
	 

	 

	 

	 

	 
１５１５．須山嘉雄、若林伸一、石井洋介、今村栄次、梶川	 博：急性期主幹動脈

閉塞に対して頭蓋内ステントを使用した６症例の検討.	 第１９回日本脳神経外科

救急学会総会	 ２０１４年１月１０～１２日、富山国際会議場、富山市．	 

	 	 

１５１６．片岡	 敏：（座長）第９回STROKEセミナー、武田薬品、２０１４年２月

５日、オリエンタルホテル広島、広島市.	 

	 	 

１５１７．今村栄次：（講演）心原性脳塞栓と腎機能障害．第９回STROKEセミナー：

武田薬品：２０１４年２月5日、オリエンタルホテル広島、広島市．	 

	 	 

１５１８．大下智彦：（講演）心原性脳塞栓症～自験例を踏まえて～：第２回	 Knack	 

and	 Pitfall	 Club	 in	 Neurology．２０１４年２月５日、オリエンタルホテル広島、

広島市．	 

	 	 

１５１９．近藤絵瑞：中田由香、松前良和、岡本浩幸、大下智彦、若林伸一：脳卒

中片麻痺患者の歩行と段差ステップ肢位との関連：第３９回広島県病院学会．２０

１４年２月１６日、広島医師会館、広島市．	 

	 	 

１５２０．崎田このみ：山中利絵、大下智彦、若林伸一：卒中急性期患者における

看護師の尿道留置カテーテル早期抜去への取り組み～アンケート調査による看護

師の意識分析～．第39回広島県病院学会：２０１４年２月１６日、広島医師会館、

広島市.	 

	 	 	 

１５２１．石井洋介：（講演）学ぼう、知ろう、脳卒中！	 吉島学区老人クラブ健

康教室	 吉島学区老人クラブ、２０１４年２月２１日、吉島公民館、広島市．	 

	 	 

１５２２．片岡	 敏：（座長）第３回	 Stroke	 Case	 Conference	 in	 Hiroshima	 サ

ノフィ．２０１４年２月２７日、ANAクラウンプラザホテル広島、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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１５２３．向井智哉：左手の感覚障害にて発症した若年性脳梗塞の1例．第３回	 

Stroke	 Case	 Conference	 in	 Hiroshima	 サノフィ、２０１４年２月２７日、ANAク

ラウンプラザホテル広島、広島市．	 

	 	 

１５２４．	 田中洋次、成相	 直、石井洋介、上田泰弘、原	 祥子、稲次基希、前

原健寿：虚血性脳血管障害における脳循環時間計測の意義.	 第３７回日本脳神経

CI	 学会総会、２０１４年２月２８〜３月１日、大宮ソニックシティ、埼玉県.	 

	 	 

１５２５．石井洋介、若林伸一、須山嘉雄、梶川	 博：：虚血急性期PWI各パラメ

ータと梗塞拡大範囲および病態との相関.	 第37回日本脳神経CI	 学会総会、２０１

４年２月２８～３月１日、大宮ソニックシティ、大宮市．	 

	 	 

１５２６．今村栄次、大下智彦、内藤かさね、向井智哉、片岡	 敏、若林伸一、松

本昌泰：急性期心原性脳塞栓症に対する新規抗凝固薬投与の安全性についての検討．

第３９回日本脳卒中学会総会、２０１４年３月１３日〜１５日、大阪国際会議場、

大阪市．	 

	 

１５２７．米澤久美、松尾しのぶ、河野真澄、片岡	 敏、大下智彦、今村栄次、向

井智哉、内藤かさね、若林伸一、松本昌泰：非弁膜性心房細動（NVAF）による心原

性脳塞栓症の2次予防での新規抗凝固薬の使用実態．第39回日本脳卒中学会総会、

日本脳卒中学会、２０１４年３月１３～１５日、大阪国際会議場、大阪市．	 

	 	 

１５２８．石井洋介、若林伸一、須山嘉雄、梶川	 博：PWIはpenumbraとoligemia

を区別できるか？	 ー急性期PWI各パラメータと梗塞拡大範囲および病態との相関

ー．第３９回日本脳卒中学会総会：日本脳卒中学会、２０１４年３月１３～１５日、

大阪国際会議場、大阪市．	 

	 	 

１５２９．大下智彦、内藤かさね、向井智哉、今村栄次、野村栄一、片岡	 敏、若

林伸一、三森康世、松本昌泰：アルツハイマー病患者の脳血管障害に関連するMRI

所見の検討．第３９回日本脳卒中学会総会、２０１４年３月１３～１５日、大阪国

際会議場、大阪市．	 

	 	 

１５３０．須山嘉雄、若林伸一、石井洋介、今村栄次、梶川	 博、中原一郎：脳主

幹動脈血行再建に対する頭蓋内ステント留置術の有用性	 –１２症例の検討-．第３

９回日本脳卒中学会総会：日本脳卒中学会、２０１４年３月１３～１５日、大阪国

際会議場、大阪市．	 

	 

１５３１.青山裕一：成年後見制度について．十日市民生委員児童委員協議会主催	 

十日市民生委員児童委員協議会研修会、2014年3月25日、本川小学校内（本川ひろ

ば）、広島市．	 

	 	 

１５３２．石井洋介、若林伸一、須山嘉雄、梶川	 博：テンポラリークリップによ

り内頚動脈閉塞をきたした内頚動脈破裂動脈瘤の１例．第７７回（一社）日本脳神



経外科学会	 中国四国支部会学術集会、２０１４年４月５～６日、米子コンベンシ

ョンセンター、米子市．	 

	 	 

１５３３．若林伸一（講演）：心原生の脳塞栓症の急性期治療、広島地区	 Core	 Member	 

Meeting、２０１４年５月１４日、ANAクラウンプラザホテル、広島市	 	 

	 	 

１５３４．今村栄次、大下智彦、内藤かさね、向井智哉、櫛谷聡美、片岡敏、若林

伸一、松本昌泰：非弁膜症性心房細動を有する急性期脳梗塞患者と腎機能障害との

関連．第５５回日本神経学会学術大会、福岡国際会議場、２０１４年５月２１～２

４日、福岡市.	 

	 	 

１５３５．中森正博（講師）：ハンズオンセミナー頸動脈エコー、第3回臨床高血

圧フォーラム、２０１４年5月２５日、国際会議場、広島市	 

	 	 

１５３６．中森正博（講演）：認知症の簡便なスクリーニングと脳神経内科への紹

介タイミング、Brain	 Diabetes	 Joint	 Meeting、２０１４年６月１９日、広島大学

病院、広島市	 

	 

１５３７．大植千里：（講演）介護保険と地域包活の役割について．平成２６年度	 

第１回国泰寺圏域多職種連携会議、２０１４年６月２０日、大手町平和ビル５Ｆ大

会議室、広島市.	 

	 	 

１５３８．石川賢一、猪川文朗、六車一樹、杉本太路、片岡敏、北村健：短期間に

脳静脈血栓症と若年性脳梗塞の発症をみとめたプロテインS欠損症の一家系例、第

96回日本神経学会中国・四国地方会、２０１４年６月２８日、岡山コンベンション

センター、岡山市	 

	 	 

１５３９．石井洋介、若林伸一、須山嘉雄：脳動脈瘤クリッピング術の経験．第25

回新御茶ノ水セミナー、２０１４年７月５日、御茶の水ソラシティカンファレンス

センター、東京都．	 

	 	 

１５４０．今村栄次（講演）：脳血管内治療と神経内科医、第３５回症例から学ぶ

神経内科	 in	 広島、2014年7月16日、ホテルグラヴィア広島、広島市．	 

	 	 

１５４１．安慶田康夫、曽谷	 祥、山中利絵、石井洋介、若林伸一：処置検査マニ

ュアルに対する看護師の意識調査	 ～動画・画像を利用したマニュアル作	 

成の取り組み～	 第１７回日本臨床脳神経外科学会（副題；専門性を超えて進化す

る脳神経外科領域）、２０１４年７月１９～２０日、東京国際フォーラム、東京都.	 

	 	 

１５４２．前野圭子、今村栄次、若林伸一：左半側空間無視症状に対する主観的情

動の記述について	 ～日常生活活動を中心に～、第１７回日本臨床脳神経外科学会

（副題；専門性を超えて進化する脳神経外科領域）、２０１４年７月１９～２０日、

東京国際フォーラム、東京都.	 	 



	 	 

１５４３．七種由佳、池田達哉、須山嘉雄、永田	 誠、若林伸一、梶川	 博；退院

後２週間以内の退院サマリー作成率100％に向けた取り組み.	 第１７回日本臨床

脳神経外科学会（副題；専門性を超えて進化する脳神経外科領域）、２０１４年７

月１９～２０日、東京国際フォーラム、東京都.	 	 

	 	 

１５４４．今村栄次（講演）NOACの安全性．Core	 Member	 Meeting、２０１４年７

月２４日、シェラトンホテル広島、広島市．	 

	 	 

１５４５.大下智彦（講演）：ワーファリン内服下に 2度心原性脳塞栓を発症した 80

歳女性、The	 1st	 Stroke	 Neurology	 Symposium、2014 年 8 月 18 日、ANA クラウン

ホテル広島、広島市.	 

	 	 

１５４６．石井洋介、若林伸一、須山嘉雄、相原	 寛、梶川	 博：石灰化を伴う動

脈瘤に対するクリッピング術．第28回中国地方脳神経外科手術研究会、２０１４年

８月２３日、ホテルグランヴィア岡山、岡山市.	 

	 

１５４７．青山裕一：事例紹介．平成２６年度地域包活支援センター職員と値域の

歯科医師を対象とした研修会及び意見交換会、２０１４年８月２９日、広島縣歯科

医師会館、広島市．	 

	 

１５４８．今村栄次（講演）急性期脳梗塞症例．若手神経内科医による脳卒中を学

ぶ会2014、２０１４年９月４日、ホテルグランヴィア広島、広島市．	 

	 	 

１５４９．須山嘉雄、中原一郎、若林伸一、石井洋介、相原	 寛、今村栄次、梶川	 

博：Stent-jack	 technique	 を用いてコイル塞栓術を行った３症例の報告．第２３

回ＮＰＯ法人日本脳神経血管内治療学会	 中国四国地方会、２０１４年９月６日、

広仁会館	 広島大学霞キャンパス、広島市．（会長：栗栖	 薫）	 

	 	 

１５５０．石川賢一、中森正博、今村栄次、大下智彦、片岡	 敏、石井洋介、相原	 

寛、須山嘉雄、若林伸一：中年期から脳梗塞を繰り返し発症し、７６歳で診断され

た抗リン脂質抗体症候群の一例．弟１６回中国四国脳卒中研究会、２０１４年９月

６日、広仁会館	 広島大学霞キャンパス、広島市．（会長：山口修平）	 

	 	 

１５５１．中森	 正博、Raft	 derived	 vesicles	 are	 another	 component	 of	 neuro	 

fibrillary	 tangle、第37回日本神経科学大会、日本神経科学学会、２０１４年９

月１１～１３日、パシフィコ横浜、横浜市	 

	 	 

１５５２．大下智彦（講演）精神科医が知っておくべき神経内科学．精神科後期研

修勉強会、２０１４年９月２２日、広島大学病院、広島市．	 

	 	 

	 	 



１５５３．石井洋介、若林伸一、須山嘉雄、相原	 寛、梶川	 博：虚血急性期MRI

潅流画像による梗塞拡大範囲および病態の予測．第73回日本脳神経外科学会総会、

２０１４年１０月１１日、グランドプリンス新高輪、東京都.	 

	 	 

１５５４．今村栄次（講演）硬膜下血腫にて手術した症例．Atrial	 Fibrillation	 セ

ミナー	 in	 広島、２０１４年１０月１６日、ホテルグランヴィア広島、広島市	 

	 	 

１５５５．松田健司（講師）、今日は１日脳卒中看護.	 看護協会	 ２０１４年１０

月２４日、広島県看護協会、広島市	 

	 	 

１５５６．中森正博：経過約10年で緘黙状態となり、MRIで大脳白質、皮質に広範

な異常信号を呈し、脳波上PSDを認める６０歳代女性例、第3回Clinical	 dementia	 

meeting,２０１４年１１月６日、ホテルグランヴィア広島、広島市	 

	 	 

１５５７．米澤久美、松尾しのぶ、今村栄次、大下智彦、今村栄次、若林伸一：非

弁膜性心房細動による心原性脳塞栓症の_2次予防での新規抗凝固薬の使用実態．第

53回日本薬学会中四国支部学術大会、日本病院薬剤師会、２０１４年１１月８～９

日、広島国際会議場、広島市．	 

	 	 

１５５８．松尾しのぶ、米澤久美、大下智彦、今村栄次、若林伸一：バンコマイシ

ン初期投与設計の予測性に関する実態調査.	 第53回日本薬学会中四国支部学術大

会、日本病院薬剤師会、２０１４年１１月８～９日、広島国際会議場、広島市．	 

	 	 

１５５９．大下智彦（講演）画像診断のbe	 careful．第3回	 Knack	 and	 Pitfall	 Club	 

in	 Neurology、２０１４年１１月１４日、リーガロイヤルホテル広島、広島市．	 

	 	 

１５６０.今村栄次（講演）：NOACs における Risk	 &	 Benefit の Knack	 &	 Pitfall．

第 3回	 Knack	 and	 Pitfall	 Club	 in	 Neurology、２０１４年１１月１４日、リーガ

ロイヤルホテル広島、広島市．	 

	 	 

１５６１．大下智彦、今村栄次、中森正博、石川賢一、若林伸一、三森康世、松本

昌泰：先行する認知症を有し、発症 4.5 時間以内に搬送された脳梗塞患者の臨床的

特徴．第 33 回日本認知症学会学術集会、2014 年 11 月 29 日〜12 月 1 日、パシフィ

コ横浜、横浜市．	 

	 

１５６２．須山嘉雄、若林伸一、石井洋介、今村栄次、相原寛、梶川博：急性期脳

主幹動脈閉塞に対し頭蓋内ステント留置術を行った 7 症例の経験．第 30 回 NPO 法

人	 日本脳神経血管内治療学会学術総会、２０１４年１２月５日〜６日、パシフィ

コ横浜	 会議センター、横浜市．	 

	 	 

１５６３．大下智彦、石川賢一,	 中森正博,	 櫛谷聡美,	 今村栄次,	 若林伸一：SSD	 

(Spectacular	 Shrinking	 Deficit)を示し,	 広範な拡散強調画像高信号域が劇的に

改善した心原性脳塞栓の 1 例．第 97 回	 日本神経学会中国・四国地方会、２０１



４年１２月６日、広島国際会議場、広島市．	 

	 	 

１５６４．須山嘉雄、若林伸一、今村栄次、石井洋介、相原寛、梶川博：急性硬膜

下血腫で発症した硬膜動静脈瘻の一例．第１６回広島血管内治療研究会、２０１４

年１２月１３日、TKP	 ガーデンシティ広島、広島市．	 

	 

１５６５．梶川	 博：（スピーチ）：第 91 回広島政経研究会	 閉幕記念懇親会.（午

後 6時開演）、2014 年 12 月 2 日、ANA クラウンプラザホテル広島、広島市.	 

	 

１５６６.梶川	 博（スピーチ）：	 広島大学医学部第二外科	 忘年懇親会	 乾杯音

頭、2014 年⒓月６日、ANA クラウンプラザホテル広島、広島市	 .	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 


