
	 

	 

	 

	 

	 
	 1453.須山嘉雄：今村栄次、若林伸一、梶川博、急性期アテローム血栓性左中大脳動脈閉塞症に対

しPenumbraシステムを用いた2例：第12回広島脳血管内治療研究会：2013年1月19日、ANA	 クラウンプ

ラザホテル、広島市	 

	 

	 1454.野村栄一：（講演）パネルディスカッション「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012版はこう

して実地臨床に生かす」、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012版普及啓発共催セミナー、2013年1月

24日、リーガロイヤルホテル広島、広島市.	 

	 

	 1455.野村栄一：（講演）パネルディスカッション脳卒中治療におけるチーム医療について、2013年

1月24日、ANAクラウンプラザホテル広島、広島市	 

	 

	 1456.Eiichi	 Nomura：Tomohiko	 Ohshita,	 Eiji	 Imamura,	 Shinichi	 Wakabayashi,	 Hiroshi	 

Kajikawa:Well-controlled	 Warfarin	 Therapy	 in	 Acute	 Ischemic	 Stroke	 Patients	 with	 Atrial	 

Fibrillation	 Associated	 with	 Lower	 Rate	 of	 Lesion	 Recurrence:International	 Stroke	 Conference	 

2013,2013.2.5-10,Hawaii	 Convention	 Center,	 USA	 

	 

	 1457.大下智彦：（講演）Neuroimaging～見る、診る、観る～,第32回症例から学ぶ	 in	 広島,2013年

2月13日,ホテルグランヴィア広島,広島市	 

	 

	 1458.安田恭子：中本	 亜耶、岡本	 浩幸、今村	 栄次、若林	 伸一、梶川	 博：当院の胃瘻造設

者における3食経口可能例と経管栄養必要例の比較、第38回広島県病院学会、2013年2月17日、広島医

師会館、広島市	 

	 

	 1459.黒瀬雅子：平田明子，河村真佐美，今村栄次,若林伸一，梶川博、脳梗塞患者におけるbaPWV

検査による動脈硬化の評価；第38回広島県病院学会、2013年2月17日、広島医師会館、広島市	 

	 

	 1460.北原	 舞:（誌上発表）長谷智子	 宮岡由英	 深井梨加	 野村栄一	 若林伸一:脳卒中後遺症

のある患者に対し「傾聴」を行うことの意義～各専門職との比較を通じてMSWの支援を考える～；第

38回広島県病院学会、2013年2月17日、広島医師会館、広島市	 

学会・研究会・国際学会	 

講演・座長（司会）・施設内教育講演・他施設講義・世話人、等	 
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	 1461.大下智彦：（講演）認知症の早期発見と治療導入	 ～脳神経内科の立場から～、認知症クリニ

カルネットワーク、2013年3月6日、オリエンタルホテル広島、広島市.	 

	 

	 1462.須山嘉雄：中原一郎、今村栄次、野村栄一、若林伸一、梶川博	 ：内頚動脈閉塞に対するMERCI

リトリーバーの使用経験	 、第38回日本脳卒中学会総会、2013年3月21日-22日、グランドプリンスホ

テル新高輪、東京都	 

	 

	 1463.今村栄次；野村栄一、大下智彦、櫛谷聡美、河野通裕、太田陽子、若林伸一、梶川	 博、松

本昌泰、虚血性脳卒中急性期におけるABI検査の意義、第38回日本脳卒中学会総会、2013年3月21日-22

日、グランドプリンスホテル新高輪、東京都	 

	 

	 1464.野村栄一：大下智彦、今村栄次、櫛谷聡美、河野通裕、太田陽子、若林伸一、梶川	 博、松

本昌泰；心原性脳塞栓症急性期におけるワルファリンによる目標PT-INRの早期達成の意義；第38回日

本脳卒中学会総会、2013年3月21日-22日、グランドプリンスホテル新高輪、東京都	 

	 

	 1465.大屋光司、3T-MRIを利用した脳神経マルチボリューム画像のパネル展示、2013国際医用画像

総合展	 (ITEM	 2013)、2013年4月12日-13日、パシフィコ横浜、神奈川県.	 

	 	 	 

	 1466.野村栄一：（講演）心原性脳塞栓症ー治療と予防の新展開ー：安芸高田市医師会学術講演会、

2013年4月16日、JA吉田総合病院	 南館4F、安芸高田市	 

	 

	 1467.野村栄一：（講演）心原性脳塞栓症ー治療と予防の新展開ー：薬物治療研究会、2013年4月26

日、呉阪急ホテル5F、呉市	 

	 

	 1468.野村栄一：（講演）総合討論	 ワーファリンの問題点と新たな抗凝固薬への期待、日医生涯教

育協力講座	 心房細動と脳梗塞、2013年5月11日.広島医師会館、広島市.	 

	 

	 1469.	 Yosuke	 Ishii：Tadashi	 Nariai,	 Yoji	 Tanaka,	 Maki	 Mukawa,	 Motoki	 Inaji,	 	 	 Taketoshi	 

Maehara,	 Kikuo	 Ohno；Practical	 Clinical	 Use	 of	 DSC-MRI	 for	 Surgical	 Treatment	 of	 Moyamoya	 

Disease；Brain2013、2013年5月20日、Shanghai	 International	 Convention	 Center、上海市	 

	 	 

	 1470.野村栄一：（講演）心原性脳塞栓症ー治療と予防の新展開ー：山県郡医師会学術講演会、2013

年5月23日、酔膳亭	 みちづれ、北広島市	 

	 

	 1471.今村	 栄次；野村栄一、大下智彦、櫛谷聡美、河野通裕、太田陽子、若林伸一、梶川	 博：

ABIと虚血性脳卒中との関連、第54回日本神経学会総会、2013年5月29日-31日、東京国際フォーラム、

東京都	 

	 

	 1472.大下智彦：野村栄一、太田陽子、河野通裕、今村栄次、櫛谷聡美、三森康世、松本昌泰、若

林伸一、梶川	 博：アルツハイマー病患者における脳血管障害発症のリスクの検討；第54回日本神経

学会総会、2013年5月29日-31日、東京国際フォーラム、東京都	 

	 



	 1473.野村栄一：（講演）脳神経疾患の病態と治療：第15回脳神経看護教育セミナー：2013年6月2日、

県立広島病院	 中央棟2階講堂、広島市	 

.	 

	 1474.野村栄一：（講演）脳梗塞既往例に求められる血圧管理の実際と今後：ミカムロBP発売記念講

演会：2013年6月2日、ホテルグランヴィア広島、広島市	 

	 

	 1475.Eiji	 Imamura,	 Eiichi	 Nomura,	 Tomohiko	 Ohshita,	 Satomi	 Kushitani,	 Shinichi	 Wakabayashi,	 

Hiroshi	 Kajikawa,	 Masayasu	 Matsumoto	 Clinical	 implication	 of	 PAD	 diagnosed	 with	 ABI	 in	 acute	 

ischaemic	 stroke	 patients：twenty-third	 meeting	 of	 the	 European	 Neurological	 Society、2013

年6月7日-13日、Convention	 Centre	 Gran	 Via、バルセロナ	 

	 

	 1476.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	 最終選考会、2013

年6月8日、東京国際フォーラム、東京都	 

	 

	 1477.木坂智香：施設紹介	 1.5Tと3Tの差別化：広島県MRI合同勉強会、2013年6月8日、県立広島病

院	 中央棟2階講堂、広島市	 

	 

	 1478.野村栄一：（座談会）座談会	 第Xa因子阻害薬リバーロキサバンの実臨床使用における評価、

2013年6月16日、ホテルグランヴィア岡山、岡山市	 

	 

	 1479.大下智彦：神経障害性疼痛の診断と内科的治療～「痛いの痛いの飛んでいけ」の神経学～、【医

療連携】”痛み”を考える会、2013年6月21日、ANA	 クラウンホテル広島、広島市	 

	 

	 1480.野村栄一：（講演）脳卒中におけるTotal	 Protection：広島市Total	 Vascular	 Control勉強会

ー病診連携をふまえてー：2013年6月25日、オリエンタルホテル、広島市	 

	 

	 1481.野村栄一：（講演）心原性脳塞栓症ー治療・予防・地域連携の新展開ー：STROKE連携カンファ

レンス、2013年6月26日、ホテルグランヴィア広島、広島市	 

	 

	 1482.大下智彦：今村栄次、内藤かさね、櫛谷聡美、野村栄一、若林千恵子、若林伸一：くも膜下

出血をともなったintravascular	 lynphomaの1例.	 第94回中国神経学会中国・四国地方会、2013年6

月29日、松山市総合コミュニティセンター、松山市	 

	 

	 1483.上野弘貴、富村光、吉本武史、越智一秀、野村栄一、丸山博文、山脇健盛、松本昌泰：中脳

両側に特異的なリング状の病変を認め、経過中にparoxysmal	 dysarthria-ataxiaを来したCLIPPERSの

一例.2013年6月29日、松山市総合コミュニティセンター、松山市	 

	 

	 1484.平田明子：大下智彦、加茂田英子、小樋一余世、河手智子：耐性菌発生状況と抗菌薬使用状

況(広島鉄道病院・梶川病院)、H25第1回感染防止対策加算連携病院カンファレンス、2013年7月17日、

広島鉄道病院、広島市	 

	 	 



	 1485、久保祐二：山本友人、森川悟、西尾久英、中嶋秀樹、大下智彦、倉重毅志、斎藤加代子、脊

髄性筋萎縮症患者における新たなSMN1遺伝子単離法による新規遺伝子変異の同定、第20回日本遺伝子

診療学会大会、2013年7月18日−20日、アクトシティ浜松コングレスセンター、浜松市	 

	 	 

	 1486：西田啓二、米澤久美（座長）：一般演題〔口演〕51．薬剤の項（2-A2-3-）	 1.桑島加代、他：

抗がん剤閉鎖式接続器具「ケモセーフ」導入後の意識調査、２．松尾しのぶ、他；薬剤師による一元

的な副作用の情報収集と活用の試み，3、松島由佳、他：当院における簡易懸濁法の実態と改善．4．

高見一徳、他；持参薬継続時の薬剤師介入による「経済効果の検討」5.大重明日香、他：当院におけ

る病棟薬剤業務の現状と改善点について，6．江田	 巧、他；病棟薬剤業務における効率的な患者情

報の把握に向けて，7.石川和子、他：病棟薬剤業務の支援システム構築によって見える脳神経外科病

院の病棟業務内容と医薬品情報提供内容，第16回日本病院脳神経外科学会、2013年7月20日～21日、

福山ニューキャッスルホテル、福山市．	 

	 

	 1487：山中利絵：加茂田栄子、野村栄一、梶川	 博：脳卒中急性期尾床上安静における排尿の実態

調査．第16回日本病院脳神経外科学会、2013年7月20日～21日、福山ニューキャッスルホテル、福山

市、	 

	 

	 1488：中田由加：近藤絵瑞。松前良和、岡本浩幸、大下智彦、若林伸一、梶川	 博：脳卒中片麻痺

患者における段差ステップ肢位とＦＩＭ移動項目の関係．第16回日本病院脳神経外科学会、2013年7

月20日～21日、福山ニューキャッスルホテル、福山市．	 

	 	 

	 1489、柴田美紀子：平田明子、大下智彦、若林伸一、梶川	 博：T1-SPACEを用いた頚動脈プラーク

イメージングの有用性の検討．2013年7月20日～21日、広島県立文化センターふくやま、福山市．	 

	 

	 1490、松尾しのぶ：米澤久美、小樋一余世、静川直子、野村栄一、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．2013年7月20日～21日、福山ニューキャッスルホテル、

福山市．	 

	 

	 1491、片岡	 敏：（講演）「認知症」について.2013年7月28日	 老健ひばり開設10周年記念講演.老

人保健施設ひばり，広島市	 

	 

	 1492、大下智彦：（講演）認知症の早期マネージメント、よつば会講演会	 2013年7月31日、オリエ

ンタルホテル広島、広島市	 

	 

	 1493、若林伸一：（会長）第27回中国地方脳神経外科手術研究会、2013年8月24日、グランドプリン

スホテル広島、広島市.	 

	 

	 1494、石井洋介、須山嘉雄、若林伸一：Onix	 による塞栓術を併用した	 High	 FlowAVM	 摘出術.	 第

27回中国地方脳神経外科手術研究会、2113年8月24日、グランドプリンスホテル広島、広島市.	 

	 

	 1495、佐々木	 大樹：大屋光司：それでもやっぱりファーストチョイス、CTテクノロジー第45回勉

強会、2013年8月30日、エーザイ株式会社	 広島コミュニケーションオフィス6F会議室、広島市	 

	 



	 1496、須山嘉雄：今村栄次、石井洋介、若林伸一、中原一郎、梶川博：急性期脳主幹動脈閉塞に対

するMerciリトリーバー認可後の治療成績：第15回中国四国脳卒中研究会、2013年9月7日、岡山コン

ベンションセンター、岡山市	 

	 

	 1497、石井洋介：須山 嘉雄、中原 一郎、今村 栄次、若林 伸一、梶川 博：2本のマイクロカテー
テルを用いて経静脈的塞栓術を行った外傷性頚動脈海綿静脈洞瘻の1例：第15回中国四国脳卒中研究
会、2013年9月7日、岡山コンベンションセンター、岡山市	 

	 

	 1498、片岡	 敏：（講演）心原性脳塞栓の再発予防に行ける新たな展開、呉地区抗凝固薬	 Network	 

Meeting、2013年9月11日、呉阪急ホテル、呉市	 

	 	 	 

	 1499、今村栄次：（講演）ダビガトランの使用経験から学ぶ：広島地区Network	 Meeting2013、2013.9.13、

ANAクラウンプラザホテル、広島市	 

	 

	 1500、片岡	 敏：（講演）新規抗凝固薬の適正使用普及に関する相談会、日本ベーリンガーインゲ

ルハイム社、2013年10月11日、三井ガーデンホテル広島、広島市	 

	 

	 1501、今村栄次：（講演）抗凝固薬の新たな可能性、広島地区Network	 Meeting2013、ANAクラウン

プラザホテル、2013年10月16日、ANAクラウンプラザホテル、広島市	 

	 

	 1502、片岡	 敏：（講演）脳梗塞予防の最前線、広島地区抗凝固療法Network	 Meeting、2013年10月

16日、ANAクラウンプラザホテル、広島市	 

	 

	 1503、Yosuke	 Ishii：Shinsuke	 Irie、	 Aya	 Kanno、Osamu	 Saitou、Kenji	 Yagi、Tohru	 Inagaki、

Tohru	 Mitsugi、Hiroshi	 Nakagawa、Koji	 Satiou；Surgery	 of	 recurrent	 intra	 cranial	 aneurysms	 

after	 neck	 clipping、CNS2013、2013年10月18日-25日、Moscone	 West	 Convention	 Center、San	 Francisco	 

	 	 

	 1504、片岡	 敏：（講演）心原性脳塞栓症の再発予防における新たな展開、広島県北地区抗凝固療

法	 Network	 Meeting、2013年10月23日、三次ロイヤルホテル、三次市	 

	 	 

	 1505、大下智彦、野村栄一、内藤かさね、今村栄次、三森康世、松本昌泰、若林伸一：アルツハイ

マー病患者のmicrobleedsと無症候性虚血性病変との関連についての検討：第32回日本認知症学会学

術集会：2013年11月8日-10日、キッセイ文化ホール＆松本市総合体育館、松本市	 

	 

	 

	 1506、向井智哉：（講演）「心原性脳塞栓症に対して、新規抗凝固薬を使用した症例」Cardiovascular	 

＆	 cerebrovascular	 Conference	 2013、2013年11月11日、ANAクラウンプラザホテル、広島市	 

	 

	 1507、今村栄次：（講演）超急性期脳梗塞診療：Cardiovascular	 &	 Cerebrovascular	 Conference	 2013、

2013年11月11日、ANAクラウンプラザホテル、広島市	 

	 



	 1508、今村	 栄次：須山	 嘉雄、石井	 洋介、若林	 伸一、中原	 一郎、片岡	 敏、梶川	 博：前

方循環系閉塞に対しMERCIリトリーバーを使用した症例；第２９回日本脳神経血管内治療学会学術総

会、2013年11月20日-23日、朱鷺メッセ、新潟市	 

	 

	 1509、須山嘉雄：今村栄次、若林伸一、石井洋介、中原一郎、梶川博：急性期脳主幹動脈閉塞に対

する当院におけるMerciリトリーバーの治療成績、第29回日本脳神経血管内治療学会学術総会、2013

年11月20日-23日、朱鷺メッセ、新潟市	 

	 

	 1510、大下智彦：（講演）メマリーの使用経験.	 第二回認知症クリニカルネットワーク、2013年11

月22日、リーガロイヤルホテル広島、広島市.	 

	 

	 1511、向井智哉：内藤かさね、今村栄次、大下智彦、片岡敏、若林伸一、RCVS(Reversible	 cerebral	 

vasoconstriction	 syndrome)様の症候を呈した抗リン脂質抗体症候群の1例.	 第95回日本神経学会中

国・四国地方会、2013年11月30日、米子市文化ホール、米子市.	 	 

	 

	 1512、平田明子：大下智彦、加茂田英子、小樋一余世、河手智子：耐性菌発生状況と抗菌薬使用状

況(広島鉄道病院・梶川病院)、H25第3回感染防止対策加算連携病院カンファレンス、2013年12月4日、

広島鉄道病院、広島市	 

	 	 

	 1513、須山嘉雄、若林伸一、石井洋介、向井智哉、今村栄次、梶川	 博：くも膜下出血を伴わない

急性硬膜下血腫で発症した内頚動脈-後交通動脈の分岐部破裂動脈瘤の１例．第76回（一社）日本脳

神経外科学会中国四国支部学術集会	 2013年12月7日、徳島大学付属病院	 大塚会館、徳島市．	 

	 

	 1514、石井	 洋介：須山	 嘉雄、中原	 一郎、今村	 栄次、	 若林	 伸一、	 梶川	 博、Onyxによる術前

塞栓術を行ったHigh	 Flow	 AVMの1例、広島血管内治療研究会、2013年12月14日、シェラトンホテル広

島、広島市	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 


