DAY

ポスター会場（福岡国際センター 1+2 階）

2

努

DAY

座長： 一ノ瀬

3

医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

医療機関からの脳卒中ホットラインの有用性
東京慈恵会医科大学 神経内科

三村
Ⅲ16卒中P-056-2

秀毅

大阪医科大学附属病院の脳卒中ホットライン
現況と特徴
大阪医科大学 脳神経外科・脳血管内治療科

古瀬
Ⅲ16卒中P-056-3

元雅

当院での脳卒中 ER 診療体制の検討
新久喜総合病院 脳神経外科

有本
Ⅲ16卒中P-056-4

裕彦

血管内治療専門医不在の当院における血栓回収
療法術への取り組み
～地方病院における Drip & Ship の限界～
株式会社日立製作所 日立総合病院 脳神経外科

中尾
Ⅲ16卒中P-056-5

隼三

SCU 開設と脳卒中ホットラインを導入して
北九州総合病院 脳神経外科

出井
Ⅲ16卒中P-056-6

勝

急性期脳梗塞に対する血栓回収療法目的に当院
に転送された症例の臨床的検討
聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター

辰野
Ⅲ16卒中P-056-7

健太郎

脳血管センターの立ち上げ
～急性期血行再建への取り組みと問題点～
宇治徳州会病院 脳神経外科

村井
Ⅲ16卒中P-056-8

望

脳卒中ケアユニット導入で在院日数と転帰は改
善できるか？
順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科

渡邉

雅男

445

ポスター会場

Ⅲ16卒中P-056-1

DAY

チーム医療１

1

15:00 - 16:00 ポスターセッション 56（卒中 P-056）

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-056-9

院内「脳卒中チームカンファレンス」の効果

1

福岡和白病院 脳神経外科

DAY

原田

2

Ⅲ16卒中P-056-10

啓

DAY

Hybrid Emergency Room（Hyprid ER）脳血
管障害の診断と治療における可能性

3

兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院 脳神経外科

ポスター会場

原
Ⅲ16卒中P-056-11

淑恵

Hybrid ER および hybrid OR を駆使した急性
期脳卒中治療の展望と問題点
済生会横浜市東部病院 脳血管内治療科

各務

宏

15:00 - 16:00 ポスターセッション 57（卒中 P-057）

チーム医療２
座長： 本田

優

周南記念病院 脳神経外科

Ⅲ16卒中P-057-1

病院前脳卒中スケールを使用した救急車搬送と
Dr ヘリ搬送の比較検討
伊勢赤十字病院 脳血管内治療科

小林
Ⅲ16卒中P-057-2

和人

東京都板橋区における急性期脳卒中実績調査報告
東京都保健医療公社 豊島病院

熊谷
Ⅲ16卒中P-057-3

廣太郎

一地方病院の脳卒中センターの取り組み
諏訪赤十字病院 脳神経外科

和田
Ⅲ16卒中P-057-4

直道

当院における脳神経外科ホットラインの現況：
2012 年報告との比較
周南記念病院 脳神経外科

本田
Ⅲ16卒中P-057-5

優

こども救命センターにおける小児脳卒中症例の検討
日本大学 脳神経外科

須磨
Ⅲ16卒中P-057-6

健

地方中核市の脳卒中センターにおける現状と問題点
愛媛県立中央病院 脳卒中センター 脳神経外科

大上

446

史朗

SCU 開設後 8 年間の臨床指標

DAY

Ⅲ16卒中P-057-7

Ⅲ16卒中P-057-9

良輔

療養型病院脳神経外科外来の地域における役割
―脳血管障害症例に関する検討―
西能みなみ病院 脳神経外科

原田
Ⅲ16卒中P-057-10

淳

国際搬送が必要であった脳出血の 2 例

昭和大学江東豊洲病院 脳血管センター 脳神経外科

池田
Ⅲ16卒中P-057-11

尚人

重症低体温症に合併する高齢者頭蓋内出血
～外科的治療の経験から～
産業医科大学 脳神経外科

山本
Ⅲ16卒中P-057-12

淳考

当院の脳卒中における DNAR 対応の取り組み
と課題
春日井市民病院 脳神経外科

林

重正

15:00 - 16:00 ポスターセッション 58（卒中 P-058）

チーム医療３
座長： 加藤

晶人

川崎市立多摩病院 救急災害医療センター

Ⅲ16卒中P-058-1

院内発症脳卒中プロトコールの運用 その 2
～脳卒中プロトコール研修の成果～
広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 脳卒中部会

松本
Ⅲ16卒中P-058-2

幸子

脳卒中センター救急入院患者に対する退院支援
加算 1 算定状況
湘南鎌倉総合病院 脳卒中診療科

千葉

のぞみ

447

ポスター会場

前岡

3

奈良県立医科大学 脳神経外科／奈良県立医科大学 救急医学・
高度救命救急センター

DAY

急性期血栓回収療法における再開通時間短縮へ
の取り組み－当院における問題点と新設脳卒中
センターの課題―

2

Ⅲ16卒中P-057-8

実

DAY

木戸岡

1

京都岡本記念病院 脳神経外科

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-058-3

1

他疾患のため入院中の患者に発症した虚血性脳
卒中の特徴

DAY

杏林大学医学部付属病院 脳卒中センター／杏林大学 神経内科

2

綾野

DAY

Ⅲ16卒中P-058-4

水樹

転院時重症度別の退院時 FIM 予測因子について

3

手稲渓仁会病院 リハビリテーション部

ポスター会場

青山
Ⅲ16卒中P-058-5

誠

急性期脳卒中患者の FIM は自宅退院を予測する
杏林大学 脳卒中医学

河野
Ⅲ16卒中P-058-6

浩之

同居する家族因子の違いが自宅退院に与える影響
手稲渓仁会病院 リハビリテーション部

大谷
Ⅲ16卒中P-058-7

理恵

回復期病院退院時の転帰先に影響する FIM の
項目とカットオフ値の検討
JA 北海道厚生連帯広厚生病院 医療技術部 理学療法技術科

廣川
Ⅲ16卒中P-058-8

基

当院における脳卒中後うつ状態に対する新たな
うつスケールの導入について
吉田病院附属脳血管研究所

中尾
Ⅲ16卒中P-058-9

友紀

脳卒中センターにおけるソーシャルワークの一例
～キーパーソン不在による課題の考察～
杏林大学医学部付属病院 患者支援センター

浅津
Ⅲ16卒中P-058-10

香菜子

薬剤師による介入前の脳卒中地域連携パスの問
題点について
岡崎市民病院 薬局

永田

将士

15:00 - 16:00 ポスターセッション 59（卒中 P-059）

チーム医療４
座長： 中林

規容

市立四日市病院 脳神経外科

Ⅲ16卒中P-059-1

448

演題取り下げ

国立循環器病研究センター

土井

3

大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター

脳腫瘍摘出術中脳幹梗塞発症した患者の看護
自宅退院へ向けた当院のチーム医療の取り組み
について
医療法人厚生会 小原病院

西
Ⅲ16卒中P-059-5

真枝

看護学科とリハビリテーション学科が併設する
大学における多職種連携教育の実態
香川県立保健医療大学 看護学科

小林
Ⅲ16卒中P-059-6

秋恵

肺炎・心不全加療中に左小脳出血 ･ 第 4 脳室穿
破を発症した患者の看護
福井大学医学部附属病院

西本
Ⅲ16卒中P-059-7

尚弥

脳卒中患者の経腸栄養プロトコール効果につい
ての検討
一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院

小原
Ⅲ16卒中P-059-8

雅子

PRES 診断後、癲癇・多発性脳梗塞をきたし全
身管理に難渋し ADL が低下した 1 例
医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 リハビリテーション科

大槻
Ⅲ16卒中P-059-9

優子

消化管出血入院患者における脳卒中既往有無と
内服薬調査
湘南鎌倉総合病院 薬剤部

須賀
Ⅲ16卒中P-059-10

明輝

脳卒中後慢性疼痛に対する MRI ナビゲーショ
ン反復経頭蓋磁気刺激の効果
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科

工藤

洋祐

449

ポスター会場

Ⅲ16卒中P-059-4

紗弥香

DAY

内頚動脈閉塞により脳梗塞を発症した患者に対し、
24 時間の血圧データをもとに行う安全な離床

2

Ⅲ16卒中P-059-3

景子

DAY

田代

1

当院における院内発症脳卒中に関する実態調査

DAY

Ⅲ16卒中P-059-2

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

1

15:00 - 16:00 ポスターセッション 60（卒中 P-060）

DAY

看護１ 積極的介入

2

座長： 佐藤

春介

山口大学医学部附属病院 看護部

DAY

3

Ⅲ16卒中P-060-1

ポスター会場

麻痺性拘縮を予防するための徒手的リラクセー
ション法の有用性（第二報）
昭和大学藤が丘病院

萩原
Ⅲ16卒中P-060-2

木染

高次脳機能障害患者の休養とエラーレスでの関
わりの重要性
～入院後、失行が悪化した一事例からの考察～
甲州リハビリテーション病院

内木
Ⅲ16卒中P-060-3

和彦

関節拘縮のある患者への看護介入を通して
～ ICF の視点から見えた「参加」に向けた支援
への試み～
埼玉医科大学総合医療センター

熊倉
Ⅲ16卒中P-060-4

美知子

脳卒中患者に対する入院中の血圧管理指導にお
ける看護師への実態調査
労働者健康安全機構 長崎労災病院

蒲池
Ⅲ16卒中P-060-5

有加

Trousseau 症候群の在宅へ向けた支援
～ 2 事例から脳卒中と終末期を考える～
香川労災病院

塩田
Ⅲ16卒中P-060-6

和代

移乗・トイレ動作チェックリスト導入を試みて
回復期病棟における早期 ADL 拡大に向けた多
職種との取り組み
新潟リハビリテーション病院

太田
Ⅲ16卒中P-060-7

友美

回復期病棟での急変時・再発時への介入
東京都リハビリテーション病院

菊川
Ⅲ16卒中P-060-8

京子

当院の脳卒中患者における退院状況の現状把握
杏林大学医学部付属病院 脳卒中センター

近藤

450

伸子

退院支援に影響を及ぼした看護介入
‐ 退院後訪問をとおして ‐

DAY

Ⅲ16卒中P-060-10

瑞穂

2

村井

DAY

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

3

Ⅲ16卒中P-060-11

いづみ

脳卒中再発予防外来における看護師の役割考察
～再発事例を通して～
京都第二赤十字病院

テグラ
Ⅲ16卒中P-060-12

繭美

脳卒中再発予防に対する看護外来の実情とその検証
伊丹恒生脳神経外科病院

森田

秀美

15:00 - 16:00 ポスターセッション 61（卒中 P-061）

看護２ 積極的介入
座長： 平賀

香宴

鈴鹿回生病院 看護部

Ⅲ16卒中P-061-1

くも膜下出血患者の術後早期離床状況
ーくも膜下出血軽症パス使用患者に焦点を当ててー
日本赤十字社前橋赤十字病院 高度救命救急センター病棟

山口
Ⅲ16卒中P-061-2

理沙

急性期病院での脳出血患者に対する誤嚥性肺炎
予防的介入 ～看護の視点から～
社会福祉法人恩師財団 済生会熊本病院 救命救急 HCU

福島
Ⅲ16卒中P-061-3

亜理沙

意識昏迷患者の覚醒時間延長と意思表出獲得へ
の看護
豊橋医療センター

鱧永
Ⅲ16卒中P-061-4

洋亮

入院前からの情報共有の重要性
～聾唖患者が失語症で入院となって～

川崎市立多摩病院 指定管理者 聖マリアンナ医科大学

竹内

廣美

451

ポスター会場

公立宍粟総合病院 地域包括ケア病棟

清瀬

1

カンボジアにおける重症脳卒中患者の退院時指
導の効果について

DAY

Ⅲ16卒中P-060-9

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-061-5

下部尿路機能障害患者の排尿自立への看護

1

大垣市民病院

DAY

市川

2

Ⅲ16卒中P-061-6

和哉

右被殻出血患者の排泄動作自立への看護

DAY

片木脳神経外科

3

川本

ポスター会場

Ⅲ16卒中P-061-7

小夜子

昼夜のリズム獲得を目指した橋ラクナ梗塞患者
の看護
杉田玄白記念公立小浜病院

山本
Ⅲ16卒中P-061-8

佳奈

右上下肢しびれによる離床困難患者へのナラ
ティブ・アプローチ
奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター

名城
Ⅲ16卒中P-061-9

三幸

看護師とともに食事・歯磨き動作を麻痺側上肢
で行うことにより改善した右半側空間無視
医療法人社団 KNI 北原国際病院 看護科

早瀬
Ⅲ16卒中P-061-10

恵美

大動脈原性右後大脳動脈塞栓症患者にナラティ
ブアプローチを用いた再発予防教育
岡山赤十字病院 5 階東病棟

末永
Ⅲ16卒中P-061-11

綾香

擬人化した麻痺側を自身の左手と認識できた看護
公立甲賀病院

植西
Ⅲ16卒中P-061-12

和美

右同名性半盲、失算、構成失行を有した患者へ
のリアルフィードバックを用いた看護
医療法人社団六心会 恒星病院

小林

泰宏

15:00 - 16:00 ポスターセッション 62（卒中 P-062）

看護３ 摂食機能・心理ケア
座長： 上田

郁美

熊本大学医学部附属病院 看護部

Ⅲ16卒中
P-062-1

意識障害がある患者の覚醒を目指した口腔ケア
手順統一の効果～導入編～
地域医療機能推進機構 九州病院

白石
452

志穂

山口
Ⅲ16卒中P-062-4

美江

半側空間無視を伴った摂食嚥下障害のある患者
への関わり
横浜栄共済病院

比嘉
Ⅲ16卒中P-062-5

翔也

脳卒中急性期における舌圧測定と嚥下造影検査
の検討
翠清会梶川病院

船井
Ⅲ16卒中P-062-6

美香

口腔機能測定機器による初期嚥下評価の有効性
平成紫川会 小倉記念病院

中西
Ⅲ16卒中P-062-7

優子

脳血管カテーテル検査を受ける患者の不安軽減
に向けてアンケート調査から得られたこと
IMS グループ 横浜新都市脳神経外科病院

橋本
Ⅲ16卒中P-062-8

香代子

脳卒中患者における延命治療を行うかの決定を
ゆだねられた家族の実状
川崎医科大学附属病院 SCU

片岡
Ⅲ16卒中P-062-9

恵理

脳卒中患者家族の不安軽減におよぼすリハビリ
看護介入の効果
福井県済生会病院 脳卒中センター 看護部

浅沼
Ⅲ16卒中P-062-10

理恵子

患者の意思を引き出すための看護

医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院 脳神経外科

永谷
Ⅲ16卒中P-062-11

魅香

脊髄梗塞を発症した患者の危機、欲求、発達課
題理論の活用を中心に行った看護
半田市立半田病院 脳神経外科病棟

澤田

周志

453

ポスター会場

筑波メディカルセンター病院 リハビリテーション療法科

3

偽性球麻痺を呈した後期高齢患者の「食べたい」
を実現した関わり

DAY

Ⅲ16卒中P-062-3

彩

2

神田

DAY

鳥取大学医学部附属病院 看護部

1

看護師を対象とした全介助で行う口腔ケアに関
する実態調査

DAY

Ⅲ16卒中P-062-2

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-062-12

1

予防的外科治療後に意識障害を呈した患者の家
族の心理的変化

DAY

旭川医科大学病院 10 階東ナースステーション

2

村川

卓磨

DAY

3
ポスター会場

15:00 - 16:00 ポスターセッション 63（卒中 P-063）

看護４ 評価と患者教育
座長： 上田

純也

水戸ブレインハートセンター 看護部

Ⅲ16卒中P-063-1

頸部血行再建術後の過灌流症候群の臨床的特徴
を鑑別する評価尺度の検討
九州労災病院

安永
Ⅲ16卒中P-063-2

惠

ADL 向上に向けた効果的、効率的な介入方法
を機能的自立度評価表を通して検討
小倉記念病院

越智
Ⅲ16卒中P-063-3

萌

リハビリ短期目標を導入後の患者の変化
～ SCU 開設後 10 年間のデータより分析～
福井県済生会病院脳卒中センター

大川
Ⅲ16卒中P-063-4

哲平

小集団活動における認定看護師の役割
―重度麻痺患者へのアプローチを通してー
医療法人社団順心会 順心リハビリテーション病院

内橋
Ⅲ16卒中P-063-5

恵

手指衛生遵守率向上への取り組み MRSA 減少
を目指して
埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター

鈴木
Ⅲ16卒中P-063-6

彦太

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師によ
る脳卒中一次予防
～東三河地域の ACT-FAST 認知度調査～
豊橋市民病院 看護局

平井
Ⅲ16卒中P-063-7

あゆ

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の横
断的活動の現状と課題
社会医療法人財団池友会 福岡和白病院

日高
454

智恵子

小澤
Ⅲ16卒中P-063-10

陽子

行動変容に繋がる血圧自己測定指導への取り組み
総合病院 聖隷浜松病院

藤田
Ⅲ16卒中P-063-11

三貴

急性期病院における高次脳機能障害支援システ
ムの立ち上げ
社会医療法人宏潤会 大同病院 退院支援課

藤山
Ⅲ16卒中P-063-12

美由紀

脳卒中再発予防指導開始後 5 年の成果
伊那中央病院 脳卒中センター

根津

美穂子

15:00 - 16:00 ポスターセッション 64（卒中 P-064）

看護５ 超急性期
座長： 中内

健太

宮崎県立延岡病院 看護部

Ⅲ16卒中P-064-1

脳卒中初期診療の教育・体制構築に向けた取り
組みと成果
福岡大学病院 救命救急センター

牛島
Ⅲ16卒中P-064-2

杏奈

できるだけ早い血栓溶解療法を目指して - 取り
組みから見えた課題と看護師の役割について 社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 SCU

山本
Ⅲ16卒中P-064-3

隆

院内発症脳卒中患者を t-PA 治療につなげるた
めの取り組みと課題
高知赤十字病院

山崎

皓太

455

ポスター会場

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター

3

脳血管障害患者に対する退院指導パンフレット
の内容検討

DAY

Ⅲ16卒中P-063-9

純子

2

中里

DAY

土岐市立総合病院 地域包括ケア病棟

1

地域包括ケア病棟を退院した脳卒中患者の自宅
での状況について

DAY

Ⅲ16卒中P-063-8

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-064-4

1

脳卒中ホットラインの対応における今後の課題
―rt-PA 施行の現状を振り返って―

DAY

医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 救急外来

2

鹿山

DAY

Ⅲ16卒中P-064-5

美穂

3

当院における急性期脳梗塞チーム発足の課題と
問題点の検討

ポスター会場

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

今紺
Ⅲ16卒中P-064-6

剛

A 病院における院内発症脳梗塞患者の発症から
治療開始までの現状分析
社会医療法人近森会 近森病院

岡崎
Ⅲ16卒中P-064-7

瑠美

救急外来における rt-PA 療法実施に対する取り
組み―NIHSS 評価方法の周知に向けて―
医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 救急外来

中西
Ⅲ16卒中P-064-8

真実

院内発症脳卒中プロトコールの運用 その 1
～プロトコール作成とその検証～
広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 脳卒中部会

田丸
Ⅲ16卒中P-064-9

千恵

院内発症脳梗塞患者の発症状況と治療の分析を
試みて
済生会福岡総合病院

福島
Ⅲ16卒中P-064-10

仁美

脳血管撮影検査における患者への関わり
～患者の体験から看護師の役割を探求する～
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

廣山
Ⅲ16卒中P-064-11

洋子

当院におけるアンギオ室看護師への効果的な教
育システムに向けた取り組み（第 1 報）
福岡東医療センター

草場
Ⅲ16卒中P-064-12

加好

脳梗塞患者における身体拘束の検討
～多職種ラウンドチーム介入の効果について～
呉医療センター・中国がんセンター

中満

456

睦

DAY

洋輝

2

座長： 松林

市立島田市民病院 看護部

木幡
Ⅲ16卒中P-065-2

美咲

SCU におけるせん妄予測スコア
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

神田
Ⅲ16卒中P-065-3

敏江

SCU に入院した脳卒中患者とその家族の思い
市立長浜病院 看護科 3 階西病棟

杉山
Ⅲ16卒中P-065-4

慎太郎

SCU での嚥下スクリーニング表の開発と導入
畷生会脳神経外科病院 ＳＣ U

飯島
Ⅲ16卒中P-065-5

加那子

SCU における退院指導の実態調査
中村記念病院

川合
Ⅲ16卒中P-065-6

茜

脳卒中センターにおける抑制解除の取り組みと
発生した転倒転落の実態調査
京都市立病院

的野
Ⅲ16卒中P-065-7

早苗

急性期脳卒中管理における音楽の好ましい効果
伊那中央病院 脳卒中ケアユニット

熊本
Ⅲ16卒中P-065-8

佐和子

HCU 入院患者におけるせん妄の発症する割合
について
埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター

鹿川
Ⅲ16卒中P-065-9

由紀

スパスム期に強度の頭痛を抱えたくも膜下出血
患者がセルフマネジメントを獲得した看護
松江赤十字病院

佐々木
Ⅲ16卒中P-065-10

悠紀

スパスム期に高体温を生じた患者の看護
KKR 札幌医療センター

瀬戸

哲也

457

ポスター会場

広南病院

3

SCU 看護師の急性期脳卒中患者に対する早期
離床への意識変容

DAY

Ⅲ16卒中P-065-1

1

看護６ 集中治療

DAY

15:00 - 16:00 ポスターセッション 65（卒中 P-065）

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-065-11

1

スパスム期に強度の頭痛を持つ患者へのセルフ
ケア行動獲得に向けた関わり

DAY

神戸赤十字病院 ６階西病棟

2

福井

DAY

Ⅲ16卒中P-065-12

陽子

くも膜下出血周手術期看護の異常察知と報告時期

3

福井総合病院 脳神経外科

ポスター会場

石川

ひとみ

15:00 - 16:00 ポスターセッション 66（卒中 P-066）

リハビリテーション１ 転帰予測・その他
座長： 加藤

祥一

山口リハビリテーション病院

Ⅲ16卒中P-066-1

脳血管障害急性期患者の運動機能改善に影響を
与えうる背景因子の検討
青森県立中央病院 リハビリテーション科

伊藤
Ⅲ16卒中P-066-2

誠一

当施設で脳卒中後回復期リハビリテーション期
間中に転院が必要であった症例の検討
千葉リハビリテーションセンター リハビリ科

辛
Ⅲ16卒中P-066-3

寿全

当院脳神経外科病棟おける、離床が遅延した脳
血管障害患者の特徴と要因に関する調査
老年病研究所附属病院

梅澤
Ⅲ16卒中P-066-4

浩輝

急性期脳血管障害患者における転帰先予後因子
の検討
兵庫医科大学病院 リハビリテーション部

橋本
Ⅲ16卒中P-066-5

幸久

認知機能が脳卒中患者の ADL 改善に及ぼす影響
藤田保健衛生大学 七栗記念病院

岡本

さやか

Ⅲ16卒中P-066-6

演題取り下げ

Ⅲ16卒中P-066-7

Negative motor area 皮質下出血の一例
構音に関する検討
公立丹南病院 リハビリテーション室

谷口

458

祥平

失

石井
Ⅲ16卒中P-066-10

智明

左右大脳半球病変の予後の違い：
中大脳動脈領域脳梗塞における ADL の検討
初台リハビリテーション病院 診療部

石井
Ⅲ16卒中P-066-11

暁

急性期脳卒中患者における姿勢変化に伴う血圧
変化の特徴と自律神経活動との関係の検討
秋田県立脳血管研究センター 機能訓練部

町田
Ⅲ16卒中P-066-12

陽一朗

急性期病棟での病棟リハビリテーションにおけ
る看護師の役割
宇治徳洲会病院 脳神経外科病棟

中村

有希

15:00 - 16:00 ポスターセッション 67（卒中 P-067）

リハビリテーション２ 下肢・歩行
座長： 紙本

薫

津島市民病院 リハビリテーション科

Ⅲ16卒中P-067-1

高頻度反復性経頭蓋磁気刺激と理学療法の併用
療法が下肢運動機能と歩行機能に及ぼす影響
医療法人穂翔会 村田病院 リハビリテーション部

水口
Ⅲ16卒中P-067-2

雅俊

長拇趾屈筋、長趾屈筋に対するモーターポイン
トの同定 - 下肢 crowing への BTX-A 効果を最
大限に高めるために -

医療法人社団友愛会 岩砂病院・岩砂マタニティ リハビリテー
ション科

西尾

Ⅲ16卒中P-067-3

知江子

脳卒中患者の歩行前後による下腿三頭筋の痙縮
の変化について
関西リハビリテーション病院 リハビリテーション部

浦澤

純一

459

ポスター会場

脳梗塞リハビリセンター

3

生活期にある脳卒中患者に対する、鍼灸とリハ
ビリテーションの効果の検証

DAY

Ⅲ16卒中P-066-9

雄稀

2

中山

DAY

ちゅうざん病院 リハビリテーション科

1

右視床出血により情動系の障害を呈し家族指導
を早期より実施した症例

DAY

Ⅲ16卒中P-066-8

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-067-4

1

表面筋電図からみた脳卒中重度片麻痺患者に対
する効果的な大腿四頭筋促通方法の検討

DAY

北播磨総合医療センター リハビリテーション室

2

諏訪原

DAY

Ⅲ16卒中P-067-5

司

3

糖尿病の有無が急性期脳梗塞患者の退院時の歩
行能力に与える影響

ポスター会場

老年病研究所附属病院

小林
Ⅲ16卒中P-067-6

将生

脳卒中片麻痺患者の歩行自立度の推移
秋田県立リハビリテーション精神医療センター

古山
Ⅲ16卒中P-067-7

るり子

当院脳卒中センターにおける ADL 改善への取
り組み～ウォーキング ADL カンファレンスの
効果について～
京都市立病院機構 京都市立病院 リハビリテーション科

久保
Ⅲ16卒中P-067-8

美帆

当院脳卒中センターにおけるウォーキング ADL
カンファレンス導入の有用性
京都市立病院 リハビリテーション科

松原
Ⅲ16卒中P-067-9

彩香

CTtypeIIb に分類された視床出血患者の歩行自
立率の調査
医療法人ちゅうざん会ちゅうざん病院 リハビリテーション部
理学療法課

佐藤
Ⅲ16卒中P-067-10

圭祐

急性期脳 CT 画像で「全体型」と分類した視床
出血例の歩行獲得能力
～急性期脳 CT と経過時脳 CT での検討～

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター

迫
Ⅲ16卒中P-067-11

力太郎

視床出血患者の CTtype 別分類における歩行自
立率の調査
医療法人会ちゅうざん会ちゅうざん病院 リハビリテーション部
理学療法課

西大舛
Ⅲ16卒中P-067-12

高暉

超高齢脳卒中患者の回復期リハビリテーション
病棟における必要単位数の検討
福井総合病院 リハビリテーション科

林

460

浩嗣

DAY

浩司

医療法人和同会 宇部西リハビリテーション病院 脳神経外科

武内
Ⅲ16卒中P-068-2

剛士

当院 Stroke Care Unit における誤嚥性肺
炎発症因子の検討

公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 リハビリテー
ションセンター

國廣
Ⅲ16卒中P-068-3

良

当院，脳卒中ケアユニットにおける Heart
Failure with preserved Ejection Fraction
患者の特徴
市立長浜病院 リハビリテーション技術科

川瀬
Ⅲ16卒中P-068-4

智隆

急性期におけるくも膜下出血患者の機能回復
杏林大学医学部付属病院 リハビリテーション室

石田
Ⅲ16卒中P-068-5

幸平

心原性脳塞栓症患者における当院の離床開始基
準の見直し

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 脳卒中・脳神経リハセンター

大峽
Ⅲ16卒中P-068-6

崇之

急性期脳梗塞患者における血栓溶解療法，血栓
回収後のリハビリテーションの現状と課題
北里大学病院 リハビリテーション部

中井
Ⅲ16卒中P-068-7

琢哉

Branch atheromatous disease（BAD）の急
性期の運動機能改善に要する期間と退院時 ADL
の関連性について
岸和田徳洲会病院 リハビリテーション科

植村
Ⅲ16卒中P-068-8

紀之

急性期脳梗塞患者における医師の離床許可日と療
法士の離床開始日のずれに影響する因子の検討
老年病研究所附属病院 リハビリテーション部

宮澤

佳之

461

ポスター会場

社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 リハビリテーション科

3

SCU 開設後のくも膜下出血患者の早期離床に
関する検討

DAY

Ⅲ16卒中P-068-1

2

座長： 梶原

1

リハビリテーション３ 超急性期

DAY

15:00 - 16:00 ポスターセッション 68（卒中 P-068）

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-068-9

1

t-PA 静注療法後の再開通患者における運動機
能と言語機能の検討

DAY

公益財団法人慈愛会 今村総合病院 リハビリテーションセンター

2

津曲

DAY

Ⅲ16卒中P-068-10

麻美

両側延髄内側梗塞症例における急性期理学療法

3

秋田赤十字病院 リハビリテーション科

ポスター会場

菊谷
Ⅲ16卒中P-068-11

文子

急性期脳梗塞における腎機能障害が血圧管理と
ADL に及ぼす影響
練馬光が丘病院 医療技術部 リハビリテーション室

野本
Ⅲ16卒中P-068-12

真広

院内発症脳梗塞に対するリハビリテーション職
員の初期対応への認識
北里大学病院 リハビリテーション部

松丸

純佳

15:00 - 16:00 ポスターセッション 69（卒中 P-069）

リハビリテーション４ 上肢・体幹
座長： 岡本

憲省

愛媛県立中央病院 神経内科

Ⅲ16卒中P-069-1

脳卒中片麻痺患者における体幹機能と ADL の
関係性
杏林大学医学部付属病院 リハビリテーション室

坂本
Ⅲ16卒中P-069-2

勇斗

脳卒中による水平眼球運動障害の予後と眼球運
動リハビリテーション

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 リハビリテーションセン
ター／昭和大学 作業療法学科

渡部
Ⅲ16卒中P-069-3

喬之

脳血管障害患者に対する対角平面上の座位移動
練習が主観的身体垂直に与える効果
埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーションセンター／
首都大学東京

深田
Ⅲ16卒中P-069-4

和浩

バクロフェン髄腔内投与療法の早期導入は著効する
名古屋セントラル病院 脳神経外科

竹林

462

成典

急性期脳梗塞患者における STEF と ADL の関係

Ⅲ16卒中P-069-7

貴文

ポスター会場

中元

小児脳梗塞症例に対する mCI 療法の経験
-2 度の集中訓練の経過 兵庫医科大学病院 リハビリテーション部

梅地
Ⅲ16卒中P-069-8

篤史

テント上ラクナ梗塞の急性期リハビリにおける
上肢運動麻痺の回復
杏林大学医学部付属病院

池田
Ⅲ16卒中P-069-9

光代

ドライブシミュレーター訓練におけるリスク認
知に対する振り返り作業の有効性
香川県立中央病院 リハビリテーション部 作業療法科／放送大
学文化科学研究科 生活健康科学プログラム修士課程

池知
Ⅲ16卒中P-069-10

良昭

失行症に対するアプローチにより Pusher 現象
に改善が認められた一症例
医療法人友愛会 盛岡友愛病院 リハビリテーション科

中田
Ⅲ16卒中P-069-11

勇磨

TAVI 後に脳梗塞を発症した超高齢患者におけ
る急性期理学療法の経験

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 リハビリテーション部

中館
Ⅲ16卒中P-069-12

崇人

中等度上肢麻痺を呈した急性期脳卒中患者に対
する複合的な上肢集中訓練の試み : 事例報告
JA 長野厚生連 長野松代総合病院 リハビリテーション部

小渕

3

社会医療法人近森会 近森病院 リハビリテーション部 作業療法科

DAY

Ⅲ16卒中P-069-6

克己

2

田中

DAY

横浜栄共済病院 リハビリテーション科

1

Pusher 現象に対するアフォーダンス・腹臥位
を用いたアプローチについて

DAY

Ⅲ16卒中P-069-5

浩平

463

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

1

15:00 - 16:00 ポスターセッション 70（卒中 P-070）

DAY

リハビリテーション５ 栄養・嚥下・脳機能

2

座長： 阿久津

二夫

北里大学 神経内科

DAY

3

Ⅲ16卒中P-070-1

ポスター会場

車椅子座位での食事姿勢改善に視覚的フィード
バック介入を取り入れた脳卒中患者 3 例
鹿児島大学病院 霧島リハビリテーションセンター

福山
Ⅲ16卒中P-070-2

亮太

当院回復期病棟でサルコペニアを呈する脳卒中
患者へのロイシン高配合必須アミノ酸食品を用
いた取り組み
社会医療法人榮昌会 吉田病院附属脳血管研究所

石田
Ⅲ16卒中P-070-3

敏喜

BAD 患者の症状増悪に関連する因子について
－栄養状態に着目して－
聖隷横浜病院 リハビリテーション室

和久田
Ⅲ16卒中P-070-4

雅史

カーボカウントスライディングスケール、中鎖
脂肪酸、糖質制限を用いた脳卒中糖尿病患者の
血糖・栄養管理
医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 湘南リハビリテーションセ
ンター 回復期リハビリテーション病棟

今西
Ⅲ16卒中P-070-5

剛史

当院のリハビリテーション栄養は効果を上げて
いるのか～脳卒中患者の体組成分析による検討

社会医療法人さくら会 さくら会病院 脳神経外科／社会医療法
人さくら会 さくら会病院 リハビリテーション科

金子

Ⅲ16卒中P-070-6

彰

急性期脳卒中における摂食機能療法の効果につ
いての検討
市立豊中病院 リハビリテーション科／市立豊中病院 神経内科

森谷
Ⅲ16卒中P-070-7

真之

当院における急性期脳卒中患者の誤嚥性肺炎合
併後の嚥下状態の経過について
公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 リハビリテー
ションセンター

豊浦
Ⅲ16卒中P-070-8

尊真

脳卒中患者の機能予後に対する半側空間無視の影響
慶應義塾大学 リハビリテーション医学

辻本
464

憲吾

右脳損傷患者における点つなぎ課題の推移

DAY

Ⅲ16卒中
P-070-9

Ⅲ16卒中P-070-11

由貴

高次脳機能障害を呈した慢性期脳卒中片麻痺患者
に対する Brain Machine Interface 訓練の効果
医療法人穂翔会 村田病院 リハビリテーション部

谷
Ⅲ16卒中P-070-12

茉理菜

右前頭葉（右中心前回）の脳梗塞により純粋発
語失行及び口部顔面失行を呈した一例
岸和田徳洲会病院 リハビリテーション科

正清

純子

15:00 - 16:00 ポスターセッション 71（卒中 P-071）

リハビリテーション６ デバイス
座長： 野村

栄一

脳神経センター大田記念病院 脳神経内科

Ⅲ16卒中P-071-1

HAL 導入前にみた、ロボットリハビリテーショ
ンに対する職種別の印象の違い
福山市民病院 リハビリテーション科

俵
Ⅲ16卒中P-071-2

紘志

急性期脳卒中患者に対し HAL を用いた機能回
復治療による即時的・経時的効果の解析：歩行
時筋活動に着目して
筑波大学附属病院未来医工融合研究センター

門根
Ⅲ16卒中P-071-3

秀樹

急性期より脳卒中両側麻痺患者へ免荷式リフト
POPO を使用して歩行訓練を実施した一例
新小文字病院 リハビリテーション科

重松
Ⅲ16卒中P-071-4

良次

ロボットアシストを用いた脳卒中片麻痺患者の
歩行機能改善に向けた取り組み
～ 1 症例での即時効果の検証～
慶應義塾大学 リハビリテーション医学

岡田

紘佑

465

ポスター会場

荒川

3

東海大学医学部付属八王子病院 リハビリテーション技術科

DAY

急性期脳卒中患者の転帰別にみた高次脳機能の
差異―退院患者と転院患者の高次脳機能検査結
果の比較―

2

Ⅲ16卒中P-070-10

奈緒子

DAY

平本

1

横浜医療センター リハビリテーション科

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-071-5

1

脳卒中片麻痺患者に対する足首アシスト装置を
用いた歩行訓練 忍容性について

DAY

産業医科大学 リハビリテーション医学

2

越智

DAY

Ⅲ16卒中P-071-6

光宏

3

既往に両側 TKA を有する片麻痺患者に対して
BWSTT を用いて介入した一症例

ポスター会場

宇治徳洲会病院 リハビリテーション科

向山
Ⅲ16卒中P-071-7

将平

神経筋電気刺激による麻痺側大腿四頭筋の萎縮予防
－機器の違いに関するシングルケーススタディ－
川崎医科大学附属病院 リハビリテーションセンター

河島
Ⅲ16卒中P-071-8

隆貴

慢性期脳卒中片麻痺に対する機能的電気刺激を
用いた歩行訓練（PLEASURE study）の結果報告
産業医科大学 リハビリテーション医学

越智
Ⅲ16卒中P-071-9

光宏

回復期脳卒中患者の歩行訓練に機能的電気刺激
（FES）の刺激強度を漸減する事で躓きの改善を
認めた一例
関西リハビリテーション病院 リハビリテーション部

黒石
Ⅲ16卒中P-071-10

大道

脳卒中後の中枢性疼痛に対して低頻度反復経頭
蓋磁気刺激を行った一例
鹿児島大学 リハビリテーション医学

河村
Ⅲ16卒中P-071-11

健太郎

脳卒中片麻痺患者の手指に対する振動誘発運動
感覚錯覚課題の治療効果 - 脳波を用いた検討 医療法人穂翔会 村田病院 リハビリテーション部

湯川
Ⅲ16卒中P-071-12

喜裕

当院における神経筋電気刺激療法（NMES）の
取り組み

社会医療法人榮昌会 吉田病院附属脳血管研究所 リハビリテー
ション部

菅谷

466

千絵

DAY

誠

2

座長： 中島

熊本大学医学部附属病院 脳血管障害先端医療寄附講座

植松
Ⅲ16卒中P-072-2

宏明

超高齢者の脳卒中急性期リハビリテーションに
おける FIM を用いた転帰検討

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 リハビリテーション科

山口
Ⅲ16卒中P-072-3

日出志

急性期脳卒中リハビリテーションにおけ
る modified Rankin Scale と Functional
Independence Measure の関連
国立循環器病研究センター 脳血管リハビリテーション科

尾谷
Ⅲ16卒中P-072-4

寛隆

FIM を用いた脳梗塞患者急性期の帰結予測：
食事と排尿管理を用いた 3 段階モデル
西宮協立脳神経外科病院 リハビリテーション科

内田
Ⅲ16卒中P-072-5

健作

四つ這い動作の細分類を用いた脳卒中リハビリ
テーション
聖隷浜松病院 リハビリテーション部

仲山
Ⅲ16卒中P-072-6

知宏

脳卒中自宅退院後における身体機能及びフレイ
ルの発症状況について
阪和記念病院 リハビリテーション部

岡本
Ⅲ16卒中P-072-7

由比

日本語版 Fugl-Meyer Assessment 上肢項目
における信頼性と妥当性の検討
兵庫医科大学病院 リハビリテーション部

天野
Ⅲ16卒中P-072-8

暁

脳卒中患者の退院後 1 か月までの転倒リスクと
BESTest の検討
草津総合病院 リハビリテーション部

山本

敏雄

467

ポスター会場

社会医療法人榮昌会 吉田病院附属脳血管研究所

3

回復期病棟退院後の通所リハ利用者の FIM と
目標の変化について

DAY

Ⅲ16卒中P-072-1

1

リハビリテーション７ 機能評価法

DAY

15:00 - 16:00 ポスターセッション 72（卒中 P-072）

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-072-9

1

カンボジア救命救急センターにおける Stroke
Impairment Assessment Set を用いた予後予測

DAY

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

2

西尾

DAY

Ⅲ16卒中P-072-10

匡紀

3

脳梗塞後の臥床期間における bioelectrical
impedance analysis（BIA）を用いた筋量評価

ポスター会場

横浜労災病院 神経内科

浅原
Ⅲ16卒中P-072-11

有揮

急性期脳卒中患者の在宅退院と入院時 SIAS ス
コアの関係
福井赤十字病院 リハビリテーション科

樋田
Ⅲ16卒中P-072-12

貴紀

当院における回復期脳卒中患者の回復期病棟入
棟時 Berg balance scale と退院時 ADL 自立
度の関係
医療法人翠清会 梶川病院 リハビリテーション部

崎田

元紀

15:00 - 16:00 ポスターセッション 73（卒中 P-073）

ATBI・BAD

座長： 古井

英介

富山県済生会富山病院 脳卒中内科

Ⅲ16卒中P-073-1

SGLT2 阻害薬服用中に発症したアテローム血
栓性脳梗塞の臨床的検討
石井脳神経外科・眼科病院 脳神経外科

八木橋
Ⅲ16卒中P-073-2

彰憲

当院において確実に吻合するために行っている
STA-MCA bypass の若手教育
昭和大学横浜市北部病院

藤島

裕丈

Ⅲ16卒中P-073-3

演題取り下げ

Ⅲ16卒中P-073-4

両側の動脈硬化性内頸動脈狭窄 / 閉塞症に対
して、両側外頚 - 内頚動脈バイパス術が有用で
あった一例
NTT 東日本関東病院 脳神経外科

大島

468

聡人

隼士

高野
Ⅲ16卒中P-073-7

裕樹

対側 STA を遊離グラフトとして用いた STAMCA 吻合術の一例
医療法人社団誠馨会 新東京病院

高田
Ⅲ16卒中P-073-8

能行

症候性頭蓋内動脈狭窄に対する血管拡張術～効
果と安全性
函館新都市病院 脳神経外科

原口
Ⅲ16卒中P-073-9

浩一

頭蓋内閉塞性病変に対する経皮的脳血管形成術
～ SAMMPRIS 試験の意味合いと実臨床での留
意点～
京都第一赤十字病院 急性期脳卒中センター 脳神経・脳卒中科

今井
Ⅲ16卒中P-073-10

啓輔

両側感音性難聴にて発症した動脈硬化性頭蓋内
椎骨動脈閉塞に対し急性期血行再建術を施行し
た一例
函館脳神経外科病院 脳神経外科 脳卒中センター

山崎
Ⅲ16卒中P-073-11

貴明

分枝アテローム病 Branch atheromatous
disease 患者の無症候性脳微小出血 Cerebral
microbleeds について
名古屋市立東部医療センター 神経内科

北村
Ⅲ16卒中P-073-12

太郎

逆行性に拡大する BAD 型橋梗塞について
平塚共済病院 神経内科

麥田

積司

469

ポスター会場

東京女子医科大学付属八千代医療センター 脳神経外科

3

MCA および両側 ACA 領域虚血症例に対し
STA-MCA bypass ＋ STA-RA-A3 bypass が
著効した一例

DAY

Ⅲ16卒中P-073-6

2

鈴木

DAY

市立角館総合病院 脳神経外科

1

M1 高度狭窄に対する EC-IC バイパス術 10 年
後、同側内頚動脈高度狭窄により前脈絡叢動脈
の虚血を呈した 1 例

DAY

Ⅲ16卒中P-073-5

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

1

15:00 - 16:00 ポスターセッション 74（卒中 P-074）

DAY

ESUS

2

座長： 高嶋

修太郎

JCHO 高岡ふしき病院

DAY

3

Ⅲ16卒中P-074-1

地域基幹病院における ESUS の検出率及びその背景

ポスター会場

日本医科大学武蔵小杉病院 脳神経外科

鈴木
Ⅲ16卒中P-074-2

雅規

当院における ESUS の現状
山梨県立中央病院 脳神経外科

若井
Ⅲ16卒中P-074-3

卓馬

当院における ESUS に対する DOAC の使用経験
～心原性脳塞栓症との比較～
豊川市民病院 神経内科

鈴木
Ⅲ16卒中P-074-4

健悟

発作性心房細動を有する脳梗塞患者の特徴
名古屋第二赤十字病院 神経内科

植松
Ⅲ16卒中P-074-5

高史

塞栓源不明脳塞栓症に対する植込み型心電図記
録計（Reveal Link）の使用経験
福岡和白病院 脳神経外科

梶原
Ⅲ16卒中P-074-6

真仁

地方都市病院における潜因性脳梗塞患者に対す
る植込み型心電図記録計移植術の傾向
松江生協病院 神経内科

田中

康貴

15:00 - 16:00 ポスターセッション 75（卒中 P-075）

ラクナ梗塞

座長： 奥田

聡

名古屋医療センター 神経内科

Ⅲ16卒中P-075-1

両眼瞼下垂のみで発症し対光反射に異常を認め
なかった中脳梗塞の 1 例
医仁会武田総合病院 脳神経外科

横山
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邦生

診断に苦慮した橋被蓋部脳梗塞の 1 例

DAY

Ⅲ16卒中P-075-3

直

2

岡田

篤文

左下肢に early seizure をきたしたラクナ梗塞
の一例 -Arterial Spin Labeling による発作焦
点部位の検討
京都大学 神経内科

十川
Ⅲ16卒中P-075-5

純平

DAT SPECT にて異常が認められた中脳梗塞後
パーキンソン症候群の 1 例
和歌山ろうさい病院 神経内科

梶本
Ⅲ16卒中P-075-6

賀義

Cerebral microbleeds を伴うラクナ梗塞の 4 例
岡山医療センター 神経内科

表
Ⅲ16卒中P-075-7

芳夫

シロスタゾール服用による副作用である頻脈発
生因子について
医療法人社団仁明会 秋山脳神経外科病院 薬剤部

塩谷

理世

15:00 - 16:00 ポスターセッション 76（卒中 P-076）

未破裂脳動脈瘤 外科治療
座長： 瀧澤

克己

旭川赤十字病院 脳神経外科

Ⅲ16卒中P-076-1

未破裂脳動脈瘤と診断後、経過中に動脈瘤が破
裂・増大した症例の検討
金沢医科大学 脳神経外科

白神
Ⅲ16卒中P-076-2

俊祐

未破裂脳動脈瘤に対するバイパス手術とコイル
塞栓術の併用治療
小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

鎌田

貴彦
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Ⅲ16卒中P-075-4

3

大阪市立総合医療センター 脳神経外科

長濱

DAY

大阪府済生会中津病院 神経内科／京都市立病院 神経内科

1

Eight-and-a-half 症候群と輻輳不全を呈した橋
左側被蓋のラクナ梗塞の 1 例

DAY

Ⅲ16卒中P-075-2

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-076-3

1

未破裂脳動脈瘤クリッピング術におけるイラスト
レーションによるイメージトレーニングの有用性

DAY

藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院

2

田中

DAY

Ⅲ16卒中P-076-4

里樹

3

未破裂脳動静脈奇形に合併した多発性未破裂脳
動脈瘤の 2 手術例

ポスター会場

熊本赤十字病院 脳神経外科

田尻
Ⅲ16卒中P-076-5

征治

嗅窩に接した文献上最も前方に位置する前交通
動脈瘤
練馬総合病院 脳神経外科

谷口
Ⅲ16卒中P-076-6

民樹

困難な内頚動脈瘤の手術

大阪急性期・総合医療センター 脳神経外科

田中
Ⅲ16卒中P-076-7

伯

ICA 分岐部巨大 / 大型動脈瘤に対し母血管閉塞
及び EC-IC graft bypass で治療し得た二例
NTT 東日本関東病院 脳神経外科

本間
Ⅲ16卒中P-076-8

博邦

各種アプローチと STA-PCA バイパスを駆使し
てクリッピングし得た脳底動脈先端部大型未破
裂動脈瘤の 1 例
道東脳神経外科病院

川崎
Ⅲ16卒中P-076-9

和凡

椎骨動脈瘤に対する手術戦略

日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター

山田
Ⅲ16卒中P-076-10

敏雅

外傷を契機に発見された若年者後下小脳動脈瘤
の一例
堺市立総合医療センター 脳神経外科

岡本
Ⅲ16卒中P-076-11

雅志

片側もやもや病に合併し、短期間で増大、瘤内血
栓化および再開通を認めた未破裂脳動脈瘤の 1 例
済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科

萩田
Ⅲ16卒中P-076-12

大地

多発性嚢胞腎に合併した脳動脈瘤手術と周術期管理
鈴鹿回生病院 脳神経外科

荒木

472

朋浩

DAY

正彦

2

座長： 川西

香川大学 脳神経外科

南都
Ⅲ16卒中P-077-2

昌孝

未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療における周
術期虚血性合併症の検討
小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

東
Ⅲ16卒中P-077-3

英司

当院における未破裂近位部内頚動脈瘤の治療成績
小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

鎌田
Ⅲ16卒中P-077-4

貴彦

急速な視力障害で発症した外傷性眼動脈瘤に対
するコイル塞栓術
東京医科大学病院 脳神経外科

松永
Ⅲ16卒中P-077-5

恭輔

未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術 9 年後に破裂をき
たした 1 例
日本赤十字社医療センター

勅使川原
Ⅲ16卒中P-077-6

明彦

内頚動脈海綿静脈洞部の窓形成局所に発生した
未破裂脳動脈瘤の 1 例
長崎医療センター 脳神経外科

塩崎
Ⅲ16卒中P-077-7

絵理

左内頚動脈 - 後交通動脈瘤に対して horizontal
stenting を用いたコイル塞栓術を行った 1 例
名古屋大学 脳神経外科

大島
Ⅲ16卒中P-077-8

良介

未破裂中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の適
応と治療成績
広島大学 脳神経外科

橋本
Ⅲ16卒中P-077-9

幸繁

中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
大阪医療センター

三浦

慎平
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京都府立医科大学 脳神経外科

3

脳動脈瘤コイル塞栓術を安全に行うための親カ
テーテルの工夫

DAY

Ⅲ16卒中P-077-1

1

未破裂脳動脈瘤 塞栓術

DAY

15:00 - 16:00 ポスターセッション 77（卒中 P-077）

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-077-10

1
DAY

左中大脳動脈 - 前側頭動脈分岐部瘤の塞栓術後
再発に対して分枝ごと再塞栓することで治療し
た一例

2

大阪大学 脳神経外科

菅野

DAY

3

Ⅲ16卒中P-077-11

皓文

ポスター会場

脳動脈瘤コイル塞栓術 3 ヶ月後に脳実質内に多発
造影病変を認め、異物性肉芽腫が疑われた 1 例
大阪医療センター 脳神経外科

中川
Ⅲ16卒中P-077-12

僚太

ヨードアレルギー患者に Gadolinium 造影剤を
用いて脳動脈瘤コイル塞栓術を行った一例
JCHO 東京新宿メディカルセンター 脳神経血管内治療科

上村

紘也

15:00 - 16:00 ポスターセッション 78（卒中 P-078）

その他の脳梗塞１
座長： 川井

元晴

山口大学 神経内科

Ⅲ16卒中P-078-1

対側の椎骨動脈閉塞・解離の遠隔効果により橋
に虚血を生じた脳梗塞症例の検討
名古屋市立東部医療センター 神経内科

山田
Ⅲ16卒中P-078-2

健太郎

椎骨動脈解離により時間的、空間的に多彩な症
状を呈した多血症患者の 1 例
春日井市民病院 脳神経外科

松浦
Ⅲ16卒中P-078-3

直樹

小脳梗塞における症状増悪例の病型診断に関す
る検討
久我山病院

小松原
Ⅲ16卒中P-078-4

弘一郎

Vertebral Artery Stump Syndrome と血管内
治療アプローチ
横浜栄共済病院 脳卒中診療科・脳神経外科

森
Ⅲ16卒中P-078-5

健太郎

後方循環系の脳梗塞を契機に診断された、右側
大動脈弓の一例
社会医療法人北斗 北斗病院 脳神経外科

天白
474

晶

池田
Ⅲ16卒中P-078-8

桂

血管内治療を行ったホモシスチン血症による急
性期脳梗塞の 1 例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 脳神経外科

和久井
Ⅲ16卒中P-078-9

大輔

蛋白漏出性胃腸症による脳梗塞をきたした全身
性エリテマトーデス・抗リン脂質抗体陰性患者
の一例
福岡赤十字病院 脳神経内科

岡田
Ⅲ16卒中P-078-10

卓也

外傷を契機に脳底動脈が斜台骨欠損部に絞扼さ
れ脳幹梗塞を来した 1 例
札幌医科大学 救急医学／札幌医科大学 脳神経外科

山岡
Ⅲ16卒中P-078-11

歩

加圧トレーニング後に脳血管攣縮をきたし脳梗
塞となった一例
JCHO 東京新宿メディカルセンター 脳血管内治療科

林

基高

15:00 - 16:00 ポスターセッション 79（卒中 P-079）

その他の脳梗塞２
座長： 廣瀬

隆一

北里大学メディカルセンター 内科

Ⅲ16卒中P-079-1

神経膠腫治療中の脳卒中
東京大学 脳神経外科

田中
Ⅲ16卒中P-079-2

將太

神経膠腫症例における症候性脳梗塞
東北大学 脳神経外科

齋藤

竜太
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埼玉医科大学 神経内科

3

著明な好酸球増多に伴い分水嶺領域の多発脳梗
塞を認めた ANCA 関連血管炎の一例

DAY

Ⅲ16卒中P-078-7

靖

2

柴田

DAY

筑波大学水戸地域医療教育センター 脳神経外科

1

Right primitive olfactory artery 遺残と椎骨脳
底動脈低形成を伴った Noonan 症候群の成人例

DAY

Ⅲ16卒中P-078-6

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-079-3

シスプラチンによる脳梗塞発症リスクの検討

1

浜松医科大学 脳神経外科

DAY

門脇

2

Ⅲ16卒中P-079-4

慎

DAY

外科的血行再建を行ったニロチニブに関連した
頭蓋内血管病変

3

産業医科大学 脳神経外科

ポスター会場

鈴木
Ⅲ16卒中P-079-5

恒平

肺葉切除術後の脳梗塞発症リスクについての検討
長野赤十字病院 神経内科

小林
Ⅲ16卒中P-079-6

優也

脳梗塞発症後に新規潜在癌を認めた
Trousseau 症候群 11 例
豊田厚生病院 神経内科

赤塚
Ⅲ16卒中P-079-7

和寛

頭痛で発症した頚部内頚動脈血管攣縮の 1 例
北九州市立医療センター 脳神経外科

塚本
Ⅲ16卒中P-079-8

春寿

可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）に類似した病
態が推測された若年発症脳梗塞の 1 症例
鳥取大学 脳神経内科

瀧川
Ⅲ16卒中P-079-9

洋史

妊娠中・中絶後に脳梗塞を繰り返し発症した 1 例
岡崎市民病院 脳神経内科

小林
Ⅲ16卒中P-079-10

洋介

慢性硬膜下血腫による下行性テント切痕ヘルニ
アにて前脈絡叢動脈の閉塞による脳梗塞を生じ
た 1例
筑波大学水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院

益子

良太

15:00 - 16:00 ポスターセッション 80（卒中 P-080）

その他の脳梗塞３
座長： 木村

尚人

岩手県立中央病院 脳神経外科

Ⅲ16卒中
P-080-1

当院における特殊な脳梗塞病型の検討
済生会滋賀県病院 神経内科

藤井
476

明弘

祐兵

DAY

脳梗塞を合併した Turner 症候群の 2 例

3

Ⅲ16卒中P-080-3

2

音羽

Ⅲ16卒中P-080-4

茂久

当院において遺伝性脳小血管病が疑われた 3 症
例の検討
富士市立中央病院 神経内科

河野
Ⅲ16卒中P-080-5

優

脳梗塞で発症した血管内大細胞型 B 細胞性リンパ
腫の一例 --- 単科脳神経外科クリニックでの経験
鹿沼脳神経外科

志田
Ⅲ16卒中P-080-6

直樹

脳梗塞で発症し，ランダム皮膚生検により診断
し得た血管内リンパ腫（IVL）の 2 例
神戸大学 神経内科

大塚
Ⅲ16卒中P-080-7

喜久

下垂体胚細胞腫治療 35 年後に短期間で発症
した radiation-induced cerebrovascular
sterno-occlusion の一例
浜松医科大学 脳神経外科

戸塚
Ⅲ16卒中P-080-8

剛彰

Opalski 症候群を呈した中枢神経限局性血管炎
の 1例
市立函館病院 脳神経外科

齋藤
Ⅲ16卒中P-080-9

拓郎

頭痛がなく両側 ACA 領域の脳梗塞および両側
PCA 領域の出血性梗塞を合併した RCVS の 1 例
齋藤記念病院 脳神経外科

小山
Ⅲ16卒中P-080-10

新弥

オーガズム後に発症し髄液 IL-6 の上昇を認めた
可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）の 1 例
愛媛県立中央病院 神経内科

渡部

真志

477

ポスター会場

旭川赤十字病院 神経内科

浦

DAY

滋賀医科大学 神経内科

1

経時的 DSA における血管形態変化と double
lumen の証明にて診断した脳動脈解離による
若年脳梗塞の 1 例

DAY

Ⅲ16卒中P-080-2

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-080-11

1

脳幹の静脈性うっ血により発症した
Developmental Venous Anomaly の一例

DAY

静岡県立総合病院 神経内科

2

中川

裕亮

DAY

3
ポスター会場

15:00 - 16:00 ポスターセッション 81（卒中 P-081）

その他の脳梗塞４
座長： 古和

久典

松江医療センター 神経内科

Ⅲ16卒中P-081-1

Trousseau 症候群の診断に至った、リバーロ
キサバン無効の再発性脳梗塞
弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

藤田
Ⅲ16卒中P-081-2

彩香

当院における Trousseau 症候群の治療成績
労働者健康安全機構九州労災病院 脳血管内科

高木
Ⅲ16卒中P-081-3

勇人

当科における Trousseau 症候群の検討
東京医科大学病院 神経内科

齊藤
Ⅲ16卒中P-081-4

智子

当院の血管内治療におけるクロピドグレル不応
性と周術期合併症
公益財団法人天理よろづ相談所病院

杉田
Ⅲ16卒中P-081-5

義人

虚血発症の鎖骨下動脈盗血症候群における画像所見
東京都立広尾病院 脳神経外科

北村
Ⅲ16卒中P-081-6

高之

視床梗塞を続発したメトロニダゾール誘発性脳
症の一例
廿日市記念病院 脳神経外科

高柿
Ⅲ16卒中P-081-7

尚始

肺癌に対してニボルマブ投与中に脳梗塞を繰り
返した 2 症例
京都第一赤十字病院 急性期脳卒中センター 脳神経・脳卒中科

五影
Ⅲ16卒中P-081-8

昌弘

脳塞栓症を発症した進行癌患者の頭部 MRI 拡
散強調画像の検討
琉球大学 第三内科 循環器・腎臓・神経内科

山田
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義貴

宗像水光会総合病院 脳神経外科

亀井

3

関西電力病院 神経内科

ポスター会場

真由

15:00 - 16:00 ポスターセッション 82（卒中 P-082）

その他の脳梗塞５
座長： 福迫

俊弘

山口県立総合医療センター 神経内科

Ⅲ16卒中P-082-1

頸椎骨棘形成による椎骨動脈狭窄が原因となっ
た小脳梗塞症例の検討
群馬大学 脳神経外科

水野
Ⅲ16卒中P-082-2

寛之

塞栓性脳梗塞で発症した C5/6 bow hunter
syndrome の一例
市立東大阪医療センター 脳神経外科

茶谷
Ⅲ16卒中P-082-3

めぐみ

雷鳴頭痛を伴わず脳梗塞で発症した若年男性に
おける RCVS の 1 例
堺市立総合医療センター 脳神経外科

大橋

倫子

Ⅲ16卒中P-082-4

演題取り下げ

Ⅲ16卒中P-082-5

Trousseau 症候群に対する rt-PA 静注療法お
よび血管内治療の有効性
北里大学 神経内科

須賀
Ⅲ16卒中P-082-6

裕樹

外科的血行再建術を施行した腕頭・鎖骨下動脈
閉塞症の 2 例
岩手県立中央病院 神経内科

山口
Ⅲ16卒中P-082-7

枝里子

進行性脳梗塞を呈した外傷性内頚動脈瘤に対し
て Flow Diverter 留置が有効であった 1 例
福山市民病院 脳神経外科

春間

DAY

繰り返し脳 MRI を施行して異常所見が見つかっ
た脳空気塞栓症の一例

2

Ⅲ16卒中P-081-10

良正

DAY

木下

1

肺血栓塞栓症と脳塞栓症を同時に発症した 1 例

DAY

Ⅲ16卒中P-081-9

純

479

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒中P-082-8

1
DAY

特発性内頚動脈解離の原因を示唆する 1 例
～嚥下運動により可動する内頚動脈により生じ
た脳梗塞～

2

帝京大学 脳神経外科

宮本

DAY

3

Ⅲ16卒中P-082-9

倫行

ポスター会場

頸動脈内膜剥離術後に内膜壁が中大脳動脈へ塞
栓し開頭血栓除去術を施行した一例
信州大学 脳神経外科

宮岡

嘉就

15:00 - 16:00 ポスターセッション 83（卒中 P-083）

その他の脳梗塞６
座長： 藤堂

謙一

大阪大学 神経内科

Ⅲ16卒中P-083-1

心筋梗塞後の左室内血栓による脳梗塞に対して
ダビガトランで左室内血栓の消失を得た一例
小田原市立病院 脳神経外科／藤沢市民病院 脳神経外科

篠原
Ⅲ16卒中P-083-2

禎雄

左下葉切除後に左下肺静脈断端内血栓によると
思われる脳梗塞を発症した一例
NTT 東日本関東病院 脳血管内科

臼井
Ⅲ16卒中P-083-3

源紀

血栓回収療法を施行した arterial stump
syndrome の 2 例
東京脳神経センター病院 脳神経外科

祖母井
Ⅲ16卒中P-083-4

龍

当院の担癌患者における脳梗塞急性期の抗血栓
療法について
今村総合病院 神経内科

大山
Ⅲ16卒中P-083-5

賢

肺腫瘍患者での急性期脳梗塞に対して ADPAT
による血栓回収を行った一例
大阪大学 脳神経外科

西
Ⅲ16卒中P-083-6

麻哉

血栓回収療法をおこなった Trousseau 症候群
の一例
高島平中央総合病院 脳神経外科

谷地
480

一成

府賀
Ⅲ16卒中P-083-9

道康

脳梗塞で発症した外傷性 CCF に対して血管内
治療を行なった一例
りんくう総合医療センター 脳神経外科

桝田

宏輔

15:00 - 16:00 ポスターセッション 15（卒外 P-015）

硬膜動静脈瘻
座長： 金丸

和也

山梨大学 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-015-1

Transsylvian approach による sinus
packing を要する CS dAVF に hybrid 手術室
が有効であった一例
山形大学 脳神経外科

佐藤
Ⅲ16卒外P-015-2

慎治

Transosseous feeder を直接穿刺して
parallel sinus の塞栓を行った上矢状静脈洞部
硬膜動静脈瘻の一例
名古屋大学 脳神経外科

玉利
Ⅲ16卒外P-015-3

洋介

眼動脈拡張により視力障害を呈した上矢状洞部
硬膜動静脈瘻の 1 例
東邦大学 医学科 脳神経外科学講座
（佐倉）

渕之上
Ⅲ16卒外P-015-4

裕

Rt. parietooccipital に画像上異常所見を呈し
た症例
JCHO 東京新宿メディカルセンター 脳神経外科

久ヶ澤
Ⅲ16卒外P-015-5

一葉

外科手術を選択した静脈洞交会部硬膜動静脈瘻
の 1例
大阪警察病院 脳神経外科

鄭

倫成

481

ポスター会場

厚木市立病院 脳神経外科

3

症候性脳底動脈狭窄症に対する頭蓋内動脈ステ
ント留置術の一例

DAY

Ⅲ16卒中P-083-8

洋子

2

廣鰭

DAY

済生会和歌山病院 脳神経外科

1

繰り返す小脳梗塞に対して、血管内治療を施行
した bow hunter's syndrome の一例

DAY

Ⅲ16卒中P-083-7

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒外P-015-6

1

叫喚後頭痛にて発症した tentorial dural AVF
に対して TAE にて治療しえた 1 例

DAY

社会医療法人寿会 富永病院 脳神経外科

2

長尾

DAY

Ⅲ16卒外P-015-7

紀昭

頭蓋穹窿部硬膜動静脈瘻の 2 例

3

大分県厚生連鶴見病院 脳神経外科

ポスター会場

加賀
Ⅲ16卒外P-015-8

明彦

経静脈的コイル塞栓術を施行した翼口蓋窩蝶形
骨骨内特発性動静脈瘻の一例
和歌山労災病院 脳神経外科

林
Ⅲ16卒外P-015-9

宣秀

導出静脈が瘻と異なる髄節で硬膜を貫通する脊髄
硬膜動静脈瘻：手術を複雑化する非典型的走行
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経外科

清水
Ⅲ16卒外P-015-10

曉

Spinal epidural AVF3 例の検討
香川大学 脳神経外科

武澤
Ⅲ16卒外P-015-11

正浩

脳出血発症前に SWI で同側の静脈負荷が認め
られた硬膜動静脈瘻の一例
山口県立総合医療センター 脳神経外科

浦川
Ⅲ16卒外P-015-12

学

硬膜動静脈瘻に対するバルン支援下経動脈塞栓術
神戸大学 脳神経外科

藤田

敦史

15:00 - 16:00 ポスターセッション 16（卒外 P-016）

もやもや病・血行動態
座長： 松本

博之

岸和田徳洲会病院 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-016-1

成人もやもや病における複合血行再建術の有用性
都城市郡医師会病院 脳神経外科

入佐
Ⅲ16卒外P-016-2

剛

診断に高精細 MR 動脈壁イメージングが有用と
考えられた高齢者片側もやもや病の 1 例
多根総合病院 神経 ･ 脳卒中センター 脳神経外科

小川
482

竜介

大塚
Ⅲ16卒外P-016-5

ポスター会場

東京医科大学八王子医療センター 脳神経外科

邦紀

もやもや病における血行再建術前後の
collateral channel の変化
富山大学 脳神経外科

山本
Ⅲ16卒外P-016-6

修輔

急激に進行した小児の両側もやもや病に対し直
接および間接バイパスを併用して治療した 1 例
厚木市立病院 脳神経外科

寺尾
Ⅲ16卒外P-016-7

亨

血行再建術後早期に認知機能の改善を得た成人
もやもや病の 1 例
西島病院 脳神経外科

石井
Ⅲ16卒外P-016-8

翔

もやもや病感受性遺伝子 RNF213 の臨床にお
ける意義
京都大学 脳神経外科

峰晴
Ⅲ16卒外P-016-9

陽平

脳表組織血流測定の試み
福島赤十字病院 脳神経外科

菊田
Ⅲ16卒外P-016-10

春彦

内頚動脈バルーン閉塞試験時の脳血流、stump
pressure、venous phase delay を同時に計
測した 17 例の解析
神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科

谷
Ⅲ16卒外P-016-11

正一

脳外科手術における新たなバイスペクトラルイ
ンデックス（BIS 値）モニターの方法の検討
（顎 BIS）
医療法人健康会 霧島記念病院 脳神経外科

坂元

3

von Willebrand 病を有するもやもや病に対し
て血行再建術を施行した 1 例

DAY

Ⅲ16卒外P-016-4

健太郎

2

和田

DAY

名古屋第一赤十字病院 脳神経外科

1

もやもや病に伴う破裂脳室内動脈瘤に対し内視
鏡下にて脳動脈瘤をクリッピングした 1 例

DAY

Ⅲ16卒外P-016-3

健一

483

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒外P-016-12

1
DAY

頭蓋内血管吻合術に際しての血管壁への
traction 回避と working space の確保
－ LFB と HFB の比較の観点から－

2

小田原市立病院 脳神経外科

山中

祐路

DAY

3
ポスター会場

15:00 - 16:00 ポスターセッション 17（卒外 P-017）

脳動脈瘤・脳血管病変
座長： 沈

正樹

倉敷中央病院 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-017-1

MRI、BPAS 撮影及び BB 法の組み合わせが経
時的病変評価に有用であった椎骨脳底動脈解離
性動脈瘤の 3 例
木沢記念病院 脳神経外科

伊藤
Ⅲ16卒外P-017-2

毅

回旋性椎骨動脈閉塞症による頭蓋外椎骨動脈解
離の一例
山梨大学 脳神経外科

奥原
Ⅲ16卒外P-017-3

徹也

後下小脳動脈を含む破裂解離性椎骨動脈瘤の急
性期血管内治療経過の検討
新潟市民病院 脳神経外科

吉田
Ⅲ16卒外P-017-4

至誠

VA union 経由でステントを留置した VA-PICA
小型動脈瘤の 1 例
東京女子医科大学 脳神経外科

金
Ⅲ16卒外P-017-5

吉秀

後下小脳動脈に限局した脳動脈解離による小脳
梗塞の 1 例
旭川医科大学 脳神経外科

田村
Ⅲ16卒外P-017-6

有希恵

Double origin of PICA に伴う破裂後下小脳動
脈（PICA）瘤の 1 例
徳島赤十字病院 脳神経外科

佐藤
Ⅲ16卒外P-017-7

裕一

PICA origin aneurysm に対する治療経験
海老名総合病院 脳神経外科

小林
484

智範

昌明

DAY

破裂末梢性上小脳動脈瘤の一例

3

Ⅲ16卒外P-017-9

2

古部

Ⅲ16卒外P-017-10

琢磨

2 歳男児の破裂中大脳動脈解離性動脈瘤の 1 手術例
旭中央病院 脳神経外科

大屋
Ⅲ16卒外P-017-11

滋

再発を繰り返した症候性中大脳動脈解離の小児
ラグビー選手の 1 例
大阪府三島救急救命センター 診療部 脳神経外科

タッカー アダム
Ⅲ16卒外P-017-12

過去の脳血管検査にて異常を認ないものの新生
脳動脈瘤を形成しくも膜下出血を来した手術例
京都医療センター 脳神経外科

川上

理

15:00 - 16:00 ポスターセッション 18（卒外 P-018）

脳動脈瘤の血管内治療
座長： 坂本

繁幸

広島大学 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-018-1

未破裂 true posterior communicating artery
aneurysm に対しコイル塞栓術を施行した 1 例
馬場記念病院 脳神経外科

前田
Ⅲ16卒外P-018-2

一史

ステントと複数のカテーテルを用いた脳動脈瘤
塞栓の検討
大阪急性期・総合医療センター 脳神経外科

藤本
Ⅲ16卒外P-018-3

憲太

動眼神経麻痺で発症した脳動脈瘤に対する塞栓
術の工夫
東海大学医学部付属八王子病院 脳神経外科

佐野

フミヤ

485

ポスター会場

潤和会記念病院 脳神経外科

川添

DAY

富永病院 脳神経外科

1

PICA 解離性動脈瘤に対し stent 併用 coil 塞
栓術を施行し、再増大に対して OA-PICA
+trapping 術を行った一例

DAY

Ⅲ16卒外P-017-8

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒外P-018-4

1

ステント併用で瘤内塞栓術を行った前交通動脈
瘤の検討

DAY

社会医療法人寿会 富永病院 脳神経外科

2

木本

DAY

Ⅲ16卒外P-018-5

敦史

3

内頚動脈より後交通動脈経由に動脈瘤支援ステ
ントを留置した脳底動脈瘤塞栓術症例

ポスター会場

戸田中央総合病院 脳神経外科

木附
Ⅲ16卒外P-018-6

宏

頚部頚動脈切開によりアプローチしたパイプラ
インステント留置術の一例
東京慈恵会医科大学 脳神経外科

石橋
Ⅲ16卒外P-018-7

敏寛

穿通枝を有する巨大脳底動脈本幹部瘤に対して
overlapping stent のみを行った一例
名古屋大学 脳神経外科

石田
Ⅲ16卒外P-018-8

衛

Pipeline Flex 留置後再発に対し、再度
Pipeline Flex を重ねた内頚動脈傍鞍上部動脈
瘤 の 1 症例
大阪医科大学 脳神経外科・脳血管内治療科

平松
Ⅲ16卒外P-018-9

亮

再発した脳底動脈本幹部巨大動脈瘤に対し
LVIS stent を留置した一例
東京慈恵会医科大学 脳神経外科

菅
Ⅲ16卒外P-018-10

一成

内頚動脈瘤破裂で発症した直接型内頚動脈海綿
静脈洞瘻に対して経動脈的コイル塞栓術で治療
した 1 例
横浜市立大学 脳神経外科

清水
Ⅲ16卒外P-018-11

信行

椎骨・脳底動脈紡錘状動脈瘤に対する血管内治
療の検討
香川大学 脳神経外科

岡内
Ⅲ16卒外P-018-12

正信

後方循環部分血栓化動脈瘤に対する血管内治療
施行例について
東京都立広尾病院 脳神経外科

吉田

486

賢作

DAY

隆幸

2

座長： 河野

熊本大学 脳神経外科

松田
Ⅲ16卒外P-019-2

謙

診断に難渋したくも膜下出血の 1 例
さくら会病院 脳神経外科

上村
Ⅲ16卒外P-019-3

岳士

破裂瘤の部位診断が困難であった多発脳動脈瘤
の 3 症例
医仁会武田総合病院 脳神経外科

田中
Ⅲ16卒外P-019-4

秀一

若年非動脈瘤性くも膜下出血（non
perimesencepharic type）の 2 例
木沢記念病院 脳神経外科

伊藤
Ⅲ16卒外P-019-5

毅

単一術者におけるくも膜下出血の治療成績の検討
東京北医療センター 脳神経外科

阿部
Ⅲ16卒外P-019-6

大数

破裂動脈瘤開頭クリッピング術後数日内に発生
した慢性硬膜下血腫の 2 症例
社会医療法人財団慈泉会 相澤病院

八子
Ⅲ16卒外P-019-7

武裕

治療困難な破裂血栓化動脈瘤に対して hybrid
な手術戦略が有効だった症例
災害医療センター 臨床初期研修医

濱本
Ⅲ16卒外P-019-8

裕太

脳幹梗塞後にくも膜下出血をきたした basilar
dolichoectasia の 2 例
東京慈恵会医科大学 脳神経外科

西村

健吾

487

ポスター会場

福井大学 脳脊髄神経外科

3

当施設における動眼神経麻痺を合併した脳動脈
瘤の検討

DAY

Ⅲ16卒外P-019-1

1

くも膜下出血３

DAY

15:00 - 16:00 ポスターセッション 19（卒外 P-019）

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒外P-019-9

1
DAY

延髄軟膜動脈に対し trapping を行い、術後に
呈した DLCFV に対し第四脳室腹腔短絡術を
行った unknown SAH の一例

2

愛知医科大学 脳神経外科

丹羽

DAY

3

Ⅲ16卒外P-019-10

愛知

ポスター会場

Target XXL coil を使用して治療した破裂脳底
動脈大型動脈瘤の 1 例
土浦協同病院 脳神経外科

芳村

雅隆

15:00 - 16:00 ポスターセッション 20（卒外 P-020）

手術関連

座長： 波多野

武人

小倉記念病院 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-020-1

高輝度生体血管による周囲組織輝度への影響
‐ FLOW 800 を用いた検討 ‐
関東労災病院 脳神経外科

築山
Ⅲ16卒外P-020-2

敦

産後ヒト胎盤を血管モデルとして用いた液体塞
栓シミュレーションの試み
和歌山労災病院 脳神経外科／ラッシュ大学 脳神経外科

岡田
Ⅲ16卒外P-020-3

秀雄

若手育成に向けた cadaver dissection を用い
た手術トレーニング－頭蓋底手技と血管外科－
杏林大学 脳神経外科

野口
Ⅲ16卒外P-020-4

明男

脳卒中外科における完全無剃毛手術方法と感染率
東京ベイ・浦安市川医療センター 脳神経外科

三枝
Ⅲ16卒外P-020-5

邦康

クラニオトームで不完全なバーホールが生じた
ときの小骨片を用いた修正法
防衛医科大学校 脳神経外科

吉浦
Ⅲ16卒外P-020-6

徹

顕微鏡下と内視鏡下 ICG videoangiography
の脳血管外科における検討
関西医科大学総合医療センター 脳神経外科

大重

488

英行

黒田

直生人

15:00 - 16:00 ポスターセッション 21（卒外 P-021）

脳血管性障害
座長： 天神

博志

静岡赤十字病院 脳神経外科

Ⅲ16卒外P-021-1

大きな脳内出血で発症し初期組織診断が困難で
あった脳腫瘍の 2 例
筑波大学水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院 脳
神経外科

益子
Ⅲ16卒外P-021-2

良太

血管芽腫と診断しガンマナイフ治療を行なった海綿
状血管腫
ーリスクの高い海綿状血管腫の定位的放射線治療ー
永冨脳神経外科病院 脳神経外科

祁内
Ⅲ16卒外P-021-3

博行

放射線治療後 18 年後に発症した頭蓋内
cavernous angioma の成人 1 例
白石共立病院 脳神経脊髄外科

本田
Ⅲ16卒外P-021-4

英一郎

Osler-Rendu-Weber 症候群に合併した動脈瘤
の予後因子の検討：12 例の文献的統計学的解析
公立丹南病院 脳神経外科／福井大学 脳脊髄神経外科

根石
Ⅲ16卒外P-021-5

拡行

蛍光血管撮影と MEP モニタリングを用いた頭
蓋頚椎移行部 perimedullary arteriovenous
fistula の 1 手術例
福島赤十字病院 脳神経外科

滝口

和暁
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聖隷浜松病院 脳神経外科

3

圧可変式シャントデバイスの MRA におけるアー
チファクト
～ 1.5T と 3.0T におけるアーチファクトの比較～

DAY

Ⅲ16卒外P-020-8

豊

2

三橋

DAY

石切生喜病院 脳神経外科

1

脳 AVM 切除後 red vein 残存の原因評価に
ICG videoangiography が有用であった 1 例

DAY

Ⅲ16卒外P-020-7

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒外P-021-6

MRI で同定困難であった内頚動脈狭窄症の一例

1

浦添総合病院

DAY

伊藤

2

Ⅲ16卒外P-021-7

公一

多様な脳卒中病態を呈した感染性心内膜炎の 1 例

DAY

市立東大阪医療センター 脳神経外科

3

速水

ポスター会場

Ⅲ16卒外P-021-8

宏達

CPSP に対する神経刺激療法手術の治療成績
県立広島病院 脳神経外科・脳血管内治療科

竹下
Ⅲ16卒外P-021-9

真一郎

脳卒中後疼痛に対する脊髄刺激療法の長期効果
名古屋セントラル病院 脳神経外科

種井

隆文

15:00 - 16:00 ポスターセッション 22（卒外 P-022）

合併症

座長： 久我

純弘

大西脳神経外科病院

Ⅲ16卒外P-022-1

内頚動脈瘤に対するクリッピング術と術後動眼
神経障害
藤田保健衛生大学 脳卒中科

我那覇
Ⅲ16卒外P-022-2

司

破裂脳底動脈上小脳動脈分岐部瘤に対するク
リッピング術後に Benedikt syndrome を呈し
た一例
小田原市立病院 脳神経外科

小座野
Ⅲ16卒外P-022-3

いづみ

脳動脈瘤コイル塞栓術後における再開通の検討
豊橋医療センター 脳神経外科

竹中
Ⅲ16卒外P-022-4

俊介

くも膜下出血後水頭症における脳室腹腔短絡術
後患者で急性硬膜下血腫を生じた 2 例
近江八幡市立総合医療センター 脳神経外科

河野
Ⅲ16卒外P-022-5

浩人

急性期脳卒中患者における深部静脈血栓症の危
険因子に関する検討と我々の対策について
札幌禎心会病院 脳神経外科

齊藤
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寛浩

Dabigatran 内服中に発症した外傷性慢性
硬膜下血腫の急性増悪に対する緊急手術に
Idarucizumab が奏功した 1 例

DAY

Ⅲ16卒外P-022-6

1
DAY

大見

達夫

小菊
Ⅲ16卒外P-022-8

実

体外循環下心臓血管手術症例における術後虚血
性脳卒中の検討
千葉県循環器病センター 脳神経外科

石毛
Ⅲ16卒外P-022-9

聡

放射線被ばくと脳卒中に関する文献レビュー
大阪医科大学 脳神経外科

川端

信司

15:00 - 16:00 ポスターセッション 23（卒外 P-023）

看護・医療支援
座長： 樫本

紀美

山梨大学医学部附属病院 看護部

Ⅲ16卒外P-023-1

急性期意識障害と下部尿路機能を可視化した早期
排尿自立支援の症例～排尿ケアチームの介入～

東邦大学医療センター大橋病院 脳卒中リハビリテーション看護
認定看護師

山下

Ⅲ16卒外P-023-2

和美

早期退院を可能にするシステム；
退院支援加算 1 に容易に適応
湘南鎌倉総合病院 医療相談室

笹本
Ⅲ16卒外P-023-3

枝里

NIHSS 評価方法の実態調査
社会福祉法人聖隷横浜病院 HCU

中寺
Ⅲ16卒外P-023-4

瑞穂

自己管理を必要とする脳血管障害患者の日常生
活におけるサポートとキーパーソンの特徴
広島大学病院 7 階西病棟

山田

風花
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横浜新緑総合病院 脳神経センター 脳神経外科

3

DOAC 内服中に脳卒中を発症した患者の傾向
と対策

DAY

Ⅲ16卒外P-022-7

2

藤田保健衛生大学 脳卒中科

識る・診る・救う 脳卒中
～未来地図を作ろう～
DAY

Ⅲ16卒外P-023-5

脳卒中再発予防に対する病棟・外来での取り組み

1

埼玉県済生会川口総合病院 脳神経外科病棟

DAY

田村

2

Ⅲ16卒外P-023-6

昭美

くも膜下出血後患者の頭痛に対する看護介入

DAY

済生会滋賀県病院 8 東病棟

3

早川

ポスター会場
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大裕

