村栄次：旧姓内頚動脈閉塞に対する	 Merci	 Retrival	 

System	 -当院での使用経験５症例について．第73回（社）日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会、2012

年4月7～8日、愛媛県県民文化会館（ひめぎんホール）、松山市．	 

	 

	 1411.	 今村栄次、大下智彦、北村樹里、河野通裕、野村栄一、若	 伸一、梶川	 博、松本昌泰	 ：脳梗塞

の病型とbaPWV	 /	 ABIとの関係.	 第37回日本脳卒中学会総会、2012年4月26日～28日、福岡国際会議場、福

岡市．	 

	 

	 1412．大下智彦、野村栄一、今村栄次、北村樹里、河野通裕、若林伸一、梶川	 博、松本昌泰：局所神経

症状を呈する低血糖脳症の臨床的特徴．第37回日本脳卒中学会総会、2012年4月26日～28日、福岡国際会議

場、福岡市．	 

	 

	 1413.	 松田健司、仲前真里、今村栄次、若林伸一、梶川	 博：認定看護師に対する意識調査	 −	 一般職

と管理職における認定看護師に対する認識と期待の違い−	 ．第37回日本脳卒中学会総会、2012年4月26日～

28日、福岡国際会議場、福岡市．	 	 

	 

	 1414.	 野村栄一、今村栄次、北村樹里、河野通裕、大下智彦、若林伸一、梶川	 博、松本昌泰：脳梗塞

に対するrt-PA静注療法における白血球の相反的作用の可能性.	 第37回日本脳卒中学会総会、2012年4月26

日～28日、福岡国際会議場、福岡市．	 

	 

	 1415.	 須山嘉雄、若林伸一（RESCUE-JAPAN	 参加施設：翠清会梶川病院）；吉村伸一、坂井信幸、RESCUE-JAPAN	 

Study	 Group：Recovery	 by	 Endovascular	 Salvage	 forCerebral	 Ultra-acue	 Embolism	 	 /	 RESCUE-JAPAN	 

Registry.	 	 	 第37回日本脳卒中学会総会、2012年4月26日～28日、福岡国際会議場、福岡市．	 

	 

	 1416.	 加茂田英子、山縣浩一、若林伸一：病院紹介・ブース	 中国新聞看護師就職応援キャンペーン・

ガイダンス、中国新聞社	 中国新聞広告社、2012年4月28日、広島国際会議場、広島市.	 	 

	 

	 1417.	 野村栄一：心原性脳塞栓症に対する抗凝固療法	 ―新しい1年を振り返ってー、Cardiovascular	 &	 

Cerebrovascular	 Conference、2012年5月21日、ANAクラウンプラザホテル広島、広島市.	 

	 

	 1418.	 野村栄一（当院	 Harp	 Registry	 Study	 Group	 代表者）；青木志郎、細見直永、大槻俊輔、河野智

之、末田芳雅、山脇健盛、松本昌泰、	 Harp	 Registry	 StudyGroup：広島県を中心とした急性期脳梗塞症例

に対する多施設共同研究（HARPRegistry	 Study）.	 第53回日本神経学会学術大会、2012年5月22日～25日、

東京国際フォーラム、東京都.	 

	 

	 1419.	 大下智彦、野村栄一、今村栄次、北村樹里、河野通裕、若林伸一、梶川	 博、	 松本昌泰：救急搬

送された低血糖脳症患者の臨床的特徴.	 第53回日本神経学会学術大会、2012年5月22日～25日、東京国際フ

ォーラム、東京都.	 

	 



	 1420.	 今村栄次、大下智彦、北村樹里、河野通裕、野村	 栄一、若林	 伸一、梶川	 博、松本昌泰：レン

ズ核線条体動脈と傍正中橋動脈のbranch	 atheromatousdisease.	 第53回日本神経学会学術大会、2012年5月

22日～25日、東京国際フォーラム、東京都.	 

	 

	 1421.	 長谷川泰弘，木村和美，瀧澤俊也，野村栄一（座談会）：「プラザキサをどう使いこなすか」ベー

リンガー、2012年5月26日、ザ・ペニンシュラ東京、東京都.	 

	 

	 1422.	 今村栄次：（講演）認知症疾患と最新の治療に付いて.第3回民生委員と地域包括支援センター	 合

同勉強会、2012年5月30日、広島市中区地域福祉センター、広島市.	 

	 

	 1423.	 野村栄一（座長）：一般演題	 1-3、第27回広島脳卒中フォーラム、2012年6月9日、広島国際会議

場、広島市.	 

	 

	 1424.	 野村	 栄一（講演）：脳卒中の基礎知識	 ーこれだけは忘れないでー、第13回脳神経看護教育セミ

ナー、2012年6月10日、県立広島病院、広島市.	 

	 

	 1425.	 野村栄一、松岡直輝：（講師）頚動脈超音波ハンズオンセミナー実習２.	 	 

第21回脳ドック学会総会、2012年6月15日～16日、広島国際会議場、広島市.	 

	 

	 1426.	 野村栄一、大下智彦、今村栄次、河野通裕、太田陽子、須山嘉雄、若林伸一、梶川	 博、松本昌

泰：脳ドックで新たな微小脳出血が発見された症例の検討．第21回脳ドック学会総会、2012年6月15日～16

日、広島国際会議場、広島市，	 

	 

	 1427.	 野村栄一：（講演）脳梗塞と抗凝固療法	 ー新時代を迎えてー、第182回広島県病院薬剤師会	 北

支部研修会、2012年6月29日、十日市コミュニティーセンター、三次市	 

	 

	 1428.	 平田明子、加茂田英子、箕岡ひろ子、小樋一余世、河手智子：耐性菌発生状況と感染防止対策、

第1回感染防止対策加算連携病院カンファレンス、2012年7月6日、広島鉄道病院、広島市.	 

	 

	 1429.	 野村栄一：心原性脳塞栓症と抗凝固療法、Knack	 &	 Pitfall	 Club	 in	 Neurology、2012年7月9日、

オリエンタルホテル広島、広島市	 	 

	 

	 1430.	 森元	 瞳、水津あすか、山中利恵、加茂田英子、野村栄一、若林伸一、梶川	 博：脳神経疾患患

者の不穏・せん妄の評価と原因分析（−今後の予測を目指してー）	 第15回日本病院脳神経外科学会、2012年

7月14日～15日、函館国際ホテル、函館市.	 

	 

	 1431.	 中本亜耶、安田恭子、岡本浩幸、今村栄次、若林伸一、梶川	 博：左被殻出血のCT分類とFIM認知

項目との関連.	 第15回日本病院脳神経外科学会、2012年7月14日～15日、函館国際ホテル、函館市.	 

	 

	 1432.	 山本悦子、梶川咸子、若林伸一、梶川	 博：物語り的ターミナルケア	 介護老人保健施設におけ

る身取りの現状.	 第15回日本病院脳神経外科学会、2012年7月14日～15日、函館国際ホテル、函館市、北海

道.	 

	 



	 1433.	 野村栄一（座長）：セッション	 医療システム系	 地域医療連携６題.	 ○在宅復帰を叶えるため

に	 ○在宅復帰への効果的な支援	 ○脳卒中患者の退院支援のための情報提供ツール	 ～福祉施設マップ

作成の取り組み～	 ○効果的な退院前カンファレンスの取り組み	 ○脳神経専門病院における地域医療連

携室の役割と課題	 ～病棟対印支援の課題から描出～	 ○脳卒中に関する研修会の効果と医療ソーシャル

ワーカーの役割.	 第15回日本病院脳神経外科学会、2012年7月14日～15日、函館国際ホテル、函館市、北海

道.	 

	 

	 1434.	 藤井	 卓、梶川	 博（座長）：ランチョンセミナー「医療安全管理」・波出石	 弘（亀田総合病院

脳神経外科主任部長）；くも膜下出血の初期診断～見逃し対策について～	 ・三浦	 剛（第一三共か部式会

社京都支店	 営業推進部学術推進課）：医療安全確保のための接遇.	 第15回日本病院脳神経外科学会、2012

年7月14日～15日、函館国際ホテル、函館市、北海道.	 

	 

	 1435.	 須山嘉雄：若林伸一、中原一郎、今村栄次、梶川博：術者として経験した脳主幹動脈閉塞に対す

る機械的血栓再開通手技について：第１２回関西脳神経外科研究会，2012年7月21日、新大阪イベントホー

ル	 、大阪市	 

	 

	 1436.	 野村栄一：（講演）心原性脳塞栓症の再発予防	 update	 -何が変わったのか	 -：AF	 Stroke	 

Conference：日本ベーリンガーインゲルハイム：2012年7月31日、ANAクラウンプラザホテル広島、広島市	 

	 

	 1437.	 須山嘉雄：中原一郎、若林伸一、梶川博：再発を繰り返す脳底動脈ー前下小脳動脈分岐部動脈瘤

に対し、ステント支援塞栓術を行った1例：第21回中国四国脳神経血管内治療研究会：2012年9年1日、アル

ファあなぶきホール、高松市	 

	 

	 1438.	 平田朋子、野村栄一、加茂田英子、小樋一余世、河手智子：抗菌薬使用状況(広島鉄道病院・太田

川病院・梶川病院)、第2回感染防止対策加算連携病院カンファレンス、2012年9月7日、広島鉄道病院、広島

市.	 

	 

	 1439.	 野村栄一：（講演）脳神経内科専門医の立場から：広島プライマリケアセミナーープライマリケア

医に必要な不整脈治療の実際を学ぶー：脳神経内科専門医の立場から：2012年9月26日、ホテルグランヴィ

ア広島、広島市	 

	 

	 1440.	 野村栄一：（講演）施設紹介：第2回脳卒中連携パス症例検討会、2012年10月22日、広仁会館、広

島市	 

	 

	 1441.	 大下智彦：上野弘貴、中村	 毅、大槻俊輔、高橋哲也、松本昌泰	 ：脊髄小脳変性症の画像統計解

析法を用いた脳血流SPECTの有用性の検討：第24回日本脳循環代謝学会：2012年11月8日、リーガロイヤルホ

テル広島、広島市	 

	 

	 1442.	 野村栄一：仲	 博満，若林伸一，梶川	 博，松本昌泰：脳梗塞に対するrt-PA静注療法において投

与前の白血球が相反的作用を有する可能性：第24回日本脳循環代謝学会：2012年11月8日、リーガロイヤル

ホテル広島、広島市	 

	 



	 1443.	 松尾しのぶ：米澤久美、小樋一余世、静川直子、若林伸一、梶川博：薬剤師による一元的な副作

用の情報収集と活用の試み：第51回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会	 中国四国支部学術大会：

2012年11月10日、島根県、松江市	 

	 

	 1444.	 須山嘉雄：中原一郎、若林伸一、梶川博：脳主幹動脈閉塞に対する血管内治療ー当院の過去と現

状についてー：第28回日本脳神経血管内治療学会学術総会：2012年11月15日、仙台国際センター，仙台市	 

	 

	 1445.	 野村栄一：（座長）第８回STROKEセミナー、武田薬品、2012年11月21日、オリエンタルホテル広島、

広島市.	 

	 

	 1446.	 今村栄次：（講演）ABIと脳梗塞：第8回STROKEセミナー：武田薬品：2012年11月21日、オリエンタ

ルホテル広島、広島市	 

	 

	 1447.	 大下智彦：太田陽子、河野通裕、櫛谷聡美、今村栄次、野村栄一、若林伸一、梶川博、三森康世、

松本昌泰：塩酸メマンチン自験例の有害事象の検討：第24回日本老年医学会中国地方会：2012年11月24日、

広島国際会議場、広島市	 

	 

	 1448.	 野村栄一：（講演）脳梗塞と抗凝固療法	 ー新時代を迎えてー：広島佐伯薬剤師会	 第142回集合

研修会：佐伯区薬剤師会、バイエル薬品：2012年11月27日、佐伯区民文化センター、広島市	 

	 

	 1449.	 須山嘉雄：今村栄次、若林伸一、梶川博、Penumbraシステムとステントを使用し、良好な転帰が

得られた左中大脳動脈近位部閉塞の1例：第74回日本脳神経外科学会中国四国支部学術集会：2012年12月1日、

岡山コンベンションセンター、岡山市	 

	 

	 1450.	 野村栄一：（講演）第二部パネルディスカッション「笑いと健康」、第9回広島脳卒中市民シンポジ

ウム、2012年12月16日、広島国際会議場、広島市.	 

	 

	 1451.	 佐々木大樹：MAGNETOM-Spectra-を導入して：第４１回中四国兵庫マグネトム研究会：中四国兵庫

マグネトム研究会／シーメンスジャパン株式会社：2012年12月23日、ローズイン備後ハイツ	 ３F	 大研究

室、福山市	 

	 

	 1452.	 大屋光司：3T-MRIを利用した脳神経マルチボリューム画像、AZE展2013、2012年12月25日、丸の内

トラストタワーN館13F、東京都.	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 


