
STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－

A会場 （崑崙（香雲）/崑崙（翆雲））

シンポジウム1（SCS-S1） 08:30-10:20

成熟へのmilestone-1：血管内治療 v.s 顕微鏡手術
座長：斉藤　延人（東京大学 脳神経外科）

Nobuhito Saito (Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, The University of Tokyo)

　　　坂井　信幸（神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科）
Nobuyuki Sakai (Neurosurgery, Kobe City Medical Center General Hospital)

　　　小笠原　邦昭（岩手医科大学医学部 脳神経外科）
Kuniaki Ogasawara (Department of Neurosurgery, Iwate Medical University School of Medicine)

 SCS-S1-1 脳動脈瘤に対する血管内治療の現状と今後の課題
Current status and future consideration for Endovascular treatment of cerebral aneurysms

東京慈恵会医科大学 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Jikei University School of Medicine
村山　雄一
Yuichi Murayama

 SCS-S1-2 脳動脈瘤に対する治療：microsurgeryの役割
The role of microsurgery for cerebral aneurysms

公立昭和病院 脳神経外科
Showa General Hospital, Department of Neurosurgery
堤　一生、吉河　学史
Kazuo Tsutsumi, Gakushi Yoshikawa

 SCS-S1-3 血管内治療医がクリッピング術の限界、脳外科医が塞栓術の限界を知ることの有用性
Efficacy of understanding the boundary of clipping and coiling for endovascular surgeon 
and neurosurgeon
1広南病院 脳神経外科、2広南病院 血管内脳神経外科、 
3東北大学大学院医学系研究科神経病態制御学分野、4東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野
1Department of Neurosurgery, Kohnan Hospital, Sendai, Japan,  
2Department of Neuroendovascular Therapy, Kohnan Hospital,  
3Department of Neuroendovascular Therapy, Tohoku University, Sendai, Japan,  
4Department of Neurosurgery, Tohoku University, Sendai, Japan
清水　宏明1、鈴木　一郎2、松本　康史2、菊池　登志雄2、近藤　竜史2、遠藤　英徳1、 
井上　敬1、藤原　悟1、高橋　明3、冨永　悌二4

Hiroaki Shimizu1, Ichiro Suzuki2, Yasushi Matsumoto2, Toshio Kikuchi2, Ryushi Kondo2,  
Hidenori Endo1, Takashi Inoue1, Satoru Fujiwara1, Akira Takahashi3, Teiji Tominaga4

 SCS-S1-4 頸動脈狭窄に対する血管内治療：適応と限界
Endovascular treatment for carotid artery stenosis: Indication and contraindication
1独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 脳卒中センター 脳神経外科、2東北大学 神経外科学分野
1Department of Neurosurgery, NHO Sendai Medical Center,  
2Department of Neurosurgery, Tohoku University
江面　正幸1、木村　尚人1、藤村　幹1、冨永　悌二2

Masayuki Ezura1, Naoto Kimura1, Miki Fujimura1, Teiji Tominaga2

 SCS-S1-5 頸動脈狭窄症に対する外科治療：CEAの役割
Surgical Treatment for carotid stenosis: Carotid endareterectomy

川崎医科大学 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Kawasaki Medical School
宇野　昌明
Masaaki Uno
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 SCS-S1-6 ACST-2
University of Oxford, UK
Alison Halliday

合同シンポジウム3（CS3） 10:20-12:00

ビッグディベート：動脈の解離と狭窄　 
急性期脳梗塞における血行再建に関する症例呈示による討論

座長：岡田　靖（九州医療センター 臨床研究センター 脳血管内科）
Yasushi Okada ( Depertment of Cerebrovascular Medicine and Clinical Research Institute, National Hospital 

Organization Kyushu Medical Center)

　　　永田　泉（長崎大学病院 脳神経外科）
Izumi Nagata (Depertment of Neurosurgery, Nagasaki University School of Medicine)

 CS3-1 動脈解離
Acute management for intracranial artery dissection with ischemic stroke

国立循環器病研究センター 脳血管内科
Department of Cerebrovascular Medicine, National Cerebral and Cardiovascular Center
尾原　知行、豊田　一則
Tomoyuki Ohara, Kazunori Toyoda

 パネリスト 虎の門病院 神経内科
Department of Neurology, Toranomon Hospital
上坂　義和
Yoshikazu Uesaka

 パネリスト 国立病院機構仙台医療センター 脳神経外科
NHO Sendai Medical Center
江面　正幸
Masayuki Ezura

 パネリスト 昭和大学 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Showa University School of Medicine 
水谷　徹
Tohru Mizutani

A会場 （崑崙（香雲）/崑崙（翆雲））
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 CS3-2 対側閉塞および両側脳循環予備能低下を認める症候性高度頚動脈狭窄症例に対する治療
Treatment strategy for a patient with symptomatic cervical internal carotid artery stenosis 
with contralateral internal carotid artery occlusion
1広南病院 脳神経外科、2広南病院 血管内脳神経外科、3広南病院 脳血管内科、4東北大学 脳神経外科
1Department of Neurosurgery, Kohnan Hospital,  
2Department of Neuro Endovascular Treatment, Kohnan Hospital,  
3Department of Stroke Medicine, Kohnan Hospital,  
4Department of Neurosurgery, Tohoku University of Graduate School of Medicine
井上　敬1、清水　宏明1、遠藤　英徳1、松本　康史2、近藤　竜史2、古井　英介3、 
藤原　悟1、冨永　悌二4

Takashi Inoue1, Hiroaki Shimizu1, Hidenori Endo1, Yasushi Matsumoto2, Ryushi Kondo2, Eisuke Furui3, 
Satoru Fujiwara1, Teiji Tominaga4

 パネリスト 岩手医科大学 内科学講座（神経内科・老年科分野）
Division of Neurology and Gerontology Department of Internal Medicine School of Medicine, Iwate 
Medical University 
寺山　靖夫
Yasuo Terayama

 パネリスト 虎の門病院 脳神経血管内治療科
Department of Endovascular Neurosurgery, Toranomon Hospital
松丸　祐司
Yuji Matsumaru

 パネリスト 国立循環器病研究センター 脳神経外科
National Cerebral and Cardiovascular Center
飯原　弘二
Koji Iihara

ランチョンセミナー12（LS12） 12:10-13:10

頚動脈狭窄症に対する治療戦略
座長：永田　泉（長崎大学医歯薬学総合研究科 脳神経外科学）

Izumi Nagata (Department of Neurosurgery, Nagasaki University School of Medicine )

 LS12-1 Essences and rationale for ACST1 and current status of ACST2
Vascular Surgery University of Oxford 
Alison Halliday

 LS12-2 Optimal Anti-platelet Therapy for ATIS

九州医療センター 臨床研究センター
Clinical Research Institute, Kyushu Medical Center
岡田　靖
Yasushi Okada

共催：サノフィ株式会社

A会場 （崑崙（香雲）/崑崙（翆雲））
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ビデオシンポジウム2（SCS-VS2） 13:15-15:00

頭蓋外内バイパス術：応用と限界
座長：岩間　亨（岐阜大学 脳神経外科）

Toru Iwama (Department of Neurosurgery, Gifu University Graduate School of Medicine)

　　　菅　貞郎（東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科）
Sadao Suga (Department of Neurosurgery, Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital)

 SCS-VS2-1 Vascular Reconstruction in Cerebrovascular Surgery
Department of Neurological Surgery, University of California, San Francisco, USA
Michael T. Lawton

 SCS-VS2-2 クリッピング困難な脳動脈瘤に対する血行再建の応用
Vascular Reconstruction for Complex Cerebral Aneurysms

社会医療法人禎心会病院 脳卒中センター
Stroke Center, Teishinkai Hospital
谷川　緑野、坪井　俊之、野田　公寿茂、小坂　章、宮田　至朗、太田　仲郎、西田　翔、
上野　英明、黒川　暢、上山　博康
Rokuya Tanikawa, Toshiyuki Tsuboi, Kosumo Noda, Akira Kosaka, Shiro Miyata, Nakao Oota, Shou 
Nishida, Hideaki Ueno, Toru Kurokawa, Hiroyasu Kamiyama

 SCS-VS2-3 虚血性脳血管障害に対するEC-ICバイパス： 
標準術式としての役割と急性期血行再建の可能性
EC-IC bypass for ischemic cerebrovascular disease: The role as Standard Technique

富士脳障害研究所附属病院 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Fuji Brain Institute and Hospital
井上　智弘
Tomohiro Inoue

 SCS-VS2-4 後方循環部分血栓化大型・巨大脳動脈瘤に対するmaximum flow reduction strategy
Maximum flow reduction strategy for partially thrombosed large or giant aneurysms in the 
posterior circulation

国立循環器病研究センター 脳神経外科
Department of Neurosurgery, National Cerebral and Cardiovascular Center
飯原　弘二、片岡　大治、佐藤　徹、森田　健一、丸山　大輔、伊藤　要、長久　功
Koji Iihara, Hiroharu Kataoka, Tetsu Satow, Kenichi Morita, Daisuke Maruyama, Kaname Ito,  
Isao Chokyu

 SCS-VS2-5 後方循環脳動脈瘤に対する血行再建を併用した根治治療
Treatment of posterior circulation cerebral aneurysms combined with extracranial-intracranial 
bypass surgery

小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Stroke center, Kokura Memorial Hospital
中原　一郎、太田　剛史、福島　浩、上床　武史、占部　善清、石橋　良太、五味　正憲、
橋本　哲也、田中　悠二郎、渡邉　定克
Ichiro Nahahara, Tsuyoshi Ohta, Yutaka Fukushima, Takeshi Uwadoko, Yoshikiyo Urabe,  
Ryota Ishibashi, Masanori Gomi, Tetsuya Hashimoto, Yuhjiro Tanaka, Sadayoshi Watanabe

A会場 （崑崙（香雲）/崑崙（翆雲））
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 SCS-VS2-6 長期成績から見たclipping困難な大型動脈瘤に対するflow reductionの有効性と限界
Effectiveness and limitation of flow reduction strategy for surgical treatment of complicated 
aneurysm based on long term follow-up
1東京女子医科大学 脳神経外科、2東京女子医科大学 八千代医療センター 脳神経外科
1Department of Neurosurgery, Tokyo Women's Medical University,  
2Department of Neurosurgery, Tokyo Women's Medical University Yachiyo Medical Center, Chiba, 
Japan 
川島　明次1、山口　浩司1、佐藤　慎祐1、川俣　貴一2、岡田　芳和1

Akitsugu Kawashima1, Koli Yamaguchi1, Shinsuke Sato1, Takakazu Kawamata2, Yoshikazu Okada1

 SCS-VS2-7 海綿静脈洞部大型・巨大内頚動脈瘤に対する頭蓋外内バイパス術とそのピットフォール
Bypass surgery for intracavernous large or giant internal carotid artery aneurysms and its 
pitfalls 

岡山大学大学院 脳神経外科
Department of Neurological Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and 
Pharmaceutical Sciences
徳永　浩司、菱川　朋人、杉生　憲志、伊達　勲
Koji Tokunaga, Tomohito Hishikawa, Kenji Sugiu, Isao Date

シンポジウム2（SCS-S2） 15:00-16:50

成熟へのmilestone-2：血管内治療医と脳外科医の育成
座長：冨永　悌二（東北大学大学院医学系研究科 神経外科学分野）

Teiji Tominaga (Department of Neurosurgery, Tohoku University Graduate School of Medicine)

　　　村山　雄一（東京慈恵会医科大学 脳神経外科）
Yuichi Murayama (Department of Neurosurgery, Jikei University School of Medicine)

　　　甲村　英二（神戸大学 脳神経外科）
Eiji Kohmura (Department of Neurosurgery, Kobe University Medical School)

 SCS-S2-1 Current education of surgeons and interventional therapists for cerebrovascular disease 
from Stroke 2011 Symposium
北海道大学大学院医学研究科 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Graduate School of Medicine, Hokkaido University 
宝金　清博、長内　俊也
Kiyohiro Houkin, Toshiya Osanai

 SCS-S2-2 脳血管外科医教育－山口大学の現状と日本の課題
Education of neurovascular surgeon -Status in Yamaguchi University and Problems in Japan-

山口大学大学院医学研究科 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Yamaguchi University Graduate School of Medicine
鈴木　倫保
Michiyasu Suzuki

 SCS-S2-3 血管内治療医の教育：現状と課題
Training for the Neuro-Interventionalists: Current Status and Agendas

大阪市立総合医療センター 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Osaka City General Hospital Center
小宮山　雅樹
Masaki Komiyama

A会場 （崑崙（香雲）/崑崙（翆雲））
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 SCS-S2-4 脳“血管内”外科医の育成について
The training for the "endovascular" neurosurgeons

名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経病態制御学
Department of Neurosurgery, Nagoya University Graduate School of Medicine
宮地　茂、泉　孝嗣、松原　功明、浅井　琢美、山ノ内　高志、太田　圭祐、若林　俊彦
Shigeru Miyachi, Takashi Izumi, Noriaki Matsubara, Takumi Asai, Takashi Yamanouchi, Keisuke Ota, 
Toshihiko Wakabayashi

 SCS-S2-5 脳血管内治療医と脳血管外科医の育成
Training of specialty in neuroendovascular and microsurgical neurovascular surgery
1小倉記念病院脳卒中センター 脳神経外科、2京都大学 医学部 脳神経外科
1Department of Neurosurgery, Stroke Center, Kokura Memorial Hospital,  
2Department of Neurosurgery, Kyoto University Medical School
中原　一郎1、宮本　享2

Ichiro Nahahara1, Susumu Miyamoto2

 SCS-S2-6 Training for neurosurgery and neuro-endovascular therapy in Korea
Department of Neurosurgery, Stroke Center, Seoul St. Mary's Hospital, Catholic University of Korea, 
Korea
Yong Sam Shin

 指定発言 国立循環器病研究センター
National Cerebral and Cardiovascular Center
橋本　信夫
Nobuo Hashimoto

 指定発言 獨協医科大学越谷病院 脳神経外科
Dokkyo Medical University Koshigaya Hospital
兵頭　明夫
Akio Hyodo

A会場 （崑崙（香雲）/崑崙（翆雲））
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シンポジウム3（SCS-S3） 08:30-10:05

もやもや病の治療：現状と問題点
座長：宮本　享（京都大学医学部附属病院 脳神経外科）

Susumu Miyamoto (Departmento of Neurosurgery, Kyoto University Graduate School of Medicine)

　　　黒田　敏（富山大学 脳神経外科）
Satoshi Kuroda (Department of Neurosurgery, University of Toyama)

 SCS-S3-1 もやもや病の長期予後調査と血行再建術の治療成績の検討
Long term surgical outcome of moyamoya disease
1久留米大学 脳神経外科、2熊本大学脳神経外科
1Department of Neurosurgery, Kurume University, School of Medicine,  
2Department of Neurosurgery, Kumamoto University, School of Medicine
森岡　基浩1、賀来　泰之2、大森　雄樹2、河野　隆幸2、甲斐　豊2、倉津　純一2

Motohiro Morioka1, Yasuyuki Kaku2, Yuki Ohmori2, Takayuki Kawano2, Yutaka Kai2, Jun-Ichi Kuratsu2

 SCS-S3-2 虚血型もやもや病における後方循環障害の長期予後への影響 
－血行再建術の効果と問題点－
The influence of posterior circulation involvement on the long-term outcome of the patients 
with ischemic-type moyamoya disease -The effect and issue of revascularization surgery-

岡山大学大学院 脳神経外科
Department of Neurological Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine
菱川　朋人、徳永　浩司、杉生　憲志、伊達　勲
Tomohito Hishikawa, Koji Tokunaga, Kenji Sugiu, Isao Date

 SCS-S3-3 もやもや病に対する血行再建術：適応と問題点
Surgical revascularization for moyamoya disease: its indication and current issues
1国立病院機構仙台医療センター 脳神経外科、2東北大学大学院医学系研究科 神経外科学分野
1Department of Neurosurgery, Sendai Medical Hospital, 2Department of Neurosurgery, Tohoku 
University Graduate School of Medicine
藤村　幹1、江面　正幸1、上之原　広司1、冨永　悌二2

Miki Fujimura1, Masayuki Ezura1, Koji Uenohara1, Teiji Tominaga2

 SCS-S3-4 Japan Adult Moyamoya（JAM）Trial：研究終了とその先を見据えて
 Prevention of rebleeding attacks in hemorrhagic moyamoya disease  
-An interim report of JAM Trial- 

京都大学大学院医学研究科 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Graduate School of Medicine, Kyoto University
高橋　淳、宮本　享
Jun Takahashi, Susumu Miyamoto

 SCS-S3-5 もやもや病患者の前頭葉機能とMRI拡散係数における相関の検討
Long-term effects of revascularization on executive function and diffusion in patients with 
moyamoya disease
1九州大学大学院医学研究院 脳神経外科、2九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学、 
3佐賀大学医学部 脳神経外科
1Department of Neurosurgery, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University,  
2Department of Clinical radiology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, 
3Department of Neurosurgery, Saga University
中溝　玲1、吉川　雄一郎1、樋渡　昭雄2、天野　敏之1、吉本　幸司1、溝口　昌弘1、 
松島　俊夫3、佐々木　富男1

Akira Nakamizo1, Yuichiro Kikkawa1, Akio Hiwatashi2, Toshiyuki Amano1, Koji Yoshimoto1,  
Masahiro Mizoguchi1, Toshio Matsushima3, Tomio Sasaki1

B会場 （白雲）
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 SCS-S3-6 もやもや病に対する血行再建術：術中支援と周術期管理
Intraoperative and perioperative management for revascularization in moyamoya disease
1東京女子医科大学附属八千代医療センター 脳神経外科、2東京女子医科大学脳神経外科
1Department of Neurosurgery, Tokyo Women’s Medical University Yachiyo Medical Center, 
2Department of Neurosurgery, Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan
川俣　貴一1,2、山口　浩司2、川島　明次2、藍原　康雄2、岡田　芳和2

Takakazu Kawamata1,2, Koji Yamaguchi2, Akitsugu Kawashima2, Yasuo Aihara2, Yoshikazu Okada2

 SCS-S3-7 もやもや病に対する追加的脳血行再建術の実際と治療成績
Surgical Strategy and Results of Additional Bypass for Patients with Moyamoya Disease 
Refractory to Previous Surgery
1富山大学医学部 脳神経外科、2北海道大学医学部 脳神経外科
1Department of Neurosurgery, University of Toyama,  
2Department of Neurosurgery, Hokkaido University
黒田　敏1、秋岡　直樹1、柏崎　大奈1、浜田　秀雄1、黒崎　邦和1、桑山　直也1、 
宝金　清博2

Satoshi Kuroda1, Naoki Akioka1, Daina Kashiwazaki1, Hideo Hamada1, Kunikazu Kurosaki1,  
Naoya Kuwayama1, Kiyohiro Houkin2

一般口演（SCS-O16） 10:10-11:50

治療困難な動脈瘤
座長：永廣　信治（徳島大学 脳神経外科）

　　　中瀬　裕之（奈良県立医科大学 脳神経外科）

 SCS-O16-1 前床突起近傍に存在する破裂内頸チマメ状動脈瘤の手術戦略
Operative strategy for ruptured blood blister-like aneurysm of the internal carotid artery in 
the paraclinoid segment

岩手医科大学 脳神経外科

久保　慶高、幸治　孝裕、吉田　研二、樫村　博史、柿野　俊介、太田原　康成、 
小川　彰、小笠原　邦昭

 SCS-O16-2 内頸動脈血豆状動脈瘤に対するラップクリッピング法の有用性
Effectiveness of Wrap-clipping method for Ruptured Blood Blister-like Aneurysm of the 
Internal Carotid Artery

山梨大学 医学部 脳神経外科

橋本　幸治、西山　義久、金丸　和也、吉岡　秀幸、八木　貴、堀越　徹、木内　博之

 SCS-O16-3 High flow bypassを併用したクモ膜下出血急性期破裂脳動脈瘤治療例の検討
Our surgical experiences for aneurysmal SAH by using high flow bypass in acute stages
1神戸大学 医学部 脳神経外科、2公立豊岡病院 脳神経外科

木村　英仁1、岡村　有祐1、小山　淳二2、中溝　聡2、藤本　陽介2、前山　昌博2、 
甲村　英二1

B会場 （白雲）
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 SCS-O16-4 内頚動脈解離に対する急性期治療戦略 
～EC-RA-M2バイパスをおこなった3症例の報告を含めて～
The therapeutic strategy for internal carotid dissection in acute phase  
-including the report of our three cases performed EC-RA-M2 bypass-
1社会医療法人禎心会病院 脳神経外科、2網走脳神経外科・リハビリテーション病院

宮田　至朗1、谷川　緑野1、上山　博康1、坪井　俊之1、野田　公寿茂1、小坂　章1、 
藪内　伴成1、太田　仲郎1、勝野　亮2、泉　直人2

 SCS-O16-5 破裂内頸動脈前壁動脈瘤に対するECA-M2 graftの意義
The purpose of ECA-M2 grafting for ruptured internal carotid artery anterior wall aneurysm 

中村記念病院 脳神経外科

野呂　秀策、大里　俊明、上山　憲司、渡部　寿一、原　敬二、村橋　威夫、高橋　州平、
福島　大地、丸賀　庸平、中村　博彦

 SCS-O16-6 バイパス術を併用した動脈瘤の治療
Surgical Strategy using Bypass Surgery for Complex Aneurysms: Experience in Saitama 
International Medical Center
1埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科、2埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

大井川　秀聡1、竹田　理々子1、中島　弘之1、吉川　信一朗1、大塚　宗廣1、柳川　太郎1、
佐藤　大樹1、高見澤　幸子1、石原　正一郎2、栗田　浩樹1

 SCS-O16-7 High flowバイパスを用いた脳動脈瘤手術例の検討と母血管の一時遮断に対する新たな
工夫～体外循環の応用
Cerebral aneurysm surgery assisted with high flow EC-IC bypass and a novel strategy for 
the transient parent artery occlusion: application of the extracorporeal circulation technique
1小樽市立脳・循環器・こころの医療センター 脳神経外科、 
2小樽市立脳・循環器・こころの医療センター 医療機器安全管理室、 
3北海道大学 大学院医学研究科・医学部 脳神経外科

新谷　好正1、伊東　雅基1、井戸坂　弘之1、石田　絢也2、馬渕　正二1、宝金　清博3

 SCS-O16-8 バルーン閉塞試験中のmean stump pressureによる簡便な内頚動脈遮断の可否判定基準
Simple protocol of IC occlusion based on mean trump pressure during balloon occlusion test
1名古屋市立大学大学院 医学研究科 脳神経外科学、2蒲郡市民病院 脳神経外科、 
3名古屋市東部医療センター 脳神経外科、4名古屋市立大学大学院 医学研究科 放射線科学

間瀬　光人1、鳥飼　武司2、大野　貴之3、西川　祐介1、片野　広之1、櫻井　圭太4、 
佐々木　繁4、山田　和雄1

 SCS-O16-9 治療的内頚動脈結紮術後における頭蓋内血管の長期的変化
Long term alteration of intracranial vessels following therapeutic ligation of internal carotid 
artery

新潟大学 脳研究所 脳神経外科

西野　和彦、長谷川　仁、伊藤　靖、藤井　幸彦

 SCS-O16-10 大型内頚動脈瘤に対するhigh flow bypass及び頭蓋内母血管コイル塞栓同時手術の 
長期成績
Long term follow-up of combined bypass and endovascular surgery for large-sized cerebral 
aneurysms

徳島大学 脳神経外科

里見　淳一郎、兼松　康久、永廣　信治

B会場 （白雲）
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ランチョンセミナー13（LS13） 12:10-13:10

脳卒中治療の最前線
The front line of stroke treatment

座長：山口　武典（国立循環器病センター）
Takenori Yamaguchi (National Cerebral and Cardiovascular Center)

 LS13-1 RESCUE-Japan：最終解析・サブ解析の結果から
RESCUE-Japan Registry: final analysis and subanalysis

岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経外科学
Department of Neurosurgery, Graduate School of Medicine, Gifu University 
吉村　紳一
Shinichi Yoshimura

 LS13-2 頭蓋内動脈狭窄の最新知見　～エビデンスより血行再建適応を考える～
The latest findings on intracranialartery stenosis  
- Consider revascularization appropriate based on evidence -

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科・脳卒中センター
Neurosurgery & KCGH Stroke Center Kobe City General Hospital / Neuro Endovascular Therapy & 
Neurological Research Group Institute of Biomedical Research and Innovation
坂井　信幸
Nobuyuki Sakai

共催：大塚製薬株式会社

B会場 （白雲）
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シンポジウム4（SS-S4） 13:20-15:20

脳保護療法の進化：現状と展望
座長：阿部　康二（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 神経病態内科学（神経内科））

Koji Abe ( Department of Neurology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and 
Pharmaceutical Sciences)

　　　木内　博之（山梨大学大学院 脳神経外科学講座）
Hiroyuki Kinouchi (Department of Neurosurgery, University of Yamanashi)

 SS-S4-1 虚血性脳障害における脳保護療法
Neuroprotective therapy for ischemic brain damage

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 神経病態内科学（神経内科）
Department of Neurology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and 
Pharmaceutical Sciences
阿部　康二
Koji Abe

 SS-S4-2 虚血性細胞傷害のメカニズム：酸化ストレスの関与
Mechanism of ischemic cell death; contribution of oxidative stress

三重大学 神経内科
Department of Neurology, Mie University
冨本　秀和
Hidekazu Tomimoto

 SS-S4-3 脳保護療法の新しい試み
The new strategy against ischemic damage after acute stroke

日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野
Department of Neurology, Nippon Medical School
桂　研一郎、須田　智、戸田　諭補、金丸　拓也、太田　成男、片山　泰朗
Ken-Ichiro Katsura, Satoshi Suda, Yusuke Toda, Takuya Kanamaru, Shigeo Ohta, Yasuo Katayama

 SS-S4-4 脳梗塞を標的とした低用量G-CSFの臨床応用
Clinical study of low-dose granulocyte-colony stimulating factor in acute ischemic stroke

東海大学医学部内科学系 神経内科
Division of Neurology, Department of Internal Medicine, Tokai University School of Medicine
瀧沢　俊也
Shunya Takizawa

 SS-S4-5 虚血性脳損傷に対する細胞内シグナル伝達系制御による治療戦略
Therapeutic strategy for regulation of intracellular signaling pathway against ischemic brain 
injury

順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科
Department of Neurology, Juntendo University Urayasu Hospital
卜部　貴夫
Takao Urabe

 SS-S4-6 新規脳保護療法：EPA
Novel brain protection therapy : EPA

日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野
Department of Neurological Science, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School
上田　雅之
Masayuki Ueda

B会場 （白雲）
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一般口演（SS-O26） 15:20-16:50

抗凝固療法1

座長：矢坂　正弘（国立病院機構九州医療センター 脳血管・神経内科、臨床研究センター）

 SS-O26-1 心原性脳塞栓症再発予防のためのダビガトランの投与実態： 
Fukuoka Stroke Registry（FSR）
The trend of dabigatran use for secondary prevention of cardioembolic infarction:  
Fukuoka Stroke Registry (FSR)
1九州大学大学院 医学研究院 病態機能内科学、2九州大学病院 救命救急センター

黒田　淳哉1、鴨打　正浩1、吾郷　哲朗1、松尾　龍1、杉森　宏2、桑城　貴弘2、 
北園　孝成1

 SS-O26-2 抗トロンビン活性測定キットを用いた推定ダビガトラン血漿中濃度とaPTTとの相関
Relationship between aPTT and plasma concetrations of dabigatran using assays of 
antithrombin activity 
1国立循環器病研究センター 脳血管内科、2国立循環器病研究センター  臨床検査部、 
3国立循環器病研究センター 分子病態部

岡田　卓也1、大崎　正登1、岡本　章2、宮田　敏行3、峰松　一夫1、豊田　一則1

 SS-O26-3 脳梗塞急性期の可溶性フィブリンモノマー複合体（SFMC）の推移と抗凝固療法のSFMC
に関する検討
Change over time of plasma level of soluble fibrin monomer complex (SFMC) at acute phase 
of brain infarction, -and the effect of warfarin and dabigatoran therapy on the SFMC levels

国立病院機構九州医療センター 脳血管センター 臨床研究センター 脳血管神経内科

舩津　世絵良、矢坂　正弘、森　興太、鶴崎　雄一郎、田畑　絵美、三本木　良紀、 
國場　和仁、前田　亘一郎、湧川　佳幸、岡田　靖

 SS-O26-4 ワルファリン内服中に発症した心原性脳塞栓症における抗凝固療法の強度と重症度 
－Fukuoka Stroke Registry－
Intensity of anticoagulation and cardioembolic stroke severity during anticoagulation 
therapy with warfarin - Fukuoka Stroke Registry -
1九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学、2九州労災病院 脳血管内科

中村　麻子1、吾郷　哲朗1、鴨打　正浩1、桑城　貴弘1、松尾　龍1、黒田　淳哉1、 
荒川　修治2、杉森　宏1、北園　孝成1

 SS-O26-5 急性期脳梗塞における可溶性フィブリンモノマー複合体やプロトロンビンフラグメント
1+2測定値の検討
Measurement of plasma levels of soluble fibrin monomer complex and prothrombin 
fragment1+2 for differential diagnosis of acute cardioembolic stroke out of acute stroke

九州医療センター 臨床研究センター 脳血管神経内科

鶴崎　雄一郎、矢坂　正弘、森　興太、古森　元治、國場　和仁、田畑　絵美、 
三本木　良紀、前田　亘一郎、湧川　佳幸、岡田　靖

B会場 （白雲）
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 SS-O26-6 抗凝固療法中に発症した脳出血に対する乾燥人血液凝固第9因子複合体の効果および 
有害事象
Efficacies and adverse events of prothrombin complex concentrates in warfarin-related 
intracerebral hemorrhage

小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

渡邉　定克、中原　一郎、太田　剛史、福島　浩、占部　善清、上床　武史、石橋　良太、
五味　正憲、橋下　哲也、田中　悠二郎

 SS-O26-7 J-ROCKET AF－リバーロキサバンのネットクリニカルベネフィットによる有用性の 
解析
The balance of safety and efficacy of rivaroxaban versus warfarin in Japanese patients with 
non-valvular atrial fibrillation  -A net clinical benefit analysis of J-ROCKET AF-
1東京女子医科大学 医学部 神経内科、2北里大学 医学部 循環器内科、3東海大学 医学部 循環器内科、 
4大阪医療センター臨床研究センター、5埼玉医科大学国際医療センター、6大阪府立成人病センター、 
7広島大学大学院 病態探究医科学講座 脳神経内科、8自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器科

内山　真一郎1、和泉　徹2、後藤　信哉3、是恒　之宏4、棚橋　紀夫5、堀　正二6、 
松本　昌泰7、百村　伸一8

 SS-O26-8 非弁膜症性心房細動を伴う急性期脳梗塞症例の入院前抗凝固療法についての検討
Trend in anticoagulant therapy for ischemic stroke with non-valvular atrial fibrillation 

岩手県立中央病院 神経内科

高橋　賢、小田　桃世、小原　大治、大澤　宏之、菊池　貴彦、高橋　弘明

 SS-O26-9 Rivaroxabanによる心原性脳塞栓の2次予防の安全性：prothrombin timeによる検討
Safety of rivaroxaban for secondary prevention of cardioembolic stroke:  
An analysis with trough and peak prothrombin times
1弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、2 弘前大学循環器・呼吸器・腎臓内科

萩井　譲士1、目時　典文1、佐々木　都子1、高橋　広希1、人見　博康1、清野　聡1、 
鎌田　孝篤1、保嶋　実1、長内　智宏2、奥村　謙2

B会場 （白雲）
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イブニングセミナー1（ES1） 18:00-19:10

Strokeフロンティア：Penumbra rescue 
Stroke Frontier：Penumbra rescue

Opening Remarks：
片山　泰朗（日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野）
Yasuo Katayama ( Department of Neurological Science, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School)

座長：福田　倫也（北里大学 医療衛生学部）
Michinari Fukuda (Department of Rehabilitation, Kitasato University, School of Allied Health Sciences)

 ES1-1 虚血性白質障害の分子メカニズムと防御戦略
The molecule mechanism and prevention strategy for ischemic white matter damages

順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科
Department of Neurology, Juntendo University Urayasu Hospital
卜部　貴夫
Takao Urabe 

座長：内海　裕也（社会保険蒲田総合病院 総合内科）
Hiroya Utsumi (Department of General Medicine, Social Insurance Kamata General Hospital)

 ES1-2 Time windowの延長におけるエダラボン療法の可能性
A free radical scavenger Edaravone as the tPA partner in acute stroke

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経内科学
Department of Neurology, Graduate School of Medicine and Dentistry, Okayama University
阿部　康二
Koji Abe

座長：荒木　信夫（埼玉医科大学 神経内科）
Nobuo Araki (Department of Neurology, School of Medicine, Saitama Medical University)

 ES1-3 Penumbra rescueと急性期血行再建
Penumbra rescue and acute stroke intervention

岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経外科学分野
Department of Neurosurgery, Graduate School of Medicine, Gifu University
吉村　紳一
Shinichi Yoshimura

Closing Remarks：
鈴木　則宏（慶應義塾大学医学部 神経内科）
Norihiro Suzuki ( Department of Neurology, School of Medicine, Keio University)

共催：田辺三菱製薬株式会社

B会場 （白雲）
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シンポジウム2（SS-S2） 08:30-10:15

多分野とのクロストーク1：各領域からみた脳卒中
座長：立花　久大（兵庫医科大学 内科学総合診療科）

Hisao Tachibana ( Division of General Medicine, Department of Internal Medicine, Hyogo College of 
Medicine)

　　　冨本　秀和（三重大学 神経内科）
Hidekazu Tomimoto (Department of Neurology, Mie University)

 SS-S2-1 脳卒中データーバンクからみた最近の脳卒中の疫学的動向
The epidemiological study of stroke in Japan by Japan Stroke Databank
1島根大学医学部内科学講座 内科学第三、2島根大学学長
1Department of Neurology, Faculty of Medicine, Shimane University, 2President of Shimane University
山口　修平1、小林　祥泰2

Shuhei Yamaguchi1, Shotai Kobayashi2

 SS-S2-2 Stroke in Korea: Epidemiological trends
Department of Neurology, Seoul National University Hospital, Korea
Byung-Woo Yoon

 SS-S2-3 高血圧と脳卒中
Hypertension and Stroke

埼玉医科大学国際医療センター 神経内科
Department of Neurology, Saitama Medical University International Medical Center
棚橋　紀夫
Norio Tanahashi

 SS-S2-4 糖尿病と脳卒中
Diabetes Mellitus and Stroke

兵庫医科大学 内科学総合診療科
Division of General Medicine, Department of Internal Medicine, Hyogo College of Medicine
立花　久大
Hisao Tachibana

 SS-S2-5 脂質異常症と脳卒中
Stroke and dyslipidemia

大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学（脳卒中センター）
Department of Neurology, Stroke Center, Osaka University Graduate School of Medicine
北川　一夫
Kazuo Kitagawa

 SS-S2-6 心房細動と脳塞栓症
Atrial fibrillation and stroke

日本医科大学多摩永山病院
Nippon Medical School Tama-Nagayama Hospital
新　博次
Hirotsugu Atarashi

C会場 （慶雲）
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シンポジウム3（SS-S3） 10:15-12:00

多分野とのクロストーク2：各領域からみた脳卒中
座長：宮本　享（京都大学医学部附属病院 脳神経外科）

Susumu Miyamoto (Department of Neurosurgery, Kyoto University Graduate School of Medicine)

　　　井林　雪郎（誠愛リハビリテーション病院）
Setsuro Ibayashi (Seiai Rehabilitation Hospital)

 SS-S3-1 慢性腎臓病（CKD）と脳卒中
CKD and Stroke

日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野
Department of Neurological Science, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School
勝又　俊弥
Toshiya Katsumata

 SS-S3-2 小児によく見られる脳卒中：特徴と原因疾患
Pediatric stroke: features and causative disorders

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科学
Department of Neurological Surgery, Okayama University Graduate School
伊達　勲
Isao Date

 SS-S3-3 妊娠分娩と脳卒中：日本脳神経外科学会妊産婦脳卒中悉皆調査
Stroke and Pregnancy: Results of a Survey of Neurosurgical Institutes across Japan
1京都大学大学院医学研究科 脳神経外科、2日本脳神経外科学会妊産婦脳卒中調査委員会
1Department of Neurosurgery, Graduate School of Medicine, Kyoto University,  
2Stroke and Pregnancy Survey Committee of the Japan Neurosurgical Society
髙橋　淳1,2、石井　暁1,2、宮本　享1,2

Jun Takahashi1,2, Akira Ishii1,2, Susumu Miyamoto1,2

 SS-S3-4 眼科疾患と脳卒中
Ocular diseases and stroke

北里大学医療衛生学部 視覚機能療法学
Depertment of Orthoptics and Visual Sciences, School of Allied Health Sciences, Kitasato University
石川　均
Hitoshi Ishikawa

 SS-S3-5 急性めまいと脳卒中－耳鼻咽喉科の立場から
Acute vertigo and Stroke - Its Otolaryngological Investigations

埼玉医科大学 耳鼻咽喉科・神経耳科部門
Department of Neuro-Otology, Saitama Medical University
伊藤　彰紀
Akinori Itoh

 SS-S3-6 歯周病と脳卒中との関連
Association between periodontal disease and stroke

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 歯周病学分野
Department of Periodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and 
Dental University
和泉　雄一
Yuichi Izumi

C会場 （慶雲）
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ランチョンセミナー14（LS14） 12:10-13:10

座長：嘉山　孝正（山形大学）
Takamasa Kayama (Yamagata University)

 LS14-1 脳卒中に対するラジカットの有用性：Revisit
Usefulness of Radicat for Stroke：Revisit

岩手医科大学 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Iwate Medical University School of Medicine
小笠原　邦昭
Kuniaki  Ogasawara

 LS14-2 急性期脳梗塞患者に対するラジカルスカベンジャーの効果とその機序について
Treatment of Radical scavenger to the patients with acute ischemic Stroke

川崎医科大学 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Kawasaki Medical School
宇野　昌明
Masaaki Uno

共催：田辺三菱製薬株式会社

C会場 （慶雲）
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シンポジウム5（SS-S5） 13:20-15:05

抗血栓療法の進化（t-PA、抗血小板療法、抗凝固療法）
座長：北川　泰久（東海大学八王子病院 神経内科）

Yasuhisa Kitagawa (Department of Nerurology, Tokai University Hachioji Hospital)

　　　峰松　一夫（国立循環器病研究センター）
Kazuo Minematsu (National Cerebral and Cardiovascular Center)

 SS-S5-1 急性期脳梗塞における抗血栓療法（overview）
An overview of antithrombotic therapies for patients with acute ischemic stroke

国立循環器病研究センター
National Cerebral and Cardiovascular Center
峰松　一夫
Kazuo Minematsu

 SS-S5-2 急性期血栓溶解療法の進化
Development of intravenous thrombolysis for hyperacute ischemic stroke

国立循環器病研究センター 脳血管内科
Department of Cerebrovascular Medicine, National Cerebral and Cardiovascular Center
豊田　一則
Kazunori Toyoda

 SS-S5-3 Present status of SITS – The International Registry for Acute Stroke Treatments
Department of Neurology, Karolinska Institutet, Sweden, SITS International
Nils Wahlgren

 SS-S5-4 抗血小板療法の進化
Progress of antiplatelet therapy

東京女子医科大学 神経内科
Department of Neurology, Tokyo Women's Medical University
山崎　昌子、内山　真一郎
Masako Yamazaki, Shinichiro Uchiyama

 SS-S5-5 抗凝固療法の進化
Recent progress of anticoagulation therapy

東京女子医科大学 神経内科
Department of Neurology, Tokyo Women's Medical University
長尾　毅彦
Takehiko Nagao

C会場 （慶雲）
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日本脳卒中学会・日本高血圧学会合同シンポジウム（JS1） 15:05-16:50

「高血圧治療ガイドライン2014」の課題と展望
座長：苅尾　七臣（自治医科大学医学部内科学 循環器内科学部門）

Kazuomi Kario (Division of Cardiovascular Medicine Jichi Medical University School of Medicine)

　　　松本　昌泰（広島大学大学院 脳神経内科学）
Masayasu Matsumoto ( Department of Clinical Neuroscience and Therapeutics, Hiroshima University 

Graduate School of Biomedical and Health Sciences)

 JS1-1 JSH2014改訂のポイント：オーバービュー
JSH2014 guidelines：Overview

札幌医科大学 学長
Sapporo Medical University
島本　和明
Kazuaki Shimamoto

 JS1-2 血圧測定
Blood Pressure Measurements

東北大学大学院薬学研究科 医薬開発構想講座
Department of Planning for Drug Development and Clinical Evaluation, Tohoku University Graduate 
School of Pharmaceutical Sciences
今井　潤
Yutaka Imai

 JS1-3 高齢者の高血圧治療
Treatment of hypertension in the elderly

大阪大学大学院 老年・腎臓内科学
Department of Geriatric Medicine & Nephrology, Osaka University Graduate School of Medicine
楽木　宏実
Hiromi Rakugi

 JS1-4 脳血管障害と降圧治療
Hypertensive treatment in stroke patients

埼玉医科大学国際医療センター 神経内科
Department of Neurology, Saitama Medical University International Medical Center
棚橋　紀夫
Norio Tanahashi

 JS1-5 RESPECT研究の意義
The significance of RESPECT Study

小山市民病院
Oyama Municipal Hospital
島田　和幸
Kazuyuki Shimada

C会場 （慶雲）
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第42回日本脳卒中の外科学会　特別企画 18:00-19:10

EBM再検証：JET studyとCOSSを踏まえた現状
EBM Up-date: Current status of EC-IC bypass based on JET study and COSS

座長：新井　一（順天堂大学医学部 脳神経外科）
Hajime Arai (Department of Neurosurgery, Juntendo University School of Medicine)

 ES2-1 EC-ICバイパスの現状と展望：脳外科医の立場から
Current status and future prospect of EC-IC bypass: message from neurosurgeon

岩手医科大学 医学部 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Iwate Medical University School of Medicine
小笠原　邦昭
Kuniaki Ogasawara

 ES2-2 内科医からみたJET / COSS後のEC-ICバイパス適応について
Indication of EC-IC bypass based on JET study and COSS: from the viewpoint of neurologist

国立病院機構九州医療センター 脳血管内科
Department of Cerebrovascular Medicine, Kyushu Medical Center
岡田　靖
Yasushi Okada

C会場 （慶雲）
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一般口演（SS-O27） 08:30-09:40

急性期治療（tPA）1
座長：塩川　芳昭（杏林大学 脳神経外科・脳卒中センター）

 SS-O27-1 当院におけるt-PA静注療法 ～高齢者と壮年者の比較
IV t-PA thrombolysis: Comparison between very old and young old 
1岡山赤十字病院 脳卒中科、2川崎医科大学 脳卒中医学教室

岩永　健1、城本　高志1、木村　和美2

 SS-O27-2 当院における脳梗塞発症後3～4.5時間のt-PA治療成績
Treatment result of Tissue Plasminogen Activator 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke
1杏林大学医学部附属病院 脳卒中科、2杏林大学医学部 脳神経外科、3杏林大学医学部 神経内科、 
4杏林大学医学部 リハビリテーション学科

末松　慎也1,2、岡村　耕一1,2、脊山　英徳1,2、岡野　晴子1,3、傳法　倫久1,3、高橋　秀寿1,4、
塩川　芳昭1,2

 SS-O27-3 高齢患者に対するrt-PA静注療法の検討
Clinical analysis of intravenous rt-PA therapy for older patients
1前橋赤十字病院 脳神経外科、2前橋赤十字病院

神徳　亮介1、吉澤　将士1、大澤　匡1、若林　和樹1、藤巻　広也1、朝倉　健1、 
宮崎　瑞穂1、針谷　康夫1,2、水島　和幸2、関根　彰子2

 SS-O27-4 超高齢者脳梗塞における血栓溶解療法施行例の臨床的検討
Clinical investigation of thrombolytic therapy for acute ischemic stroke in high elderly 
patients

県立広島病院 脳神経外科

籬　拓郎、木矢　克造、溝上　達也、迫口　哲彦、近藤　浩、中島　裕子、三好　浩之

 SS-O27-5 t-PA静注療法症例における血圧変動と転帰の関係（HARP Registry Study）
Relationship between blood pressure variation and outcome for intravenous t-PA infusion 
(HARP Registry Study)
1広島大学大学院 脳神経内科学、2国立病院機構呉医療センター 神経内科、 
3HARP Registry Study Group

青木　志郎1、細見　直永1、末田　芳雅2、河野　智之1、大槻　俊輔1、山脇　健盛1、 
松本　昌泰1、HARP Registry Study Group3

 SS-O27-6 超急性期穿通枝領域脳梗塞に対するtPA静注療法の効果と安全性
Intravenous tissue plasminogen activator for acute single penetrator artery infarcts
1神戸市立医療センター中央市民病院神経内科・脳卒中センター、 
2神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科・脳卒中センター

東田　京子1、山本　司郎1、藤堂　謙一1、小林　和人1、河野　智之1、吉村　元1、 
川本　未知1、坂井　信幸2、幸原　伸夫1

 SS-O27-7 Branch atheromatous diseaseに対するt-PA静注療法の治療成績
Treatment outcomes of t-PA infusion for branch atheromatous disease

埼玉医科大学国際医療センター 神経内科・脳卒中内科 

佐野　博康、出口　一郎、林　健、加藤　裕司、名古屋　春満、大江　康子、福岡　卓也、
丸山　元、堀内　陽介、棚橋　紀夫

D会場 （青葉）
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一般口演（SS-O28） 09:40-10:50

急性期治療（tPA）2
座長：桐野　高明（独立行政法人国立病院機構）

 SS-O28-1 発症時間が不明であってもNegative FLAIRであればtPA静注療法を安全かつ有効に 
行える
Negative FLAIR based IV-tPA in acute stroke patients with unknown onset time

川崎医科大学 脳卒中医学

青木　淳哉、植村　順一、佐治　直樹、松本　典子、芝崎　謙作、井上　剛、木村　和美

 SS-O28-2 rt-PA静注療法の適応時間拡大による、rt-PA静注療法施行患者数の変化の 
シミュレーション
The impact of time window extension for intravenous recombinant tissue plasminogen 
activator
1千葉県循環器病センター 脳卒中診療部、2千葉県循環器病センター 神経内科、 
3千葉県循環器病センター 脳神経外科

赤荻　悠一1、松田　信二1、小島　一歩1、橋本　憲一郎1、本間　甲一2、本島　卓幸1、 
藤川　厚1、町田　利生1、永野　修1、小野　純一3

 SS-O28-3 当院でのt-PA静注療法の転帰についての検討
The study of t-PA therapy for acute stroke

東京警察病院 脳神経外科 脳卒中センター

鳥橋　孝一、河野　道宏、根城　尭英、福井　敦、寺西　裕、宮腰　明典、金中　直輔、 
阿部　肇、楚良　繁雄、佐藤　博明

 SS-O28-4 超急性期における拡散強調画像（DWI）軽度高信号の可逆性についての検討
Is mild high inteinsiy on DWI irreversible or not?

一宮西病院 脳神経外科

芝本　和則、滝　英明、宮嵜　章宏、根来　眞

 SS-O28-5 脳梗塞発症4.5時間へのrt-PA静注療法開始時間延長に伴う予測される増加症例数とその
特徴
Estimated stroke candidates for intravenous rt-PA with extension of therapeutic time 
window to 4.5 hour of onset
1国立循環器病研究センター 脳卒中集中治療科、2国立循環器病研究センター 脳神経内科、 
3国立循環器病研究センター 脳血管内科

古賀　政利1、山上　宏2、長束　一行2、峰松　一夫3、豊田　一則3

 SS-O28-6 発症6時間以内に入院したNIHSS score4以下の軽症脳梗塞の急性期再発と予後  
～Fukuoka Stroke Registry～
Outcome and acute stroke recurrence in minor stroke within 6 hours after the symptom 
onset -Fukuoka Stroke Registry -
1製鉄記念八幡病院 脳卒中センター、2九州大学大学院 病態機能内科

藤本　茂1、賣豆紀　智美1、松木　孝之1、陣内　重郎1、石束　隆男1、鴨打　正浩2、 
北園　孝成2

D会場 （青葉）
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 SS-O28-7 IV-IA併用療法導入後のrtPA静注療法自体の成績改善効果
Improvement of clinical outcome in stroke patients receiving intravenous tPA by 
introduction of IV-IA combination therapy
1京都第一赤十字病院 急性期脳卒中センター 脳神経・脳卒中科、2京都第一赤十字病院 救急科、 
3京都府立医科大学 神経内科、4京都第二赤十字病院 脳神経内科

山崎　英一1、今井　啓輔1、濱中　正嗣1、山田　丈弘1、辻　有希子1、竹上　徹郎2、 
徳田　直輝3、武澤　秀理4、巨島　文子1、池田　栄人2

一般口演（SS-O29） 10:50-11:50

急性期治療（tPA）3
座長：立花　久大（兵庫医科大学 内科学総合診療科）

 SS-O29-1 発症早期に病院搬送されたが、t-PA施行に至らなかった症例群の検討
Analysis of 44 acute stoke patients who were not treated with t-PA

東京女子医科大学東医療センター

花　大洵、新井　直幸、黒井　康博、横佐古　卓、吉村　知香、広田　健吾、大渕　英徳、
萩原　信司、笹原　篤、糟谷　英俊

 SS-O29-2 穿通枝領域虚血に対するrt-PA静注療法の効果
Efficacy of intravenous rt-PA therapy for perforating branch ischemia

三宿病院 脳卒中センター 脳神経外科

小野　健一郎、有本　裕彦、大川　英徳、高原　喬、藤井　和也、田之上　俊介、 
清水　昭

 SS-O29-3 我が国における脳梗塞急性期治療の有効性と安全性の実際 
－PROTECT4.5初期登録5,000例の中間解析－
Treatment for the initial 5,000 patients with acute cerebral infarction in PROTECT4.5: 
interim report
1埼玉医科大学 国際医療センター 神経内科、2国立循環器病研究センター

棚橋　紀夫1、山口　武典2

 SS-O29-4 rt-PA治療におけるエダラボン併用療法の現状 －Fukuoka Stroke Registry: FSR－
The use of edaravone with rtPA for ischemic stroke patients - Fukuoka Stroke Registry: FSR -

九州大学大学院 医学研究院 病態機能内科

松尾　龍、鴨打　正浩、吾郷　哲朗、黒田　淳哉、桑城　貴弘、杉森　宏、北園　孝成

 SS-O29-5 発症2時間以内に来院したが症状の急速改善によりrt-PA静注療法の適応外となった 
脳梗塞症例の予後
Outcomes in patients with acute ischemic stroke presented within 2 hours of symptom 
onset unrecieving intravenous rt-PA because of rapid improving symptoms

天理よろづ相談所病院 神経内科

奥宮　太郎、田中　寛大、島　淳、末長　敏彦

 SS-O29-6 高齢者におけるrt-PA静注療法
IV rt-PA for acute ischemic stroke in the elderly
1竹田綜合病院 脳神経外科 、2竹田綜合病院 神経内科

藤原　秀元1、小泉　孝幸1、加藤　俊一1、佐藤　裕之1、遠藤　深1、石田　義則2、 
青山　雅彦2

D会場 （青葉）
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ランチョンセミナー15（LS15） 12:10-13:10

座長：塩川　芳昭（杏林大学医学部 脳神経外科）
Yoshiaki Shiokawa (Department of Neurosurgery, Kyorin University)

 LS15-1 Management of cerebral cavernous malformations:  
molecular insight and clinical considerations
Department of Neurosurgery University Hospital of Essen
Ulrich Sure

 LS15-2 脳動静脈奇形摘出手術における技術と治療の歴史と進歩 
Advanced Technology and Management in the Surgical Treatment of Cerebral 
Arteriovenous Malformations

京都大学医学部附属病院 脳神経外科
Department of Neurosurgery, Kyoto University Graduate School of Medicine
高木　康志
Yasushi Takagi

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 
デピューシンセス・ジャパン コッドマン&CMF事業部

一般口演（SCS-O17） 13:30-14:30

動脈瘤　穿通枝温存1

座長：松居　徹（埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科）

 SCS-O17-1 未破裂脳動脈瘤における穿通枝温存－blading techniqueを中心として－
Surgical techniques and considerations for sparing perforating artery during unruptured 
aneurysm clipping - A blading technique - 
1昭和大学 医学部 脳神経外科、2東京都立多摩総合医療センター

水谷　徹1、杉山　達也1、和田　晃1、太田　貴裕2

 SCS-O17-2 穿通枝温存のためのテクニック：術前検討から最終確認まで－自験例直近361例を中心に
Technical consideration for preservation of perforating arteries

獨協医科大学 脳神経外科

河本　俊介、持木　かなえ、金谷　英明、金　彪

 SCS-O17-3 内頚動脈―前脈絡叢動脈分岐部動脈瘤における前脈絡叢動脈温存のための手術手技
Operative technique for preservation of anterior choroidal artery in clipping surgery of 
internal carotid-anterior choroidal aneurysm

大西脳神経外科病院 脳神経外科

兒玉　裕司、大西　英之、久我　純弘、高倉　周司、林　真人、福留　賢二、松島　健

 SCS-O17-4 前方循環脳動脈瘤手術における穿通枝温存 
－部位別multi-clip methodとICG-time density curve解析－
Multi-clip method and analysis of ICG-time density curve for prevention of perforating 
arteries in aneurysm surgery

弘前大学 医学部 脳神経外科

大熊　洋揮、嶋村　則人、浅野　研一郎、中野　高広、伊藤　勝博

D会場 （青葉）
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 SCS-O17-5 脳動脈瘤クリッピング時の虚血性合併症とその対策
Prevention of ischemic complication in the clipping of aneurysms

県立広島病院 脳神経外科

迫口　哲彦、木矢　克造、溝上　達也、籬　拓郎、近藤　浩、三好　浩之、中島　裕子

 SCS-O17-6 脳動脈瘤クリッピング手術における穿通枝障害
Cerebral infarction of perforating artery after the clipping aneusysm

秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科

竹中　俊介、石川　達哉、師井　淳太、吉岡　正太郎、引地　堅太郎、岡田　健、 
宇田　賢司、小林　慎弥、斎藤　浩史、鈴木　明文

一般口演（SCS-O18） 14:30-15:30

動脈瘤　穿通枝温存2

座長：大熊　洋輝（弘前大学 脳神経外科）

 SCS-O18-1 穿通枝温存のテクニック
How to avoid of perforating injury in aneurysm clipping surgery

藤田保健衛生大学医学部脳神経外科

加藤　庸子、渡部　剛也、服部　夏樹、大枝　基樹、西山　悠也、井水　秀栄、 
垣内　孝史、林　拓郎、稲桝　丈司、廣瀬　雄一

 SCS-O18-2 穿通枝温存のテクニック －アプローチと術野展開の再考－
Surgical approach and techniques of Cerebral artery aneurysm clipping and theire 
preventative techniques:avoidance of perforator injurey 
1東大阪市立総合病院 脳神経外科、2大阪府立中河内救命救急センター

新　靖史1、横山　和弘1、玉置　亮1、渡邉　敦彦1、岸　文久2、岸　昌宏1

 SCS-O18-3 未破裂脳動脈瘤での穿通枝温存のための瘤の場所ごとのclippingの工夫
Refinement for protection of perforator in unruptured aneurysm clipping surgery

松波総合病院 脳神経外科

澤田　元史、八十川　雄図、水谷　大祐

 SCS-O18-4 工夫を要した穿通枝温存の症例から学ぶ　スタンダードテクニックとは？
Learning from pitfall in preserving perforating artery during aneurysm clipping

高井病院 脳神経外科

森本　哲也、南　茂憲、長友　康、榊　寿右

 SCS-O18-5 脳動脈瘤クリッピング術で穿通枝梗塞を防ぐための工夫
Strategy of cerebral aneurysms clipping in order to prevent infarction of perforating artery 

愛媛大学大学院 医学系研究科 脳神経病態外科学

久門　良明、渡邉　英昭、田川　雅彦、井上　明宏、松本　調、尾崎　沙耶、高野　昌平、
原田　広信、大上　史朗、大西　丘倫

 SCS-O18-6 脳動脈瘤手術における穿通枝温存のための強拡大下精細剥離と再建
Precise Dissecting Technique and Reconstruction of Perforating Arteries in Aneurysm Surgery

社会医療法人 禎心会病院 脳卒中センター

谷川　緑野、坪井　俊之、野田　公寿茂、小坂　章、宮田　至朗、太田　仲郎、西田　翔、
上野　英明、黒川　暢、上山　博康

D会場 （青葉）
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一般口演（SCS-O19） 15:30-16:30

動脈瘤　穿通枝温存3

座長：小林　英一（千葉大学医学部 脳神経外科）

 SCS-O19-1 後方向き内頚動脈瘤に対するDistal Transsylvian Approach －穿通枝温存のために－
Distal Transsylvian Approach internal carotid artery aneurysms with posterior projection

八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

一ノ瀬　努、鶴野　卓史、内藤　堅太郎、佐藤　英俊、阿部　純也

 SCS-O19-2 前方循環の脳動脈瘤手術における穿通枝温存のテクニック
Principles and tactics for preservation of functional perforators in aneurysm surgery

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科

竹田　理々子、大井川　秀聡、中島　弘之、吉川　信一朗、岡田　大輔、鈴木　海馬、 
柳川　太郎、佐藤　大樹、栗田　浩樹

 SCS-O19-3 クリッピング後再発脳動脈瘤に対するクリッピング術  
－クリップ除去による完全剥離と穿通枝温存－
Neck clipping of Recurrent Intracranial Aneurysms -full exposure of aneurysms and preserve 
of perforating arteries by remove of the previous clips-

釧路孝仁会記念病院 脳神経外科

石井　洋介、入江　伸介、菅野　彩、斉藤　修、八木　謙次、稲垣　徹、光木　徹、 
中川　洋、齋藤　孝次

 SCS-O19-4 穿通枝温存のテクニックとは
The techniques for the preservation of the perforating arteries

医療法人穂翔会 村田病院 脳神経外科

中村　一仁、鶴田　慎、岡田　由実子、村田　高穂

 SCS-O19-5 術中モニタリングの進歩は脳動脈瘤クリッピング手術における穿通枝合併症を抑制 
できているか？
Does the development of operative monitorings inhibit cerebral infarction of perforating 
artery after the clipping aneurysm? -The efficacy of MEP and ICG videoangiography-

秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科

竹中　俊介、石川　達哉、師井　淳太、吉岡　正太郎、引地　堅太郎、岡田　健、 
小林　慎弥、斎藤　浩史、鈴木　明文、安井　信之

 SCS-O19-6 椎骨脳底動脈の穿通枝温存の工夫　血管内治療の立場より
Preservation of perforators branching from vertebra-basilar artery in endovascular surgery

千葉大学 医学部 脳神経外科

小林　英一、佐伯　直勝

D会場 （青葉）
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イブニングセミナー3（ES3） 18:00-19:00

CSPSⅡ後のEvidences

座長：橋本　信夫（国立循環器病研究センター）
Nobuo Hashimoto (National Cerebral and Cardiovascular Center)

 ES3-1 Chinese CSPSおよびCSPSⅡの複合分析とそれから得られたもの
国家公務員共済組合連合会立川病院
Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations Tachikawa Hospital
篠原　幸人
Yukito Shinohara

 ES3-2 Options of antiplatelet therapy after stroke
Clinical Research Center for stroke
Seoul national university hospital, Seoul national university college of medicine
Byung-Woo Yoon

共催：大塚製薬株式会社

D会場 （青葉）
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一般口演（SS-O30） 08:30-09:35

頸動脈病変2

座長：吉村　紳一（岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経外科学分野）

 SS-O30-1 症状不安定期における早期内頚動脈内膜剥離術は安全かつ有効か？
Is Carotid endoarterectomy in the acute phase of recent/crescendo TIA or stroke-in-
evolution safe and effective?

国立循環器病研究センター 脳神経外科

井手口　稔、飯原　弘二、片岡　大治、森田　健一、伊藤　要、小林　紀方、丸山　大輔、
石井　大造、佐藤　徹

 SS-O30-2 症候性頸動脈狭窄症に対する急性期CASの安全性の検討
Carotid artery stenting for recently symptomatic carotid artery stenosis

国立循環器病研究センター 脳神経外科

森田　健一、飯原　弘二、佐藤　徹、石井　大造、丸山　大輔、河村　陽一郎、井手口　稔、
東野　芳史、小林　紀方、片岡　大治

 SS-O30-3 頚動脈ステント留置術周術期の血小板凝集能およびcirculating biomarkerと塞栓性合
併症についての検討
Relationship between perioperative on-treatment platelet reactivity, circulating biomarkers 
and thromboembolic event after carotid artery stenting
1国立循環器病研究センター 脳神経外科、2岐阜大学医学部付属病院 高次救命治療センター

金丸　英樹1、丸山　大輔1、高木　俊範2、石井　大造1、小林　紀方1、伊藤　要1、 
森田　健一1、佐藤　徹1、片岡　大治1、飯原　弘二1

 SS-O30-4 内頸動脈狭窄症による血管新生緑内障への頚動脈ステント留置術の影響
The impact of carotid artery stenting on neovascular glaucoma due to internal carotid 
artery stenosis
1関東労災病院 脳神経外科、2西東京中央総合病院 脳神経外科、3東京医科大学 脳神経外科

大野　晋吾1、吉岡　宏起2、橋本　孝朗3

 SS-O30-5 脳循環改善効果からみた内頚動脈偽閉塞症例に対する頚動脈ステント留置術の有用性
Cerebral Hemodynamic Benefits after Carotid Artery Stenting in Patients with Carotid Near 
Occlusion
1山口大学医学部脳神経外科、2済生会山口総合病院脳神経外科

岡　史朗1、石原　秀行1、奥　高行1、山根　亜希子1、加藤　祥一2、鈴木　倫保1

 SS-O30-6 過灌流症候群ハイリスク症例に対する頚動脈ステント留置術の治療成績
Treatment outcome of carotid artery stenting for high-risk cases of cerebral hyperperfusion 
syndrome

小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

橋本　哲也、中原　一郎、太田　剛史、福島　浩、占部　善清、上床　武史、石橋　良太、
五味　正憲、田中　悠二郎、宮田　悠

 SS-O30-7 頸動脈ステント留置術後の頸動脈エコーを中心とした経過観察
Follow up of post carotid artery stenting using ultrasound
1福井県済生会病院 脳卒中センター 脳神経外科、2福井県済生会病院 脳卒中センター 神経内科

高畠　靖志1、山崎　法明1、向井　裕修1、若松　弘一1、宇野　英一1、林　浩嗣2、 
中地　亮2、遠藤　芳徳2

E会場 （松葉）
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一般口演（SS-O31） 09:35-10:40

頸動脈病変3

座長：渡邉　一夫（一般財団法人脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院）

 SS-O31-1 CAS導入以降の頚部内頚動脈血行再建術の長期成績
Long-term results for carotid stenting versus carotid endarterectomy
1徳島大学 脳神経外科、2川崎医科大学 脳神経外科、3徳島赤十字病院 血管内治療科

兼松　康久1、里見　淳一郎1、西　京子1、松原　俊二2、宇野　昌明2、佐藤　浩一3、 
永廣　信治1

 SS-O31-2 CAS後術後過灌流の予測因子の検討
Predictors of hyperperfusion after CAS

大阪脳神経外科病院

井上　洋、尾原　信行、梶川　隆一郎、木嶋　教行、永野　大輔、奥田　和功、 
岩本　文徳、若山　暁

 SS-O31-3 頸動脈狭窄症に対する急性期CASについて
Emergency carotid artery stenting for treatment of acute stroke

獨協医科大学越谷病院 脳神経外科

田中　喜展、杉浦　嘉樹、鈴木　亮太郎、高野　一成、清水　信行、滝川　知司、 
鈴木　謙介、兵頭　明夫

 SS-O31-4 CASマルチデバイス時代における頸動脈狭窄症の周術期治療成績
Clinical results of cervical IC stenosis in era of CAS with multi-devices

独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター 脳神経外科

酒井　秀樹、石黒　光紀、宮澤　卓真、川崎　智弘、西村　康明

 SS-O31-5 内頚動脈内膜剥離手術（CEA）における末梢神経障害の回避の工夫
Strategies for avoidance of peripheral neuropathy after carotid endarterectomy

医誠会病院 脳神経外科

藤原　翔、鶴薗　浩一郎、佐々木　学、芳村　憲泰、松本　勝美

 SS-O31-6 頸動脈ステント留置術（CAS）施行患者における高度冠動脈狭窄の合併頻度
Frequency of coronary artery stenosis greater than 75% in patients with carotid artery 
stenosis treated with CAS: evaluation using coronaty CTA and coronary angiography

和歌山労災病院 脳神経外科

田中　優子、戸村　九月、河野　健一、吉村　良、岡田　秀雄、新谷　亜紀、寺田　友昭

 SS-O31-7 頸動脈内膜剥離術後過灌流症候群の術前予測：遠位部内頸動脈血流速度測定の有用性
Prediction of Cerebral Hyperperfusion Syndrome after Carotid Endarterectomy:  
Validation of Preoperative Flow Velocity Study in Distal Internal Carotid Artery
1長崎大学病院 脳卒中センター、2長崎大学病院 救命救急センター、3長崎大学病院 脳神経外科

立石　洋平1、辻野　彰1、田崎　修2、堀江　信貴3、林　健太郎3、永田　泉3

E会場 （松葉）
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一般口演（SS-O32） 10:40-12:00

頸動脈病変4

座長：北川　一夫（大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学（脳卒中センター））

 SS-O32-1 頸部内頸動脈狭窄症におけるネオプテリン、ミエロペルオキシダーゼの意義： 
血液マーカー、病理組織の検討
Neopterin and Myeloperoxidase in patient of ICA stenosis:blood concentration and 
pathological examination
1守口生野記念病院、2大阪市立総合医療センター、3大阪市立大学 医学部 病理病態学、 
4大阪市立大学 医学部 循環器病態内科学

有馬　大紀1、西川　操1、正村　清弥1、國廣　誉世1、仲川　将志1、杉岡　憲一4、 
葭山　稔4、成子　隆彦2、稲葉　真由美3、上田　真喜子3

 SS-O32-2 頚動脈プラーク不安定化における炎症性、抗炎症性分子の作用
Mechanism of carotid plaque vulnerability: associations of pro-and anti-inflammatory 
molecules
1三重大学 医学部 神経内科、2三重大学 医学部 脳神経外科、3鈴鹿回生病院 脳神経外科、 
4国立病院機構三重病院 臨床研究部

新堂　晃大1、種村　浩2、矢田　健一郎1、朝倉　文夫2、当麻　直樹2、阪井田　博司2、 
濱田　和秀3、藤澤　隆夫4、滝　和郎2、冨本　秀和1

 SS-O32-3 頸動脈プラーク中のNε-（carboxymethyl）lysine（CML）とMyeloperoxidase（MPO）
の意義
Significance of Nε-(carboxymethyl) lysine (CML) and Myeloperoxidase (MPO) in human 
carotid atherosclerotic lesion
1福岡大学筑紫病院脳神経外科、2福岡大学医学部病理、3東海大学農学部バイオサイエンス学科

井上　律郎1,2、坂田　則行2、永井　竜児3、風川　清1

 SS-O32-4 頚動脈ステント留置術後再狭窄に関与する因子の検討
Factors affecting restenosis after carotid artery stenting
1美原記念病院 脳神経外科、2美原記念病院 神経内科、3美原記念病院 脳卒中部門

狩野　忠滋1、赤路　和則1、鈴木　健太郎3、木村　浩晃2、神澤　孝夫3、谷崎　義生1、 
美原　盤2

 SS-O32-5 単一施設によるCEA連続100症例の検討
Sequential 100 cases of carotid endarterectomy

府中病院 脳外科・脳血管センター

大森　一美、神吉　しづか、熊谷　哲也

 SS-O32-6 症候性内頸動脈狭窄症の症候増悪に関する検討
Risk factors for early worsening of symptomatic carotid artery stenosis
1熊本大学大学院 生命科学研究部 神経内科学分野、2済生会熊本病院 脳卒中センター 神経内科

進藤　誠悟1,2、河野　浩之2、稲富　雄一郎2、鈴木　由希子2、中島　誠2、池野　幸一2、 
米原　敏郎2、安東　由喜雄1

E会場 （松葉）
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 SS-O32-7 頚動脈Calcium Scoreによる全身血管病変の予測
Prediction of systemic vascular lesions from carotid calcium score
1国立循環器病研究センター 脳神経外科、2国立循環器病研究センター 心臓血管外科、 
3国立循環器病研究センター 予防検診部、4国立循環器病研究センター 脳血管内科、 
5国立循環器病研究センター 放射線科

佐野　徳隆1、片岡　大治1、小林　環1、小林　順二郎2、宮本　恵宏3、古賀　政利4、 
森田　奈緒美5、島原　佑介2、西村　邦宏3、飯原　弘二1

 SS-O32-8 Dual Energy CTを用いた頚動脈プラークイメージングの試み
Carotid artery plaque imaging with Dual Energy CT

福井大学 医学部 脳脊髄神経外科

常俊　顕三、荒井　大志、多田　愛弓、山田　真輔、根石　拡行、磯崎　誠、有島　英孝、
小寺　俊昭、北井　隆平、菊田　健一郎

ランチョンセミナー16（LS16） 12:10-13:10

脳梗塞治療の最前線
Future perspective in cerebral infarction

座長：宝金　清博（北海道大学 脳神経外科）
Kiyohiro Houkin ( Department of Neurosurgery Hokkaido University Graduate School of Medicine, 

Sapporo, Japan)

 LS16-1 Cell therapy for stroke
Department of Neurology, University of Texas Medical School, USA
S.I. Savitz

 LS16-2 高血圧と認知機能障害 －RA系ブロックよりRA系調節へ－
Hypertension and Cognitive Decline 
-New Paradigm Shift from RA System Blockade from Regulation-

愛媛大学大学院医学系研究科医学専攻 システムバイオロジー部門 
分子ネットワーク解析学講座 分子心血管生物・薬理学
Department of Molecular Cardiovascular Biology and Pharmacology, Ehime University Graduate 
School of Medicine, Ehime, Japan
堀内　正嗣
Masatsugu Horiuchi

共催：武田薬品工業株式会社

E会場 （松葉）
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一般口演（SS-O33） 13:30-14:30

疫学・病因3

座長：寺山　靖夫（岩手医科大学 内科学講座（神経内科・老年科分野））

 SS-O33-1 長野県上小地域における急性期脳卒中患者データベース構築に関する研究
Stroke registry study for stroke database in Jyosho Area, Nagano Prefecture

国立病院機構信州上田医療センター 脳神経外科

酒井　圭一、東山　史子、山本　泰永、大屋　房一、大澤　道彦

 SS-O33-2 急性期脳血管障害患者における血管内皮細胞障害の検討  
－病型別の解析と睡眠時呼吸障害との関連－
An analysis of vascular endothelial dysfunction in patients with acute cerebrovascular 
disorders
1NHO 舞鶴医療センター 臨床研究部 、2NHO 舞鶴医療センター 神経内科

吉岡　亮1、大道　卓摩2、安田　怜2、結城　奈津子2

 SS-O33-3 脳卒中入院治療中の再発例の検討
Stroke recurrence during hospitalization.
1東京都保健医療公社 大久保病院 脳卒中センター 脳神経外科、 
2東京都保健医療公社 大久保病院 脳卒中センター 神経内科

及川　明博1、武田　直人1、佐々木　久里1、堤　由紀子2、白井　優香2

 SS-O33-4 虚血性脳血管障害におけるEPA/AA比に関与する因子の検討
Ratio of  serum eicosapentaenoic asid to arachidonic asid and the incidence of cerebral 
infarction

東京女子医科大学 東医療センター 内科（神経内科）

鈴木　ひろみ

 SS-O33-5 COX-2遺伝子多型が心血管イベントにおよぼす影響について
The impact of COX-2 polymorphism on cardiovascular events
1大阪大学医学部附属病院 神経内科・脳卒中科（脳卒中センター）、2大阪大学大学院 神経内科学 

古門　成隆1、岡崎　周平1、松本　真林1、三輪　佳織1、坂口　学1、望月　秀樹2、 
北川　一夫2

 SS-O33-6 担癌患者における脳梗塞の発症リスクについての検討
Investigation for risk factors of ischemic stroke among cancer patients

京都府立医科大学 神経内科

森井　芙貴子、藤並　潤、笠井　高士、中川　正法

E会場 （松葉）



STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－

一般口演（SS-O34） 14:30-15:40

危険因子3

座長：岡本　幸市（群馬大学大学院医学系研究科 脳神経内科学）

 SS-O34-1 脳梗塞予防と治療の経年変化に関する検討－脳卒中データベースを用いて－
Long term changes in prevention and treatment of ischemic stroke studied using the stroke 
database

島根大学 医学部 神経内科

高吉　宏幸、中川　知憲、青山　淳夫、石原　正樹、三瀧　真悟、山口　拓也、 
小黒　浩明、山口　修平、小林　祥泰

 SS-O34-2 MARS解析報告－microbleedsと再発脳卒中に関する多施設共同の前向きコホート研究
Prospective multicenter cohort study on the microbleeds-associated recurrent stroke (MARS)
1国立病院機構 熊本医療センター 脳神経外科、2国立病院機構 熊本医療センター 神経内科、 
3国立病院機構傘下43施設 脳神経外科／神経内科 

大塚　忠弘1、吉里　公夫1、田北　智裕2、MARS研究グループ3

 SS-O34-3 片側椎骨動脈閉塞例における脳幹梗塞 －両側開存例との比較－
Brainstem infarction in patients with unilateral vertebral artery occlusion

財団法人 倉敷中央病院 脳神経外科 脳卒中科

下　大輔、定政　信猛、黒山　貴弘、西　秀久、福井　伸行、黒崎　義隆、小柳　正臣、 
沈　正樹、半田　明、山形　専

 SS-O34-4 高齢者脳梗塞後脳浮腫における頭蓋内圧緩衝作用
Influence of brain atrophy for brain edema following MCA infarction  in elderly 
patient;Evaluation of prognosis factor
1日本大学 医学部 脳神経外科、2日本大学 工学部 電気電子工学科

中村　秀1、横瀬　憲明1、大高　稔晴1、星野　達哉1、藤原　徳生1、村田　佳宏1、 
平山　晃康1、酒谷　薫1,2、吉野　篤緒1、片山　容一1

 SS-O34-5 本邦における脳静脈洞血栓症：遺伝的背景に関する検討
Clinical features and underlying causes of cerebral venous thrombosis in Japanese patients
1三重大学 医学部 神経内科、2三重大学 血栓症・止血異常症診療センター

新堂　晃大1、和田　英夫2、朝日　理1、伊井　裕一郎1、冨本　秀和1

 SS-O34-6 糖尿病（DM）における脳幹梗塞の好発部位と臨床症状
Lesion topography and clinical symptoms of brainstem infarction in diabetes mellitus
1昭和大学藤が丘病院脳神経内科、2昭和大学医学部内科学講座神経内科学部門

市川　博雄1、大中　洋平1、清水　裕樹1、板谷　一宏1、杉江　正行1、神谷　雄己1、 
正木　久嗣1、河村　満2

 SS-O34-7 抗血小板薬内服中に発症した脳内出血患者の臨床的特徴 
－低体重が危険因子の可能性あり－
Clinical characteristics of intracerebral hemorrhage (ICH) with prior oral antiplatelet therapy 
(OAT) -Low bady weight may be one of the risk factors for ICH with OAT-

川崎医科大学 脳卒中医学

山下　眞史、呉屋　よしの、坂井　健一郎、青木　淳哉、佐治　直樹、植村　順一、 
松本　典子、芝崎　謙作、井上　剛、木村　和美

E会場 （松葉）
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一般口演（SS-O35） 15:40-16:50

危険因子4

座長：卜部　貴夫（順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科）

 SS-O35-1 ワルファリン服用患者において、HAS-BLED scoreは脳出血拡大・転帰不良の 
予測因子となる
The HAS-BLED score of the patients taking warfarin become the predictive factor of the 
cerebral hemorrhage expansion and of the poor outcome
1熊本市民病院 脳神経外科、2熊本大学附属病院 脳神経外科

田尻　征治1、高田　明1、倉津　純一2

 SS-O35-2 血清尿酸値と脳梗塞急性期の運動機能との関連性の検討
Relevance of serum uric acid levels and the motor function of acute cerebral infarction

鳥取大学 医学部 脳神経内科学分野

河瀬　真也、古和　久典、瀧川　洋史、和田　健二、中島　健二

 SS-O35-3 アルブミン尿は急性期虚血性脳卒中における短期の転帰不良と関連する
Albuminuria is associated with short-term poor outcome in patients with acute ischemic 
stroke
1中部ろうさい病院 神経内科、2中部ろうさい病院 予防医療センター、3名古屋大学医学部 神経内科

梅村　敏隆1、深見　祐樹1、亀山　隆1、河村　孝彦2、祖父江　元3

 SS-O35-4 エイコサペンタエン酸/アラキドン酸比は頭蓋内脳動脈狭窄の独立した危険因子である
Ratio of eicosapentaenoic acid versus arachidonic acid is an independennt risk factor of 
intracranial cerebral artery stenosis
1公立甲賀病院 内科、2公立甲賀病院 脳神経外科

小河　秀郎1、中島　敦史1、小橋　修平1、渡邊　一良2、布施　郁子2

 SS-O35-5 非弁膜症性心房細動症例の血漿D-dimer値と脳梗塞体積および予後についての検討
The associations with plasma D-dimer level, infarction volume and clinical outcome in 
cerebral infarction patients with nonvalvular atrial fibrillation
1大阪大学 医学部 附属病院 神経内科脳卒中科、2独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

松本　真林1、坂口　学1、八木田　佳樹1、岡崎　周平1、三輪　佳織1、古門　成隆1、 
多賀谷　昌史2、恵谷　秀紀2、望月　秀樹1、北川　一夫1

 SS-O35-6 地域在住の住民における潜在性脳梗塞に関与する慢性腎臓病　The Sefuri Brain MRI 
Study
Silent brain infarction in chronic kidney disease: The Sefuri Brain MRI Study
1国立病院機構 肥前精神医療センター 臨床研究部、2埼玉医科大学 国際医療センター 画像診断科

八尾　博史1、高島　由紀1、橋本　学1、内野　晃2、杠　岳文1

 SS-O35-7 心臓血管手術後周術期脳血管障害のリスクと特徴
Risk of stroke after cardiac surgery
1済生会横浜市東部病院 脳神経センター 脳血管・神経内科、2済生会横浜市東部病院 心臓血管外科

丸山　淳子1、小倉　直子1、後藤　淳1、笠井　陽介1、長島　康洋1、大澤　慶成1、 
村松　和浩1、根本　淳1,2、伊藤　努2、丸山　路之1

E会場 （松葉）
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イブニングセミナー4（ES4） 18:00-19:00

脳卒中予防対策のNew Horizon 
New Horizons for Stroke Prevention Strategy

座長：小林　祥泰（島根大学）
Shotai Kobayashi (Shimane University)

 ES4 広島大学大学院 脳神経内科学
Department of Clinical Neuroscience and Therapeutics, Hiroshima University
松本　昌泰
Masayasu Matsumoto

共催：持田製薬株式会社 / 味の素製薬株式会社

E会場 （松葉）
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一般口演（SS-O36） 08:30-09:30

疫学・予後1

座長：永山　正雄（国際医療福祉大学熱海病院 神経内科）

 SS-O36-1 注意を要するStroke Mimic（1）－脱髄疾患－
Confusing stroke mimics (1) Demyelination.
1星ヶ丘厚生年金病院 脳卒中センター 脳卒中内科、2星ヶ丘厚生年金病院 脳卒中センター 脳神経内科、
3星ヶ丘厚生年金病院 脳卒中センター 脳血管内治療科、 
4星ヶ丘厚生年金病院 脳卒中センター リハビリテーション科、 
5星ヶ丘厚生年金病院 脳卒中センター 脳神経外科

吉川　健治1,2、田中　真希子1、杉浦　史郎1,3、清水　義臣1、高橋　務1、伊藤　泰司1,4、 
福永　隆三1、本田　雄二5、早崎　浩司3,5、森川　和要5

 SS-O36-2 脳梗塞患者の入院日数と転帰に影響する因子の検討
Analysis of the factors contributing to the hospitalization and the outcome of the patients 
with ischemic stroke at Hirosaki Stroke and Rehabilitation Center
1弘前大学 循環器内科、2弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

鈴木　晃子1、富田　泰史1、目時　典文2、萩井　譲士2、人見　博康2、鎌田　孝篤2、 
長内　智宏1、保嶋　実2、奥村　謙1

 SS-O36-3 脳梗塞における予後不良因子の検討－山形県脳卒中登録事業12年間のデータから－
The factors of poor prognosis in cerebral infarction analyzed by data from Yamagata Society 
on Treatment for Cerebral Stroke 
1山形大学 医学部 脳神経外科、2山形市立病院済生館 脳卒中センター

小久保　安昭1、板垣　寛1、山田　裕樹1、加藤　直樹1、佐藤　慎哉1、嘉山　孝正1、 
近藤　礼2

 SS-O36-4 心房細動を有する急性期脳梗塞の神経症状増悪因子
Neurological deterioration in acute ischemic stroke with atrial fibrillation
1製鉄記念八幡病院 脳卒中センター、2九州大学大学院医学研究院病態機能内科学

陣内　重郎1、藤本　茂1、杉本　宏2、賣豆紀　智美1、松木　孝之1、石束　隆男1、 
北園　孝成2

 SS-O36-5 救急外来受診患者における抗血栓薬
Oral antithrombotic agents in emergency department
1神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター、 
2神戸市立医療センター中央市民病院 脳卒中センター

渥美　生弘1、神谷　侑画1、山本　司郎2、藤堂　謙一2、坂井　信幸2

 SS-O36-6 Ankle brachial indexと脳梗塞急性期の症状増悪との関連
Ankle brachial index and neurological deterioration in acute ischemic stroke
1東京女子医科大学 医学部 神経内科、2東京女子医科大学 総合研究所 研究部

石塚　健太郎1、星野　岳郎1、清水　悟2、内山　真一郎1

F会場 （瑞光）
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一般口演（SS-O37） 09:30-10:50

疫学・予後2

座長：清原　裕（九州大学大学院医学研究院 基礎医学部門 社会環境医学講座環境医学分野）

 SS-O37-1 急性期脳梗塞とABI・baPWVに関する病型ごとの検討
Association of type of acute cerebral infarction with ankle-brachial index and brachial-ankle 
Pulse Wave Velocity
1国立病院機構 横浜医療センター 神経内科、2横浜市立大学附属病院 神経内科

菅原　恵梨子1、齊藤　麻美1、岡本　光生1、高橋　竜哉1、鈴木　ゆめ2

 SS-O37-2 DICに移行するhigh risk Trousseau症候群
High risk Trousseau syndrome to accompany DIC

県立がんセンター新潟病院 脳神経外科

高橋　英明

 SS-O37-3 急性期抗凝固・血栓療法に伴う出血性脳梗塞の予知因子 
－T2*強調画像における脳微小出血の意義について－
Predictors for hemorrhagic transformation of acute ischemic stroke-Significance of cerebral 
microbleeds on gradient-echo T2*-weighted sequences-

東海大学 医学部 神経内科

高橋　若生、森谷　祐介、植杉　剛、大貫　陽一、瀧澤　俊也

 SS-O37-4 急性期脳梗塞患者の日間血圧変動が予後に及ぼす病型別の影響について
Day-by-day variability in blood pressure and clinical outcome in different subtypes of acute 
ischemic stroke: the Fukuoka Stroke Registry
1久留米大学 心臓・血管内科、2九州大学大学院 病態機能内科学、 
3国立病院機構 福岡東医療センター 脳血管・神経センター

福田　賢治1、甲斐　久史1、鴨打　正浩2、石束　光司2、姉川　敬裕1、岩元　美子1、 
中根　博3、今泉　勉1、北園　孝成2

 SS-O37-5 大阪市湾岸地域における虚血性脳卒中：危険因子から見たアテローム血栓性脳梗塞の特徴
Ischemic Stroke in the Bay Area of Metropolitan Osaka: Characteristics of Risk Factors in 
Atherothrombotic Cerebral Infarction
1多根総合病院 神経・脳卒中センター、2多根総合病院 リハビリテーション科、3大阪神経疾患研究所

邉見　名見子1、白石　翔一1、奥田　佳延1、仁木　均1、松崎　丞1、大岡　洋子1、 
杉山　慎太郎1、吉田　智子1、黒田　百合2、柳原　武彦1,3

 SS-O37-6 大阪市湾岸地域における虚血性脳卒中：危険因子から見た心原性脳塞栓症の特徴
Ischemic Stroke in the Bay Area of Metropolitan Osaka:Characteristics of Risk Factors in 
Cardioembolic Cerebral Infarction
1多根総合病院 神経・脳卒中センター、2大阪警察病院 神経内科、3大阪神経疾患研究所

杉山　慎太郎1、白石　翔一1、奥田　佳延1、仁木　均1、松崎　丞1、岩佐　直毅1、 
邉見　名見子1、吉田　智子1、岡崎　知子2、柳原　武彦1,3

 SS-O37-7 内頸動脈閉塞による急性期脳梗塞の症状増悪に関する検討
Prediction of neurological deterioration in acute ischemic stroke with internal carotid artery 
occlusion
1国立循環器病研究センター 脳血管内科、2国立循環器病研究センター 脳神経内科

黒沼　由香1、山上　宏2、河野　友裕2、豊田　一則1、長束　一行2

F会場 （瑞光）
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 SS-O37-8 当院における閉塞性脳血管障害の実態 －2011年9月から2012年8月までの1年の調査－
Present situation of ischemic stroke in our hospital-research of one year:  
from September in 2011 to August in 2012-
1市立砺波総合病院 脳神経外科、2富山大学医学部 脳神経外科

梅村　公子1、増岡　徹1、鳥越　恵一朗1、伊東　正太郎1、桑山　直也2、黒田　敏2

一般口演（SS-O38） 10:50-12:00

症候学
座長：辻　省次（東京大学医学部 神経内科）

 SS-O38-1 脳血管障害例における非痙攣性てんかん重積状態の実態と臨床像
Nonconvulsive status epilepticus in cerebrovascular diseases

国際医療福祉大学熱海病院 神経内科

北川　恒実、永山　正雄、梁　成勲、塩澤　全司

 SS-O38-2 左室補助人工心臓装着患者における脳卒中
Stroke in Left Ventricular Assist Device-implanted patients
1東京大学 医学部 脳神経外科、2東京大学 医学部 心臓外科

清藤　哲史1、花北　俊哉1、井林　賢志1、中冨　浩文1、斉藤　延人1、小野　稔2、 
許　俊鋭2、木下　修2、西村　隆2、木下　光利2

 SS-O38-3 妊娠・産褥期のRPLSおよびRCVSの臨床的・画像的特徴
Clinical and radiologic characteristics in RPLS/RCVS at pregnant and postpartum stage

トヨタ記念病院 脳卒中センター 神経内科

伊藤　泰広、小倉　礼、今井　和憲、中井　紀嘉、西田　卓、安田　武司

 SS-O38-4 Sensory stroke患者のsmooth pursuit eye movement
Smoot pursuit eye movements in sensory stroke patients

平塚共済病院 脳卒中センター

城倉　健、川端　雄一、山本　良央、中江　啓晴、中村　大志、小島　昭雄、竹本　安範

 SS-O38-5 定量的脳波解析を用いた頸動脈狭窄症による軽度認知障害と正常者との識別
Discrimination of vascular cognitive impairment with carotid stenosis from normal control 
using a quantiative EEG analysis
1富山県済生会富山病院 脳卒中センター 脳神経外科、2（株）脳機能研究所、 
3富山大学医学部脳神経外科、4日本光電工業株式会社、5筑波大学臨床医学系精神医学

柴田　孝1、武者　利光2、久保　道也1、堀江　幸男1、桑山　直也3、黒田　敏3、今城　郁4、
田中　美枝子2、松崎　晴康2、朝田　隆5

 SS-O38-6 急性期脳卒中におけるテント上病巣部位と嚥下障害についての検討
Supuratentorial lesions of acute stroke associated with swallowing disorders
1日本大学 医学部 脳神経外科学系 神経外科学分野、2川口市立医療センター 脳神経外科、 
3相模原協同病院 脳血管内治療科

高田　能行1,2、角　光一郎1,2、佐藤　祥史1,2、須磨　健1、古市　眞2、渋谷　肇3、 
吉野　篤緒1、片山　容一1

F会場 （瑞光）
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 SS-O38-7 脳血管性尿失禁のウロダイナミクスによる検討 －アルツハイマー病との比較
Urodynamic analysis of vascular incontinence with a comparison to Alzheimer's disease
1東邦大学 医療センター 佐倉病院 神経内科、2東邦大学 医療センター 佐倉病院 脳神経外科、 
3東邦大学 医療センター 佐倉病院 放射線科

榊原　隆次1、舘野　冬樹1、露崎　洋平1、岸　雅彦1、尾形　剛1、長尾　建樹2、 
寺田　一志3

ランチョンセミナー17（LS17） 12:10-13:10

脳動脈瘤に対する正確なアプローチと血行再建 
Accurate Approach and Vascular Reconstruction for Cerebral Aneurysm

座長：川原　信隆（横浜市立大学大学院医学研究科 脳神経外科学）
Nobutaka Kawahara ( Department of Neurosurgery, Graduate School of Medicine, Yokohama City 

University)

 LS17 社会医療法人 禎心会病院 脳卒中センター
Stroke Center, Department of Neurosurgery, Teishinkai Hospital
谷川　緑野
Rokuya Tanikawa

共催：株式会社ナカニシ

一般口演（SS-O39） 13:30-14:42

リハビリテーション1

座長：森　悦朗（東北大学大学院医学系研究科 高次機能障害学）

 SS-O39-1 重度片麻痺患者に対する歩行支援ロボットの前向き無作為比較試験
A randomized control trial of Gait-Assitance Robot training for the severe hemiplegic 
patients
1産業医科大学 医学部 リハビリテーション医学講座、2産業医科大学若松病院リハビリテーション科

越智　光宏1、蜂須賀　明子1、高橋　真紀1、和田　太1、佐伯　覚2、蜂須賀　研二1

 SS-O39-2 慢性期重度片麻痺患者におけるBrain-computer interfaceを用いた上肢訓練の効果
The effects of the Brain-computer interface training on upper extremity function among 
patients with severe hemiparetic stroke
1慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室、2慶應義塾大学 理工学部 生命情報学科、 
3慶應義塾大学大学院 基礎理工学、4慶應義塾大学病院 リハビリテーション科

西本　敦子1、藤原　俊之1、牛場　潤一1,2、鎌谷　大樹1、川上　途行1、前田　剛3、 
阿部　薫4、木村　彰男1、里宇　明元1

 SS-O39-3 脳卒中片麻痺患者におけるHANDS therapyによる上肢機能改善と皮質内抑制・ 
脊髄相反性抑制の変化
HANDS therapy improves upper extremity motor function and modulates spinal and 
cortical interneuron among patients with chronic stroke
1慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室、2慶應義塾大学病院 リハビリテーション科

藤原　俊之1、川上　途行1、西本　敦子1、阿部　薫2、補永　薫1、大高　洋平1、 
辻　哲也1、木村　彰男1、里宇　明元1

F会場 （瑞光）
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 SS-O39-4 脳白質病変は右大脳半球梗塞患者の左半側空間無視の回復に関与する
Cerebral white matter lesions may be associated with an improvement of unilateral spatial 
neglect in ischemic stroke patients
1順天堂大学医学部附属浦安病院 リハビリテーション科、2順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科、
3順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Koeder 鎌倉　千紗子1、上野　祐司2、酒井　譲1、林　明人1、服部　信孝3、卜部　貴夫2

 SS-O39-5 脳損傷後の片麻痺歩行に対するビデオ画像解析を用いた臨床的歩行分類の妥当性について
The validity of new clinical gait classification using video images for hemiplegic gait
1京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学専攻、2京都大学医学部付属病院 リハビリテーション部

大畑　光司1、澁田　紗央理2、北谷　亮輔1、橋口　優1、山上　菜月1

 SS-O39-6 片麻痺歩行における遊脚相の運動方略の違いが初期接地に及ぼす影響
Effect of movement strategy of the swing phase in hemiplegic gait has on the initial contact

誠愛リハビリテーション病院

大田　瑞穂、長田　悠路、田邉　紗織、渕　雅子、井林　雪郎

 SS-O39-7 慢性期重度片麻痺上肢に対する新たな治療戦略の試み
New treatment strategy in patients with chronic stroke
1慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室、2慶應義塾大学病院 リハビリテーション科、 
3慶應義塾大学 理工学部 生命情報学科

川上　途行1、藤原　俊之1、深川　遥2、倉澤　友子2、西本　敦子1、阿部　薫2、 
大高　洋平1、辻　哲也1、牛場　潤一3、里宇　明元1

 SS-O39-8 急性期脳卒中患者における嚥下障害の予後予測因子
The predict factors of prognosis of dysphagia in acute phase stroke patients
1三思会 東名厚木病院 摂食嚥下療法部、2東名厚木病院 リハビリテーション科、 
3東名厚木病院 脳神経外科

小山　珠美1、黄金井　裕2、芳村　直美1、鬼塚　圭一郎1、西尾　陽一3

一般口演（SS-O40） 14:42-15:54

リハビリテーション2

座長：蜂須賀　研二（産業医科大学 リハビリテーション医学講座）

 SS-O40-1 皮質微小梗塞は認知機能を低下させる
Cortical microinfarcts worsens cognitive function
1三重大学 医学部附属病院 リハビリテーション部、2三重大学 大学院 医学系研究科 神経病態内科学、
3三重大学 大学院 医学系研究科 認知症医療学、4三重大学 医学部附属病院 神経内科、 
5三重大学 医学部附属病院 放射線診断科

上田　有紀人1,3、佐藤　正之3、田部井　賢一3、木田　博隆3、伊井　裕一郎4、前田　正幸5、
冨本　秀和2,3

F会場 （瑞光）
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 SS-O40-2 脳卒中片麻痺患者におけるNKO歩行と平行棒内長下肢装具歩行での理学療法士の 
負担量の比較
Comparison of physical therapists' burden in the NKO walking and the Knee-Ankle-Foot 
Orthosis walking with parallel bar among patients with hemiplegia after stroke
1労働者健康福祉機構 長崎労災病院 中央リハビリテーション部、 
2労働者健康福祉機構 長崎労災病院 脳神経外科

平山　大輔1、梶川　大輔1、本田　泰丈1、大江　幸子1、野見山　拓也1、島崎　功一1、 
三原　和行1、横山　博明2

 SS-O40-3 脳卒中片麻痺患者の歩行機能に対する5%フェノールを用いた筋内神経ブロックの効果
Gait improvement induced with 5% phenol motor point block among patients with 
hemiparetic stroke
1国立病院機構 村山医療センター、2慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室、 
3東京湾岸リハビリテーション病院

宇内　景1,2、補永　薫2,3、藤原　俊之2、川上　途行2、辻　哲也2、里宇　明元2

 SS-O40-4 急性期脳卒中患者における退院転帰に影響する因子
Factors Affecting Discharge Destination in patients with Acute Stroke Patients
1製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部、2製鉄記念八幡病院 脳卒中・神経センター

岩松　希美1、小柳　靖裕1、山内　康太1、熊谷　謙一1、鈴木　聡2

 SS-O40-5 片麻痺患者における起立動作時の上下肢連合反応が歩き始め動作に及ぼす影響
The influences of sit-to-stand motion with associated reaction on gait initiation after stroke

誠愛リハビリテーション病院

長田　悠路、大田　瑞穂、渕　雅子、井林　雪郎

 SS-O40-6 脳卒中患者における部分免荷量の違いによる立位姿勢の変化について
Change of standing posture by the difference in partial-weight-bearing in the stroke patient
1社会医療法人 杏稜会 一宮西病院 リハビリテーション科、 
2社会医療法人 杏稜会 一宮西病院 脳神経外科

牧本　卓也1、田中　和彦1、平木　淳1、小倉　清孝1、芝本　和則2

 SS-O40-7 ロボットスーツHALを用いたリハビリテーションで失調に伴う歩行障害が劇的に改善
した2症例
Two cases with ataxic gait disorder improved dramatically by using a robot suit HAL
1福岡大学 医学部 脳神経外科 、2福岡大学 医学部 リハビリテーション科

浜田　緒美1、緒方　利安1、福田　宏幸2、野中　将1、岩朝　光利1、上羽　哲也1、 
東　登志夫1、塩田　悦二2、井上　亨1

 SS-O40-8 重度片麻痺症例における長下肢装具カットダウンの関連因子
The related factors of conversion from knee ankle foot orthosis to ankle foot orthosis in 
patients with hemiplegia
1製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部、2脳卒中・神経センター

山内　康太1、小柳　靖裕1、岩松　希美1、熊谷　謙一1、藤本　茂2、鈴木　聡2

F会場 （瑞光）
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一般口演（SS-O41） 15:54-17:06

リハビリテーション3

座長：里宇　明元（慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室）

 SS-O41-1 脳卒中後抑うつ・意欲低下（アパシー）と高次脳機能障害の責任病変の解析
Neuroanatomical pathways associated with post-stroke depression/apathy and attention 
deficit
1広島市立安佐市民病院 脳神経外科、2日比野病院 脳神経外科、3広島大学大学院精神神経医科学、 
4島根大学医学部内科学講座内科学第三、5広島大学大学院医歯薬学保健学研究院脳神経外科学

村上　太郎1、濱　聖司2、山下　英尚3、小野田　慶一4、小林　益樹2、金澤　潤一2、 
日比野　誠一郎2、川本　行彦1、山脇　成人3、栗栖　薫5

 SS-O41-2 脳卒中片麻痺10症例に対するA型ボツリヌス毒素注入の試み
Botulinum toxin type-A injection trial for our 10 cases with post-stroke hemiplegia
1広島大学病院 リハビリテーション科、2広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部

永冨　彰仁1、山根　直哉2

 SS-O41-3 脳卒中後の上肢痙縮・下肢痙縮に対するボツリヌス療法と筋硬度計を用いた客観的評価
Evaluation of effects of Botulinum toxin type A injections in post-stroke patients with upper 
and lower limbs spasticity measured by a tissue hardness meter

琵琶湖中央病院 神経内科

片山　由理

 SS-O41-4 急性期脳卒中患者における退院時歩行能力の予測因子
Prognostic factors for ambulation at the time of acute hospital discharge in the acute phase 
after stroke
1製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部、2製鉄記念八幡病院 脳卒中・神経センター

熊谷　謙一1、山内　康太1、岩松　希美1、小柳　靖裕1、藤本　茂2、鈴木　聡2

 SS-O41-5 脳卒中地域連携パスを用いたFIMによる歩行自立度の予測
Prediction of Gait lndependence with FIM on the Liaison Critical Pathway for Stroke
1福井県済生会病院 脳卒中センター リハビリテーション部門、 
2福井県済生会病院 リハビリテーション科、3福井県済生会病院 脳卒中センター 神経内科、 
4福井県済生会病院 脳卒中センター 脳神経外科

竹原　康浩1、寺坂　晋作1、土橋　仁1、青竹　康雄2、林　浩嗣3、向井　裕修4、 
高畠　靖志4、宇野　英一4

 SS-O41-6 年齢層別アウトカム分析による回復期リハビリ病院のプロファイリング 
－地域連携パスの解析を通して－
Profiling of recovery rehabilitation hospitals by age-specific outcomes analysis  
-through analysis of our regional cooperative clinical path for strokes by SCONE-
1岡崎市民病院 医療技術局 リハビリテーション室、2岡崎市民病院 脳神経内科、 
3岡崎市民病院 地域医療連携室

眞河　一裕1、小田　知矢1,3、小林　靖2,3、松尾　幸治2、馬渕　直紀2、梅村　敬治郎2、 
小林　洋介2

F会場 （瑞光）
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 SS-O41-7 当院における急性期脳梗塞患者の早期離床の現状
Early ambulation after ischemic stroke onset
1済生会熊本病院 リハビリテーション部 、2済生会熊本病院 神経内科

浦川　隆司1、山田　浩二1、満山　照人1、後藤　啓士郎1、河野　浩之2、米原　敏郎1,2

 SS-O41-8 回復期リハビリテーションでのADL項目難易度経時変化
Change of difficulty order of ADL items in Kaifukuki (subacute) rehabilitation

藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

園田　茂、渡邉　誠、奥山　夕子、岡本　さやか、岡崎　英人

イブニングセミナー5（ES5） 18:00-19:10

妊娠分娩と脳卒中：妊産婦における神経合併症の管理 
Pregnancy / Childbirth and Stroke - Management of neurological complication in pregnant and 
nursing mothers

座長：宮本　享（京都大学大学院医学研究科 脳神経外科学）
Susumu Miyamoto (Department of Neurosurgery, Kyoto University Graduate School of Medicine)

　　　井上　亨（福岡大学医学部 脳神経外科）
Toru Inoue (Department of Neurosurgery,  School of Medicine, Fukuoka University)

 ES5-1 出血性疾患の合併妊娠（脳動脈瘤/AVM/もやもや病）
Pregnancy complicating hemorrhagic diseases (cerebral aneurysm/AVM/Moyamoya disease)

国立循環器病研究センター 脳神経外科
Department of  Neurosurgery, National Cerebral and Cardiovascular Center
片岡　大治
Hiroharu Kataoka

 ES5-2 妊娠分娩と急性期脳虚血：rt-PA/抗血栓療法
Pregnancy/childbirth and acute cerebral ischemia: rt-PA and antithrombotic therapies

大分大学医学部総合内科学第三講座
Department of Neurology and Neuromuscular Disorders, Oita University Faculty of Medicine
平野　照之
Teruyuki Hirano

 ES5-3 RPLSおよびRCVS
RPLS and RCVS

トヨタ記念病院脳卒中センター 神経内科
Department of Neurology, Stroke Center, TOYOTA Memorial Hospital
伊藤　泰広
Yasuhiro Ito

 ES5-4 妊娠・出産とてんかん発作の管理
Pregnancy/childbirth and Epileptic seizures management

京都大学大学院医学研究科臨床神経学
Department of Neurology, Kyoto University Graduate School of Medicine
池田　昭夫
Akio Ikeda

共催：大塚製薬株式会社 / ユーシービージャパン株式会社

F会場 （瑞光）
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一般口演（SCS-O20） 08:30-09:30

CEA　手技
座長：間瀬　光人（名古屋市立大学 脳神経外科）

 SCS-O20-1 選択的内シャント使用による頸動脈内膜剥離術（CEA）－125例の検討－
Carotid endarterectomy with selective shunt - summary of 125 cases - 

虎の門病院 脳神経外科

原　貴行、金山　政作、新井　晋太郎、鈴木　海馬、高橋　慧

 SCS-O20-2 無症候性頚部内頸動脈狭窄症に対するCEAの治療成績 
～症候性病変におけるCEAとの比較検討～
Carotid endarterectomy in patients with asymptomatic carotid stenosis

愛媛大学大学院 脳神経病態外科学

渡邉　英昭、久門　良明、田川　雅彦、松本　調、鄭　菜里、尾崎　沙耶、大西　丘倫

 SCS-O20-3 急性期CEA（eCEA : emergency & early CEA）を行うための戦略、手技
Strategy & technique of eCEA (emergency & early CEA)

高知赤十字病院 脳神経外科

鈴江　淳彦、河野　威、山口　真司、泉谷　智彦

 SCS-O20-4 急性期CEA（頸動脈内膜剥離術）および超急性期CEAの成績を上げる我々の工夫
Our surgical device of acute and superacute CEA

高知赤十字病院 脳神経外科

河野　威、山口　真司、鈴江　淳彦、泉谷　智彦

 SCS-O20-5 高齢者頚部頚動脈狭窄症に対するCEA, CASの治療選択と長期治療成績
Selection of the treatment and long-term follow up of carotid endoarterectomy and carotid 
artery stenting for elderly patients with carotid stenosis

国立循環器病研究センター 脳神経外科

長久　功、片岡　大治、佐藤　徹、森田　健一、伊藤　要、小林　紀方、丸山　大輔、 
石井　大造、飯原　弘二

 SCS-O20-6 冠動脈疾患を有する頚部頸動脈狭窄症に対する外科治療
Carotid Endarterectomy and Carotid Artery Stenting for Extracranial Carotid Artery 
Stenosis with Coronary Artery Disease

国立循環器病研究センター 脳神経外科

丸山　大輔、片岡　大治、佐藤　徹、森田　健一、伊藤　要、小林　紀方、石井　大造、 
井手口　稔、金丸　英樹、飯原　弘二

G会場 （旭光）
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一般口演（SCS-O21） 09:30-10:30

CEA　工夫
座長：井上　亨（福岡大学医学部 脳神経外科）

 SCS-O21-1 頚動脈内膜剥離術（CEA）時のテストクランプにおけるSEPの変化と内シャント使用の
妥当性
Changes of SEP in test-clumping and reasonable usage of shunting during carotid 
endarterectomy

中村記念病院 脳神経外科 脳卒中センター

上山　憲司、村橋　威夫、佐藤　憲市、及川　光照、尾崎　義丸、遠藤　英樹、 
村元　恵美子、浅野目　卓、大里　俊明、中村　博彦

 SCS-O21-2 内膜剥離術における下肢SEPモニタリングの有用性
Significance of intraoperative monitoring of tibial nerve somatosensory evoked potentials 
during carotid endarterectomy
1将道会 総合南東北病院 脳神経外科、2将道会 総合南東北病院 臨床検査科

奥山　澄人1、西村　真実1、窪田　圭一1、平野　仁崇1、松島　忠夫1、水野　順一1、 
佐藤　正高2、渡邊　一夫1

 SCS-O21-3 頸動脈内膜剥離術（CEA）における内頚動脈露出前の血行遮断の提唱
CEA with early clamp of external/common carotid artery without shunt system to avoid 
cerebral embolic complication

大西脳神経外科病院 脳神経外科

兒玉　裕司、大西　英之、久我　純弘、高倉　周司、林　真人、福留　賢二、松島　健

 SCS-O21-4 CEA術後過灌流予測に関する近赤外線酸素モニターの有用性
Efficacy of Near-infrared spectroscopy in prediction of cerebral hyperperfusion after carotid 
endarterectomy

福岡大学医学部脳神経外科

原科　純一、安部　洋、福田　健治、大川　将和、武村　有祐、緒方　利安、岩朝　光利、
野中　将、東　登志夫、井上　亨

 SCS-O21-5 頸動脈内膜剥離術におけるICG ?VAG（Indocyanin greenVideo Angiography）の 
有効性について
Efficacy of Indocyanin green video angiography for Carotid Endarterectomy
1藤田保健衛生大学 脳神経外科、2知多市民病院

大枝　基樹1、井水　秀栄1、我那覇　司1、加藤　庸子1、長谷川　光広1、廣瀬　雄一1、 
小田　淳平2

 SCS-O21-6 頸動脈内膜剥離術における新生血管に着目したICG動注・静注の有用性
Evaluation of plaque localization and neovascularization using ICG in comparison with 
intravenous and intraarterial delivery-
1長崎大学 医学部 脳神経外科、2長崎大学 医学部 放射線科、3長崎大学 脳卒中センター

堀江　信貴1、森川　実2、福田　雄高1、福田　修二1、立石　洋平3、出雲　剛1、 
林　健太郎1、辻野　彰3、永田　泉1

G会場 （旭光）



STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－

一般口演（SCS-O22） 10:30-11:50

もやもや病1

座長：岡田　芳和（東京女子医科大学 脳神経外科）

　　　詠田　眞治（国立病院機構九州医療センター 脳神経外科）

 SCS-O22-1 もやもや病に対するEMSを基本とする前頭葉広範囲血行再建術の検証
The encephalo-myo-synangiosis (EMS) plays a pivotal role for wide range revascularization 
in moyamoya disease

東京大学 医学部 脳神経外科

今井　英明、宮脇　哲、斉藤　延人

 SCS-O22-2 乳幼児もやもや病に対する間接血行再建術の有効性と限界
Effectiveness and limit of indirect revascularization for infants with moyamoya disease

名古屋第二赤十字病院 脳神経外科

波多野　範和、川端　哲平、村岡　真輔、栗本　路弘、渡邉　督、小島　隆生、関　行雄

 SCS-O22-3 小児もやもや病のバイパス術後長期予後：遅発性脳血管イベント、成人後の社会的予後
及び脳血流解析
Long-term surgical outcome in children with moyamoya disease after reaching adulthood: 
late-onset cerebrovascular event, social prognosis, and follow-up analysis of cerebral blood 
flow
1京都大学医学部脳神経外科、2長崎大学医学部 脳神経外科

舟木　健史1、高橋　淳1、高木　康志1、吉田　和道1、荒木　芳生1、菊池　隆幸1、 
永田　泉2、宮本　享1

 SCS-O22-4 もやもや病周術期における神経症候と血行動態に関する検討
Perioperative neurological deterioration and hemodynamics in moyamoya disease

国立循環器病研究センター 脳神経外科

濱野　栄佳、片岡　大治、東野　芳史、森田　健一、森　久恵、佐藤　徹、飯原　弘二

 SCS-O22-5 もやもや病に対する血行再建術後合併症に関する検討
Complications after the revascularization surgery for moyamoya disease
1札幌麻生脳神経外科病院、2北海道大学 脳神経外科、3富山大学 脳神経外科

東海林　菊太郎1、数又　研2、黒田　敏3、中山　若樹2、齊藤　久泰2、新保　大輔2、 
栗栖　宏多2、齊藤　久寿1、宝金　清博2

 SCS-O22-6 60歳以上の高齢発症もやもや病に対する頭蓋外内バイパス術の治療成績
Outcome of STA-MCA anastomosis for elderly patients with moyamoya disease over the 
age of 60
1独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 脳神経外科、2広南病院 脳神経外科、 
3東北大学大学院医学系研究科 神経外科学分野

新妻　邦泰1、藤村　幹1、清水　宏明2、井上　敬2、木村　尚人1、江面　正幸1、 
上之原　広司1、冨永　悌二3

G会場 （旭光）
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 SCS-O22-7 成人もやもや病の現状と治療
Treatment of adult moyamoya patients
1東京医科歯科大学 脳神経外科、2東京都健康長寿医療センター 神経画像研究チーム

稲次　基希1,2、成相　直1,2、田中　洋次1、青柳　傑1、前原　健寿1、石渡　喜一2、 
石井　賢二2

 SCS-O22-8 もやもや病に対する直接血行再建術（double anaatomoses）の治療成績
Clinical outcomes of STA-MCA or STA-MCA, ACA double bypass for moyamoya desease 

東京女子医科大学脳神経センター 脳神経外科

岡田　芳和、山口　浩司、川島　明次、藍原　康雄

ランチョンセミナー18（LS18） 12:10-13:10

心原性脳梗塞発症抑止への期待 
心房細動はカテーテルアブレーションで根治できるか？－適応・手技・成績について－ 
Expectation of stroke prevention 
Curing AF with Catheter Ablation, Myth or Reality? Indication, procedure and clinical evidence

座長：片山　容一（日本大学医学部 脳神経外科学講座）
Yoichi Katayama (Department of Neurological Surgery, Nihon University School of Medicine)

 LS18 弘前大学大学院医学研究科 循環呼吸腎臓内科学講座
Cardiology Respiratory Medicine and Nephrology, Hirosaki University Graduate School of Medicine
奥村　謙
Ken Okumura

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 
メディカルカンパニー バイオセンスウェブスター事業部

一般口演（SCS-O23） 13:30-14:30

動脈瘤　血管内治療1

座長：吉村　紳一（岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経外科学分野）

 SCS-O23-1 当院における嚢状脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
A treatment results of coil embolization to cerebral aneurysm in showa university and 
rerated hospital
1昭和大学藤が丘病院 脳神経外科、2昭和大学横浜市北部病院、3昭和大学

松本　浩明1、桑島　淳氏1、中條　敬人1、河面　倫有1、今泉　陽一1、国井　紀彦1、 
泉山　仁1、池田　尚人2、水谷　徹2,3

 SCS-O23-2 破裂前交通動脈瘤に対する瘤内塞栓術
Endovascular coil embolization for acute ruptured anterior commnunicating artery aneurysm
1久留米大学 医学部 脳神経外科、2済生会八幡総合病院 脳神経外科、3大牟田市立総合病院 脳神経外科

広畑　優1、竹内　靖治1、折戸　公彦1、中村　普彦1、藤村　直子2、山下　伸3、 
森岡　基浩1

G会場 （旭光）
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 SCS-O23-3 前交通動脈瘤に対する血管内治療－われわれの工夫
Endovascular treatment of anterior communicating cerebral artery aneurysms

近畿大学 医学部 脳神経外科

中川　修宏、布川　知史、辻　潔、岩倉　倫裕、村上　沙織、真田　寧晧、久保田　尚、 
加藤　天美

 SCS-O23-4 脳動脈瘤塞栓術におけるremodeling balloonの多彩な役割と注意点
Technical considerations and pitfalls of balloon remodeling technique for coil embolization 
of intracranial aneurysms

埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

石原　正一郎、根木　宏明、上宮　奈穂子、掛樋　善昭、吉原　智之、石原　秀章、 
嶋口　英俊、神山　信也、山根　文孝

 SCS-O23-5 未破裂小型脳動脈瘤に対するアシストテクニック併用コイル塞栓術
Coiling of small sized unrupture intracranial aneurysms using adjunctive techniques
1立川綜合病院 循環器・脳血管センター 脳神経外科、2立川綜合病院 循環器・脳血管センター 神経内科

阿部　博史1、森田　幸太郎1、高野　弘基2

 SCS-O23-6 脳底動脈本幹動脈瘤に対する血管内治療の成績
Result of Endovascular Treatment for Basilar Trunk Aneurysms

名古屋大学 医学部 脳神経外科

浅井　琢美、宮地　茂、泉　孝嗣、松原　功明、山之内　高志、太田　圭祐、織田　惠子、
若林　俊彦

一般口演（SCS-O24） 14:30-15:30

動脈瘤　血管内治療2

座長：里見　淳一郎（徳島大学 脳神経外科）

 SCS-O24-1 脳血管攣縮に対する血管内治療に関する全国調査
The nationwide study on endovascular treatment for cerebral vasospasm
1長崎大学 医学部 脳神経外科、2神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科

林　健太郎1、平尾　朋仁1、堀江　信貴1、福田　修志1、出雲　剛1、坂井　信幸2、 
永田　泉1

 SCS-O24-2 椎骨動脈-後下小脳動脈分岐部嚢状動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
Endovascular coiling for saccular posterior inferior cerebellar artery aneurysms:  
feasibility, limitation and follow-up

国立病院機構 水戸医療センター 脳神経外科

山崎　友郷、園部　眞、加藤　徳之、粕谷　泰道、池田　剛、三木　俊一郎

 SCS-O24-3 急性期破裂動脈瘤に対するEnterprise VRDを用いた瘤内塞栓術におけるオザグレルの
有用性
Safety and efficacy of ozagrel in stent-assisted coil embolization of acutely ruptured 
aneurysms
1福岡大学 筑紫病院 脳神経外科、2福岡輝栄会病院、3北九州総合病院、4長崎北徳洲会病院

堤　正則1、伊香　稔1、溝上　泰一郎1、坂本　王哉1、相川　博1、風川　清1、新居　浩平2、
呉島　誠3、鬼塚　正成4

G会場 （旭光）
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 SCS-O24-4 脳神経症状を呈した脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績
Results of coil treatment of symptomatic unruptured cerebral aneurysms affecting the 
cranial nerves

富山大学 医学部 脳神経外科

高　正圭、桑山　直也、秋岡　直樹、柏崎　大奈、遠藤　俊郎、黒田　敏

 SCS-O24-5 仮性動脈瘤を付帯する破裂前交通動脈瘤に塞栓術を行った3例
Endovascular Treatment for ACoA aneurysm having Pseudoaneurysm: 3 Cases Report
1聖マリアンナ医科大学 医学部 脳神経外科 、2川崎市立多摩病院、 
3聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 脳神経外科 

伊藤　英道1、森嶋　啓之2、小野寺　英孝1、和久井　大輔3、田中　雄一郎1、橋本　卓雄1

 SCS-O24-6 脳動脈瘤塞栓術におけるFailed attempt症例の検討
Failed attempt cases of cerebral aneurysm coil embolization

独立行政法人 国立病院機構 水戸医療センター 脳神経外科

粕谷　泰道、園部　眞、三木　俊一郎、池田　剛、山崎　友郷、加藤　徳之、安田　貢

一般口演（SCS-O25） 15:30-16:40

動脈瘤　ステント併用
座長：石井　暁（京都大学医学部 脳神経外科）

 SCS-O25-1 治療困難な脳動脈瘤に対するステント支援下塞栓術の有用性
The efficacy of stent-assisted coiling for refractory aneurysms

名古屋大学 医学部 脳神経外科

泉　孝嗣、宮地　茂、松原　功明、浅井　琢美、山之内　高志、太田　圭祐、織田　惠子、
若林　俊彦

 SCS-O25-2 ステント支援下脳動脈瘤塞栓術の初期・中期治療成績
Initial and mid-term results of stent-assisted coil embolization of cerebral aneurysm

福井赤十字病院 脳神経外科

早瀬　睦、織田　雅、中村　威彦、寺田　行範、波多野　武人

 SCS-O25-3 Enterprise Vascular Reconstruction Deviceの使用経験
Experiences of embolization of cerebral aneurysms with Enterprise vascular reconstruction 
device

福岡大学 医学部 脳神経外科

東　登志夫、福田　健治、大川　将和、岩朝　光利、吉岡　努、井上　亨

 SCS-O25-4 EnterpriseVRD導入後未破裂脳底動脈先端部脳動脈瘤に対する脳血管内治療の治療成績
Clinical results of endovascular therapy for unruptured basilar tip aneurysms after 
Enterprise VRD

小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

福島　浩、中原　一郎、太田　剛史、上床　武史、占部　善清、石橋　良太、五味　正憲、
橋本　哲也、田中　悠二郎、宮田　悠

G会場 （旭光）
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 SCS-O25-5 VRD併用で治療した未破裂脳動脈瘤のmidterm angiographic results
Midterm angiographic results of unruptured aneurysms treated using VRD

藤田保健衛生大学 医学部 脳神経外科

定藤　章代、早川　基治、田中　鉄兵、渡部　剛也、安達　一英、伊藤　圭介、 
服部　夏樹、加藤　庸子、廣瀬　雄一

 SCS-O25-6 Enterprise VRD支援下脳動脈瘤コイル塞栓術の中期塞栓効果
Mid-term durability of the coil embolization assisted with Enterprise VRD
1新潟大学 脳研究所 脳神経外科、2桑名病院 脳神経外科

長谷川　仁1、伊藤　靖1、西野　和彦1、中里　真二2、渡邉　正人2、藤井　幸彦1

 SCS-O25-7 Enterprise併用脳動脈瘤塞栓術の初期・中期成績
Immediate and Mid-term outcome of Enterprise-assisted coil embolization for intracranial 
aneurysms

京都大学医学部脳神経外科

石井　暁、千原　英夫、菊池　隆幸、武信　洋平、安藤　充重、山尾　幸広、宮本　享

イブニングセミナー6（ES6） 18:00-19:10

エキスパートの失敗から学ぶテクニック
座長：鈴木　倫保（山口大学大学院医学研究科 脳神経外科）

Michiyasu Suzuki ( Department of Neurosurgery, Yamaguchi University Graduate School of Medicine)

 ES6-1 脳動脈瘤手術のPitfall 
Pitfall of Brain Aneurysm surgery

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 脳神経外科
Department of Surgical Neurology, Kameda Medical Center 
波出石　弘
Hiromu Hadeishi 

 ES6-2 Topics from Neurosurgical Institute in South Korea
Department of Neurosurgery, Soonchunhyang University Bucheon Hospital, South Korea
Bum-Tae Kim

 ES6-3 脳血管内治療のPitfall
Pitfall of endovascular treatment

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 脳血管内治療科
Endovascular Neurosurgery, Toranomon Hospital
松丸　祐司
Yuji Matsumaru

共催：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

G会場 （旭光）
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一般口演（CM-O03） 08:30-09:15

看護と介護3

座長：漆原　美穂（日本医科大学付属病院 看護部）

 CM-O03-1 脳梗塞急性期患者における早期経腸栄養の試み 
－栄養管理用フローチャート使用前後の比較－
Evaluation of the early enteral nutrition for the patients in acute cerebral infarction 
-Comparison before and after the use of the flow chart for nutritional management-

横浜総合病院 看護部 ICU病棟

若松　真美、斎木　奈美、工藤　みづえ

 CM-O03-2 頚動脈内膜剥離術後に生じる不安・不満に関する訴えについての網羅的看護記録検討
Comprehensive analysis of nursing record for anxiety in patients underwent carotid 
endarterectomy

小樽市立脳・循環器・こころの医療センター 脳神経外科

工藤　聖子、中村　昌恵、中村　亜衣、中嶋　亮一、新谷　好正、伊東　雅基、 
井戸坂　弘之、馬渕　正二

 CM-O03-3 急性期脳卒中に対する看護師主導の安静度プロトコール導入の試み
The introduction of nurse led bed up protocol for acute stroke patients
1聖マリアンナ医科大学 東横病院 脳卒中センター 看護部、 
2聖マリアンナ医科大学 東横病院 脳卒中センター 脳卒中科、 
3聖マリアンナ医科大学 東横病院 リハビリテーション室

牧田　麻子1、新谷　あずさ1、篠田　美香1、遠藤　弘司3、吉江　智秀2、高田　達郎2、 
植田　敏浩2

 CM-O03-4 脳出血発症前の高血圧症の治療状況と脳出血の重症度との関係についての調査
Is there any relation between severity of cerebral hemorrhage and prior antihypertensive 
therapy?

国立循環器病研究センター

多田　愛子、吉田　江里、木村　佳乃実、今井　美里、中村　幸子、苅山　有香、 
白井　智子、石上　晃子

 CM-O03-5 軽症脳梗塞患者に対する再発予防を目的とした自己管理教育の効果（RCT）
Effect of the self-management education to prevent the recurrence of mild cerebral infarction
1広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 成人看護開発学講座、2トヨタ記念病院 脳卒中センター 神経内科、
3トヨタ記念病院 地域医療連携室、4トヨタ記念病院 脳卒中センター 看護部、 
5名古屋市立大学大学院 医学研究科

福岡　泰子1、伊藤　泰広2、安田　武司2、吉村　麻美3、落合　直子3、冨田　佳代子4、 
前　千登世4、大森　豊緑5、森山　美知子1

H会場 （暁光）
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一般口演（CM-O04） 09:15-09:51

看護と介護4

座長：内田　陽子（群馬大学大学院保健学研究科 老年看護学）

 CM-O04-1 フードテストを用いた脳卒中患者の摂食・嚥下機能評価
Clinical evaluation for dysphagia in stroke patients using food tests
1埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーション科、 
2埼玉医科大学国際医療センター 神経内科・脳卒中内科

大沢　愛子1、前島　伸一郎1、棚橋　紀夫2

 CM-O04-2 段階的飲水試験による誤嚥の検出とpitfall
Two-stage water swallowing test: detection of aspiration and pitfall
1埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーション科、 
2埼玉医科大学国際医療センター 神経内科・脳卒中内科

前島　伸一郎1、大沢　愛子1、林　健2、棚橋　紀夫2

 CM-O04-3 脳卒中管理病床別にみた脳卒中患者に対する看護ケア実践状況の相違： 
急性期脳卒中看護実態全国調査より
Nurses' Practices of Care for Patients with Acute Stroke: Differences among Nursing Units
1京都光華女子大学健康科学部看護学科、2国立循環器病研究センター、3滋賀医科大学臨床看護学講座

荻田　美穂子1、森本　朱実2、一浦　嘉代子3、森野　亜弓3、小河　望3、園田　奈央3、 
宮松　直美3

 CM-O04-4 脳卒中地域連携クリニカルパスを用いた摂食嚥下機能の予後調査
Clinical outcome of swallowing disorder in stroke patients using liaison clinical pathway
1埼玉医科大学国際医療センター、2埼玉医科大学国際医療センター 神経内科・脳卒中内科

前島　伸一郎1、大沢　愛子1、林　健2、棚橋　紀夫2

H会場 （暁光）
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特別講演1（CM-SL1） 10:30-11:10

座長：徳田　禎久（全日本病院協会）
Sadahisa Tokuda (All Japan Hospital Association)

 CM-SL1 2025年問題における看護職の役割と展望
The role of nursing job and view in Year 2025 problem

前衆議院議員（元日本看護協会常任理事）
Former member of the House of Representatives
山崎　麻耶
Maya Yamazaki

特別講演2（CM-SL2） 11:10-11:50

座長：周藤　和美（日本医科大学付属病院 看護部）
Kazumi Shudo (Department of Nursing, Nippon Medical School Hospital)

 CM-SL2 超高齢社会は看護の時代
A super Aged society is an age of nursing

日本赤十字看護大学
The Japanese Red Cross College of Nursing
川嶋　みどり
Midori Kawashima

ランチョンセミナー19（LS19） 12:10-13:10

脳卒中予防のための不整脈のマネジメント 
Therapeutic management for Stroke Prevention in Arrhythmia

座長：片山　泰朗（日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野）
Yasuo Katayama ( Department of Neurological Science, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School)

 LS19 日本医科大学多摩永山病院 循環器内科学
Department of Internal Medicine, Nippon Medical School Tama-Nagayama Hospital
新　博次
Hirotsugu Atarashi

共催：第一三共株式会社

H会場 （暁光）
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教育講演5（EL-5） 13:30-14:00

座長：天野　隆弘（山王メディカルセンター）
Takahiro Amano (Sannou Medical Center)

 EL-5 急性期脳梗塞におけるMR所見
What acute stroke MRI can provide to us

新潟大学脳研究所 統合脳機能研究センター
Center for Integrated Human Brain Science. Brain Research Institute, Niigata University
五十嵐　博中
Hironaka Igarashi

教育講演6（EL-6） 14:00-14:30

座長：天野　隆弘（山王メディカルセンター）
Takahiro Amano (Sannou Medical Center)

 EL-6 脳卒中と脳循環代謝
Stroke and Cerebral blood flow and metabolism

独立行政法人国立循環器病研究センター 研究所寄付プロジェクト部門 脳卒中統合イメージングセンター
National Cerebral and Cardiovascular Center, Integrative Stroke Imaging Center
中川原　譲二
Jyoji Nakagawara

教育講演7（EL-7） 14:30-15:00

座長：江口　恒良（亀田総合病院）
Tsuneyoshi Eguchi (Kameda Medical Center Vice President)

 EL-7 特殊な脳卒中（1）頭蓋内動脈解離に対する血管内治療
Endovascular Therapy of Intracranial Artery Dissection

順天堂大学医学部 脳神経外科 脳神経血管内治療学講座
Department of Neurosurgery and Neuroendovascular Therapy, Juntendo University School of Medicine
大石　英則
Hidenori Oishi

H会場 （暁光）
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教育講演8（EL-8） 15:00-15:30

座長：江口　恒良（亀田総合病院）
Tsuneyoshi Eguchi (Kameda Medical Center Vice President)

 EL-8 特殊な脳卒中（2）脳静脈洞、脳静脈血栓症
Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis

国立循環器病研究センター 脳神経外科
National Cerebral and Cardiovascular Center
飯原　弘二
Koji Iihara

教育講演9（EL-9） 15:30-16:00

座長：内野　誠（城南病院）
Makoto Uchino (Jonan Hospital)

 EL-9 特殊な脳卒中（3）脳小血管病－臨床と分子病態のフロンティア
Frontier in understanding the cerebral small vessel disease

新潟大学脳研究所 生命科学リソース研究センター 分子神経疾患資源解析学
Department of Molecular Neuroscience, Brain Research Institute, Niigata University
小野寺　理
Osamu Onodera

教育講演10（EL-10） 16:00-16:30

座長：内野　誠（城南病院）
Makoto Uchino (Jonan Hospital)

 EL-10 特殊な脳卒中（4）脳アミロイドアンギオパチー
Cerebral amyloid angiopathy

金沢大学大学院 脳老化・神経病態学（神経内科学）
Department of Neurology and Neurobiology of Aging, Kanazawa University Graduate School of 
Medical Sciences
山田　正仁
Masahito Yamada

教育講演11（EL-11） 16:30-17:00

座長：宇髙　不可思（住友病院 神経内科）
Fukashi Udaka (Department of Neurology, Sumitomo Hospital)

 EL-11 特殊な脳卒中（5）見逃されやすい脳血管障害
Frequently overlooked cerebrovascular diseases; Cutting edge insights into  
patient-oriented research

国際医療福祉大学熱海病院 神経内科
Department of Neurology, International University of Health and Welfare Atami Hospital
永山　正雄
Masao Nagayama

H会場 （暁光）
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教育講演12（EL-12） 17:00-17:30

座長：宇髙　不可思（住友病院 神経内科）
Fukashi Udaka (Department of Neurology, Sumitomo Hospital)

 EL-12 特殊な脳卒中（6）若年性・遺伝性・その他の脳卒中
Uncommon Stroke: Juvenile, hereditary, or of other etiologies

大分大学医学部 総合内科学第三講座（神経内科）
Department of Neurology and Neuromuscular Disorders, Oita University Faculty of Medicine
平野　照之
Teruyuki Hirano

イブニングセミナー7（ES7） 18:00-19:10

脳外科手術における術中蛍光血管撮影の役割
座長：斉藤　延人（東京大学 脳神経外科）

Nobuhito Saito (Department of Neurosurgery, The University of Tokyo)

 ES7-1 脳血管障害の外科治療における蛍光血管撮影の有用性
The impact of the fluorescence videoangiography in the surgery for cerebrovascular 
diseases

山梨大学 脳神経外科
Department of Neurosurgery University of Yamanashi
木内　博之
Hiroyuki Kinouchi

 ES7-2 脳血管障害手術におけるICG videoangiography の応用と将来性
Evidence and Future Perspective of ICG videoangiography in Cerebrovascular Surgery

長崎大学 脳神経外科
Department of Neurosurgery Nagasaki University School of Medicine
堀江　信貴
Nobutaka Horie

共催：オリンパスメディカルシステムズ株式会社

H会場 （暁光）
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一般口演（SCS-O26） 08:30-09:30

急性期血行再建
座長：栗田　浩樹（埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科）

 SCS-O26-1 内頸動脈、中大脳動脈塞栓性閉塞に対する開頭脳塞栓摘出術
Surgical embolectomy for large vessel occlusion of anterior circulation

富士脳障害研究所附属病院 脳神経外科

井上　智弘、嶋田　勢二郎、佐藤　研隆、長谷川　洋敬、高畠　和彦、田村　晃、斎藤　勇

 SCS-O26-2 急性脳動脈再開通療法　Penumbra systemにおける初期治療成績
Primary care experience required with the penumbra system to acute cerebral infarction
1西湘病院 脳神経外科 、2杏林大学 脳神経外科

竹内　昌孝1、吉山　道貫1、富永　二郎1、小西　善史2

 SCS-O26-3 急性内頚動脈閉塞症に対する血行再建術の検討
Analysis of endovascular recanalization for acute internal carotid artery occlusion
1和歌山県立医科大学 脳神経外科、2和歌山労災病院 脳神経外科

増尾　修1、梅嵜　有砂1、八子　理恵1、平山　勝久1、松本　博之1、寺田　友昭2、 
中尾　直之1

 SCS-O26-4 T2* susceptibility vessel sign（SVS）陽性症例に対するmechanical thrombectomy
の有用性
Efficacy of mechanical thrombectomy for the patients exhibiting T2* susceptibility vessel 
sign on MRI
1川崎医科大学脳神経外科、2川崎医科大学附属病院脳卒中医学

松原　俊二1、井上　剛2、山下　眞史2、戸井　宏行1、桑山　一行1、宇野　昌明1、 
木村　和美2

 SCS-O26-5 急性脳底動脈および椎骨動脈閉塞に対する血管内再開通療法の成績
Clinical results of endovascular recanalization for acute occlusion of basilar and vertebral 
arteries
1日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経外科、2日本赤十字社和歌山医療センター 神経救急部

津浦　光晴1、松田　芳和1、宮武　伸行1、中西　陽子1、鐡尾　佳章1、山中　宏孝1、 
垣下　浩二1、中　大輔2

 SCS-O26-6 急性脳底動脈閉塞に対する再開通療法の成績
Outcome of recanalization therapy for acute occlusion of basilar artery
1神戸市立医療センター中央市民病院 脳卒中センター、2先端医療センター 脳血管内治療科

稲田　拓1、足立　秀光1、谷　正一1、坂井　千秋2、藤堂　謙一1、今村　博敏1、 
山本　司郎1、石川　達也1、坂井　信幸1、菊池　晴彦1

I 会場 （黄玉）
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一般口演（SCS-O27） 09:30-10:30

未破裂動脈瘤治療
座長：森　健太郎（防衛医科大学校 脳神経外科）

 SCS-O27-1 未破裂脳動脈瘤の治療の進歩と転帰
Innovation of treatment of unruptured cerebral aneurysm and outcome

京都第二赤十字病院 脳神経外科

天神　博志、谷川　成佑、高道　美智子、小川　隆弘、萬代　綾子、南都　昌孝、 
小坂　恭彦、中原　功策

 SCS-O27-2 コイル塞栓術後脳動脈瘤に対するクリッピング術に関する検討
Surgical clipping of recurrent aneurysm previously coiled

順天堂大学 医学部附属 練馬病院 脳神経外科

清水　崇、藤田　修英、清水　勇三郎、井関　征佑、丹下　祐一、菱井　誠人

 SCS-O27-3 同一術者が直達手術と血管内手術を行う施設での未破裂脳動脈瘤の手術成績
Outcome of unruptured cerebral aneurysms treated by a surgical team performing both 
clipping and coil embolization

老年病研究所附属病院 脳神経外科

宮本　直子、内藤　功、高玉　真、岩井　丈幸

 SCS-O27-4 当院における未破裂脳動脈瘤に対する外科治療
The Result of Treatment for Unruptured Cerebral Aneurysms

厚地脳神経外科病院 脳神経外科

永山　哲也、高崎　孝二、牧内　恒生、川原　隆、森山　一洋、厚地　正道、山神　雅之、
厚地　政幸

 SCS-O27-5 未破裂脳動脈瘤に対する開頭クリッピング手術 －安全性向上のための課題－
Evaluation of surgical complications of the clipping of unruptured cerebral aneurysms to 
decrease the surgical risk

藤田保健衛生大学 脳神経外科

渡部　剛也、加藤　庸子、服部　夏樹、林　拓郎、垣内　考史、西山　悠也、稲桝　丈司、
廣瀬　雄一

 SCS-O27-6 当院における開頭術による未破裂脳動脈瘤の治療成績
The surgical result of unruputred cerebral aneurysm

杏林大学 医学部 脳神経外科

山口　竜一、野口　明男、脊山　英徳、丸山　啓介、佐藤　栄志、小西　善史、塩川　芳昭

I 会場 （黄玉）
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一般口演（SCS-O28） 10:30-11:50

CAS　手技と工夫
座長：天神　博志（京都第二赤十字病院 脳神経外科）

　　　長島　久（信州大学医学部附属病院 脳血管内治療センター）

 SCS-O28-1 当センターにおける頸動脈ステント留置術の役割と成績、手技上の工夫について
Role, clinical result, and technical tips of Carotid artery stenting in Kyushu medical center
1九州医療センター 脳血管内治療科、2九州医療センター 脳神経外科、3九州医療センター 脳血管内科

津本　智幸1、三本木　良紀1、詠田　眞治2、矢坂　正弘3、岡田　靖3

 SCS-O28-2 過灌流症候群が危惧される頸部内頚動脈狭窄症に対する 
一期的頸動脈ステント留置術の工夫について
Single staged carotid artery stenting with mild dilatation after stenting to prevent 
hyperperfusion syndrome
1国立病院機構 九州医療センター 脳血管内治療科、2国立病院機構 九州医療センター 脳血管神経内科

三本木　良紀1、鶴崎　雄一郎2、津本　智幸1

 SCS-O28-3 過灌流症候群high risk例に対するStaged Angioplastyの方法と問題点
Method and issue of staged angioplasty for carotid stenosis of hyperperfusion syndrome 
high risk patients

愛媛大学大学院 医学部 脳神経病態外科学

田川　雅彦、井上　明宏、山下　大介、松本　調、尾崎　沙耶、西川　真弘、渡邉　英昭、
久門　良明、大西　丘倫

 SCS-O28-4 頚動脈ステント留置術においてprotection deviceが徐脈低血圧に及ぼす影響
The influence of protection device for bradycardia and hypotension after CAS
1川崎医科大学 脳神経外科、2徳島大学医学部脳神経外科、3川崎医科大学脳卒中科

桑山　一行1、松原　俊二1、戸井　宏行1、横須賀　公彦1、平野　一宏1、宇野　昌明1、 
里見　淳一郎2、永廣　信治2、井上　剛3、木村　和美3

 SCS-O28-5 頸動脈ステント留置術における頸動脈の曲がりの角度の影響
Effect of the angle of curved carotid artery on carotid artery stenting

武蔵野赤十字病院 脳神経外科

佐藤　洋平、戸根　修、岩崎　充宏、澤田　佳奈、橋本　秀子、唐鎌　淳、原　睦也、 
玉置　正史

 SCS-O28-6 携帯型NIRSを用いた頚動脈ステント留置術前後の脳循環代謝評価
Monitoring of cerebral blood flow and metabolism at peri-procedural CAS using a NIRS
1日本大学医学部 脳神経外科学系 神経外科学分野、 
2日本大学工学部 電気電子工学科 先端工学技術研究センター、 
3相模原協同病院 脳神経センター 脳血管内治療科

五十嵐　崇浩1、星野　達哉1、藤原　徳生1、村田　佳宏1、須磨　健1、渋谷　肇1,3、 
平山　晃康1、酒谷　薫1,2、吉野　篤緒1、片山　容一1

I 会場 （黄玉）
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 SCS-O28-7 自己拡張型ステントとUnder sizeのBalloonを用いたCASの有効性の検討 
～当施設の治療戦略と初期成績～
Effectiveness of CAS using low Balloon expansion and self-expandable stent  
- Initial results and treatment strategy of our facility -

国立病院機構 豊橋医療センター 脳神経外科

石黒　光紀、酒井　秀樹、宮澤　卓真、川崎　智弘、西村　康明

 SCS-O28-8 頸動脈ステント留置術における血小板機能評価に基づいた抗血小板薬の使用とその効果
The Use of Antiplatelet Drugs Based on Platelet function test in Patients treated with 
Carotid Artery Stenting
1奈良県立医科大学 脳神経外科、2奈良県立医科大学 放射線科

中川　一郎1、西村　文彦1、山田　修一1、弘中　康雄1、本山　靖1、朴　永銖1、和田　敬2、 
中川　裕之2、吉川　公彦2、中瀬　裕之1

ランチョンセミナー20（LS20） 12:10-13:10

認知症の診断・治療
Dementia: Diagnosis and Treatment

座長：神谷　達司（日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野）
Tatsushi Kamiya (Department of Neurological Science, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School)

 LS20-1 認知機能障害の画像診断のピットフォール
Pitfall of neuro-imaging for cognitive disorder

日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野
Department of Neurological Science, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School
石渡　明子
Akiko Ishiwata

 LS20-2 実地医家のための認知症治療－抗認知症薬をどう使うか？－
Therapeutic approach of demented patients for practical clinicians  
-how to use anti-dementia drugs-

日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野
Department of Neurological Science, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School
山崎　峰雄
Mineo Yamazaki

共催：エーザイ株式会社

I 会場 （黄玉）
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一般口演（SCS-O29） 13:30-14:30

CEA　その他
座長：久門　良明（愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経病態外科学）

 SCS-O29-1 高齢者頚動脈狭窄症に対する内膜剥離術－周術期管理の重要性－
Treatment of carotid endarterectomy in patients with high age
1将道会 総合南東北病院 脳神経外科、2仙台医療センター 脳神経外科、3青森県立中央病院 脳神経外科、
4東北大学大学院医学系研究科 神経外科学分野 

西村　真実1、窪田　圭一1、奥山　澄人1、平野　仁崇1、松島　忠夫1、水野　順一1、 
渡邊　一夫1、上之原　広司2、西嶌　美知春3、冨永　悌二4

 SCS-O29-2 CEAにおける術後過灌流状態の予測
The prediction of hyperperfusion state in CEA
1山形大学 医学部 脳神経外科、2山形市立病院済生館 脳卒中センター

加藤　直樹1、小久保　安昭1、板垣　寛1、佐藤　慎哉1、嘉山　孝正1、近藤　礼2

 SCS-O29-3 頸動脈内膜剥離術後の再狭窄
Restenosis after Carotid Endarterectomy
1国立循環器病研究センター 脳神経外科、2関西電力病院 脳神経外科

小林　紀方1、高崎　盛生2、伊藤　要1、丸山　大輔1、石井　大造1、森田　健一1、 
佐藤　徹1、片岡　大治1、飯原　弘二1

 SCS-O29-4 頸動脈血栓内膜剥離術（CEA）後の再狭窄予防に対するシロスタゾール・スタチン・
ARBの有効性
The effect of Cilostazol, statin, ARB for restenosis after Carotid Endarterectomy
1九州医療センター 脳神経外科、2九州医療センター 脳血管神経内科

三月田　祐平1、音琴　哲也1、藤岡　寛1、甲斐　康稔1、芳賀　整1、湧川　佳幸2、 
矢坂　正弘2、岡田　靖2、詠田　眞治1

 SCS-O29-5 CEA後嗄声回避の工夫 －神経保護と術後創部血腫予防の手技－
Technique for preventing hoareseness after carotid endarterectomy
1日本医科大学多摩永山病院 脳神経外科、2日本医科大学 耳鼻咽喉科、3旭川赤十字病院 脳神経外科、 
4日本医科大学 脳神経外科

玉置　智規1、三枝　英人2、野手　洋治1、斎藤　寛浩3、梅岡　克也4、水成　隆之4

 SCS-O29-6 無症候性頚動脈狭窄症において大脳深部白質病変は内膜剥離術前後の認知機能に影響を
及ぼすか
Cognitive function and deep white matter lesions in patients treated with CEA for 
asymptomatic carotid stenosis
1富山大学 医学部 脳神経外科、2富山大学

高岩　亜輝子1、桑山　直也1、秋岡　直樹1、黒崎　邦和1、林　央周1、上山　浩永1、 
遠藤　俊郎2、黒田　敏1

I 会場 （黄玉）
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一般口演（SCS-O30） 14:30-15:30

もやもや病2

座長：高木　康志（京都大学 脳神経外科）

 SCS-O30-1 小児もやもや病に対するACA及びMCA領域への血行再建術と知能予後、SPECTの変化
Intellectual outcome and SPECT changes after revascularization surgery for ACA and MCA 
teritorry of pediatric moyamoya disease
1旭川赤十字病院 脳神経外科、2禎心会病院脳神経外科

伊藤　康裕1、瀧澤　克己1、竹林　誠治1、斎藤　寛浩1、小林　徹1、小林　理奈1、 
上山　博康2

 SCS-O30-2 小児もやもや病の血行再建術後の長期予後
Long-term prognosis after surgical revascularization in pediatric moyamoya disease

富山大学 医学部 脳神経外科

浜田　秀雄、柏崎　大奈、黒崎　邦和、秋岡　直樹、桑山　直也、遠藤　俊郎、黒田　敏

 SCS-O30-3 モヤモヤ病の外科的治療の問題：何故外科治療後に出血が起きてしまうのか？
Imaging subependymal leptomenigeal artery anastomosis in adult moyamoya disease:  
the mechanism for the development of microbleeds and intracranial hemorrhage?

北海道大学医学部脳神経外科

数又　研、新保　大輔、大西　浩介、伊東　雅基、七戸　秀夫、中山　若樹、宝金　清博

 SCS-O30-4 成人もやもや病血行再建術前後の脳循環代謝と高次脳機能の検討
Pre- and post-operative cerebral hemodynamics and higher brain function in surgically 
treated adult patients with moyamoya disease
1東京医科歯科大学 脳神経外科、2東京都健康長寿医療センター 神経画像研究チーム

工藤　琢巳1、成相　直1、稲次　基希1、田中　洋次1、織田　圭一2、石渡　喜一2、 
石井　賢二2、前原　健寿1、青柳　傑1

 SCS-O30-5 Subependymal artery-medullary artery anastomosis： 
モヤモヤ病におけるMicrobleedsの発生のメカニズム
Subependymal artery-medullary artery anastomosis in adult moyamoya disease:  
the mechanism for the development of microbleeds and intracranial hemorrhage
1北海道大学大学院 医学部 医学研究科 脳神経外科、2富山大学大学院 医学薬学研究部 脳神経外科

新保　大輔1、数又　研1、中山　若樹1、伊東　雅基1、大西　浩介1、七戸　秀夫1、 
黒田　敏2、宝金　清博1

 SCS-O30-6 もやもや病における高次脳機能障害の検討　COSMO-JAPAN study 
（Cognitive dysfunction Survey of Moyamoya）
Cognitive dysfunction in Moyamoya disease -COSMO-JAPAN study (Cognitive dysfunction 
Survey of Moyamoya)-

京都大学 脳神経外科

高木　康志、高橋　淳、宮本　享

I 会場 （黄玉）
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一般口演（SCS-O31） 15:30-16:50

もやもや病3

座長：森岡　基浩（久留米大学 脳神経外科）

　　　菊田　健一郎（福井大学医学部感覚運動医学講座 脳脊髄神経外科領域）

 SCS-O31-1 もやもや病の術前後脳血流評価による治療方針の選択
Choice of treatment strategy by using the result of cerebral blood flow pre- and 
postoperatively in moyamoya disease
1群馬大学大学院医学系研究科 脳神経外科学、2高崎総合医療センター 脳神経外科

佐藤　晃之1、清水　立矢1、吉田　貴明2、好本　裕平1

 SCS-O31-2 小児もやもや病に対する中大脳動脈・前大脳動脈領域への複合的血行再建術の有用性と
問題点
Efficacy and problem of combined revascularization for anterior and middle cerebral artery 
territory in childhood moyamoya disease
1網走脳神経外科リハビリテーション病院、2禎心会病院 脳神経外科

勝野　亮1、谷川　緑野2、宮崎　貴則1、上森　元気1、川崎　和凡1、泉　直人1、橋本　政明1、
上山　博康2

 SCS-O31-3 小児もやもや病手術におけるICG - VAG（Indocyanin greenVideo Angiography）の
有用性について
Usefulness of ICG Video Angiography for moyamoya disease surgery

藤田保健衛生大学 医学部 脳神経外科

井水　秀栄、大枝　基樹、我那覇　司、加藤　庸子、長谷川　光広、廣瀬　雄一

 SCS-O31-4 もやもや病におけるてんかん発作
Epilepsy associated with moyamoya disease
1札幌医科大学 医学部 脳神経外科、2北海道大学大学院医学研究科脳神経外科

三上　毅1、杉野　寿哉1、本間　敏美1、秋山　幸功1、寶金　清博2、三國　信啓1

 SCS-O31-5 無痛分娩を原則とする当院におけるもやもや病患者の妊娠・分娩・産褥期の検討
Intrapartum epidural analgesia for the patients with moyamoya disease in our institute
1北里大学 医学部 脳神経外科、2北里大学 医学部 産科、3北里大学 医学部 麻酔科（産科麻酔部門）、 
4大和市立病院 脳神経外科、5横浜旭中央総合病院 脳神経外科

佐藤　公俊1、湯澤　泉1、岡　秀宏1、倉田　彰1、藤井　清孝1、天野　完2、海野　信也2、
奥富　俊之3、山田　勝4、鈴木　祥生5

 SCS-O31-6 もやもや病の2剖検例
Two autopsy cases of moyamoya disease 
1東京医科歯科大学 脳神経外科、2東京医科歯科大学 病理学教室

伊藤　なつみ1、稲次　基希1、成相　直1、武川　麻紀1、河野　能久1、田中　洋次1、 
青柳　傑1、小林　大輔2、前原　健寿1

 SCS-O31-7 超選択的血管撮影を用いたもやもや病に対する血行再建術後評価
Postoperative evaluation of revascularization for moyamoya disease using superselective 
angiography
1熊本大学 医学部 脳神経外科、2久留米大学 医学部 脳神経外科

大森　雄樹1、河野　隆幸1、森岡　基浩2、甲斐　豊1、倉津　純一1

I 会場 （黄玉）
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 SCS-O31-8 成人もやもや病患者に対する外科的治療と長期治療成績
Surgical treatment and prognosis of the patients of adult moyoamoya disease
1国立病院機構 九州医療センター 脳神経外科、2国立病院機構 九州医療センター 脳血管内科

甲斐　康稔1、音琴　哲也1、藤岡　寛1、三月田　祐平1、芳賀　整1、湧川　佳幸2、 
矢坂　正弘2、岡田　靖2、詠田　眞治1

イブニングセミナー8（ES8） 18:00-19:00

Antiplatelet therapy in Endovascular Neurosurgery

座長：冨永　悌二　（東北大学大学院医学系研究科 神経外科学分野）
Teiji Tominaga (Department of Neurosurgery, Tohoku University Graduate School of Medicine)

 ES8 Departments of Neurosurgery, Radiology & Public Health Sciences, Penn State Hershey Stroke Center, 
Penn State M.S. Hershey Medical Center

Kevin M. Cockroft

共催：バイエル薬品株式会社

I 会場 （黄玉）
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一般口演（SS-O42） 08:30-09:42

基礎（モデル動物）
座長：林　健（埼玉医科大学 国際医療センター 神経内科）

 SS-O42-1 脳卒中易発症高血圧ラット（SHR-SP）におけるシロスタゾールの多面的効果
Clinical and Pathological Improvement in Stroke-Prone Spontaneous Hypertensive Rats 
Related to the Pleiotropic Effect of Cilostazol

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 脳神経内科学

表　芳夫、出口　健太郎、田　豊豊、河相　裕美、倉田　智子、山下　徹、太田　康之、 
池田　佳生、阿部　康二

 SS-O42-2 ブタ脳動脈瘤モデルにおけるコイル塞栓術後の内皮細胞再生
Endothelial cell proliferation in swine experimental aneurysm after coil embolization
1順天堂大学 医学部附属 順天堂医院 脳神経外科、2順天堂大学 医学部附属 順天堂医院 脳神経内科、 
3東京都立広尾病院 脳神経外科、4順天堂大学 医学部附属 浦安病院 脳神経内科

三島　有美子1、山本　宗孝1、野中　宣秀1、矢富　謙治1、菅　康郎1、宮元　伸和2、 
吉田　賢作3、大石　英則1、卜部　貴夫4、新井　一1

 SS-O42-3 エンドセリンによるラット選択的脳白質病変モデルの検討
Analysis of the selective white matter injury model of the rat induced by endothelin-1 
injection

東京大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学

小野　秀明、今井　英明、宮脇　哲、堀川　弘吏、越智　崇、伊藤　明博、中冨　浩文、 
斉藤　延人

 SS-O42-4 II型糖尿病モデルラットにおける脳毛細血管レベルの病理組織学的変化
Brain capillary morphology in type 2 diabetes mellitus rats

聖マリアンナ医科大学 脳神経外科

大塩　恒太郎、小野寺　英孝、田中　雄一郎、橋本　卓雄

 SS-O42-5 定量的自家血栓によるラット心原性脳塞栓モデルの開発
Novel rat embolic cerebral infarction with a quantifiable, autologous arterial blood clot

弘前大学 医学部 脳神経外科

嶋村　則人、松田　尚也、奈良岡　征都、菊池　潤、大熊　洋揮

 SS-O42-6 卵巣摘出マウスにおいて、エストロゲンはエストロゲン受容体-betaを介して 
脳動脈瘤破裂を抑制する
Estrogen protects against aneurysmal rupture through estrogen receptor-beta in 
ovariectomized mice
1Department of Anesthesia and Perioperative Care, University of California, San Francisco、
2徳島大学 脳神経外科

多田　恵曜1、和田　浩輔1、牧野　洋1、Elena Liang1、村上　晶子1、工藤　真理1、 
北里　慶子1,2、兼松　康久1,2、永廣　信治2、橋本　友紀1

J会場 （青玉）
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 SS-O42-7 体内水分貯留に対するナトリウム貯留の割合の増加は卵巣摘出ラットにおける 
脳動脈瘤形成と関係がある
Increase in body Na+-to-water ratio is associated with cerebral aneurysm formation in 
oophorectomized ratsI

徳島大学 脳神経外科

松下　展久、北里　慶子、多田　恵曜、住吉　学、高麗　雅章、兼松　康久、 
里見　淳一郎、永廣　信治

 SS-O42-8 内皮細胞NADPH oxidase 4の過剰発現は脳虚血を増悪させる
Overexpression of endothelial NADPH oxidase 4 worsens ischemic stroke
1九州大学大学院医学研究院病態機能内科学、2東京医科歯科大学 血管内治療学、 
3九州大学大学院医学研究院脳神経外科学

有村　公一1,2,3、吾郷　哲朗1、黒田　淳哉1、鴨打　正浩1、西村　中1,3、佐々木　富男3、 
北園　孝成1

一般口演（SS-O43） 09:42-10:45

基礎（脳保護2）
座長：大久保　誠二（日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野）

 SS-O43-1 プロテオミクスを用いた脳微小血管内皮細胞におけるエダラボン新規作用の解明
Novel effects of edaravone on human brain microvascular endothelial cells revealed by a 
proteomic approach

聖マリアンナ医科大学 医学部 脳神経外科

小野寺　英孝、田中　雄一郎、伊藤　英道、橋本　卓雄

 SS-O43-2 HSP27による脳保護効果のメカニズムに関する検討
Effect of HSP27 treatment for transiet focal cerebral ischemia in mice
1順天堂大学 医学部 脳神経内科、2順天堂大学医学部附属 浦安病院 脳神経内科、3順天堂大学 医学部 
脳神経外科

田中　亮太1、志村　秀樹2、寺本　紳一郎3、島田　佳明1、新井　一3、卜部　貴夫2、 
服部　信孝1

 SS-O43-3 高血圧モデル動物に対するAT-1拮抗薬の大脳深部白質病変の抑制作用
Protective effect of AT-1 blocker on the brain damage in spontaneously hypertensive rats

弘前大学 大学院 医学研究科 脳神経外科

中野　高広、大熊　洋揮

 SS-O43-4 ADAMTS13: A Novel Therapeutic Drug Candidate for Acute and for Delayed 
Brain Ischemia
1奈良県立医科大学 医学部 救急医学、2福岡大学 薬学部 臨床疾患薬理学、 
3奈良県立医科大学 医学部 輸血部、 
4Laboratory for Experimental Brain Research, Lund University

藤岡　政行1、室井　カール1,2、三島　健一2、藤原　道弘2、藤村　吉博3、奥地　一夫1、 
Bo Siesjo4

J会場 （青玉）



STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－

 SS-O43-5 ラット慢性脳虚血モデルにおけるL-carnitineの軸索可塑性の保護
L-carnitine enhances axonal plasticity in a rat chronic cerebral hypoperfusion
1順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科、2順天堂大学 脳神経内科

上野　祐司1、志村　秀樹1、服部　信孝1,2、卜部　貴夫1

 SS-O43-6 Irbesartan長期投与による脳虚血再灌流領域の血管への炎症性細胞接着の抑制
Irbesartan suppresses adhesion of inflammatory cells on vessel walls after cerebral ischemia 
reperfusion

慶應義塾大学 医学部 神経内科

鳥海　春樹、海老根　妙子、萱間　洋平、畝川　美悠紀、山田　哲、冨田　裕、伊藤　義彰、
鈴木　則宏

 SS-O43-7 一過性前脳虚血におけるPPARγ作動薬の保護効果
Neuroprotective effect of PPAR gamma agonist in transient forebrain ischemia

山梨大学 医学部 脳神経外科

吉岡　秀幸、若井　卓馬、八木　貴、福元　雄一郎、木内　博之

一般口演（SS-O44） 10:45-11:57

基礎（再生・移植）
座長：神谷　達司（神谷医院／日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野）

 SS-O44-1 脳梗塞に対する脳血管内治療を用いた細胞移植療法の現状と課題
Endovascular stem cell transplantation for Stroke- difference between IV and IA-
1長崎大学 医学部 脳神経外科、2長崎大学 医学部 感染免疫・感染分子解析講座、 
3スタンフォード大学 脳神経外科

堀江　信貴1、石坂　俊輔1、福田　雄高1、佐藤　克也2、西田　教行2、 
Raphael Guzman3、Tonya Bliss3、Gary Steinberg3

 SS-O44-2 骨髄間質細胞移植は脳梗塞周囲の神経受容体機能を改善させる 
－123I-iomazenil SPECTによる検討
Bone marrow stromal cells enhance the recovery of peri-infarct neuronal integrity by 
replacing the damaged neurons - A serial 123I-iomazenil SPECT study
1北海道大学 大学院医学研究科 脳神経外科、2富山大学 医学部 脳神経外科学、 
3北海道大学 大学院医学研究科 トレーサー情報分析学、4北海道大学 大学院医学研究科 核医学、 
5北海道大学 アイソトープ総合センター

齋藤　久泰1、黒田　敏1,2、宮本　倫行1、山内　朋裕1、七戸　秀夫1、趙　松吉3、孫田　惠一4、
久下　裕司5、玉木　長良4、寶金　清博1

 SS-O44-3 霊長類脳梗塞（中大脳動脈閉塞）モデルの開発と骨髄幹細胞の経静脈的移植の安全性評価 
Development of a middle cerebral artery occlusion model in the nonhuman primate and a 
safety study of intravenous infusion of mesenchymal stem cells from human bone marrow

札幌医科大学 医学部 附属フロンティア医学研究所 神経再生医療学部門

佐々木　祐典、小野寺　理恵、佐々木　優子、須永　隆文、大塚　弥生、泉　佳代子、 
本望　修

J会場 （青玉）



STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－

 SS-O44-4 骨髄間質細胞移植によるラクナ梗塞モデルの中枢神経再生
Bone marrow stromal cell transplantation ameliorates motor deficit of rat lacunar infarct 
model
1北海道大学 医学研究科 脳神経外科、2富山大学 医学薬学研究部（医学）脳神経外科

七戸　秀夫1、黒田　敏2、宮本　倫行1、山内　朋裕1、斎藤　久泰1、新保　大輔1、 
数又　研1、中山　若樹1、寳金　清博1

 SS-O44-5 ダイレクトリプログラミング法を用いた患者皮膚細胞からの神経系細胞の誘導
Direct reprogramming from human skin fibroblasts to functional neuronal cells
1岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 脳神経内科学、2コロンビア大学病理細胞生物学

山下　徹1、Asa Abeliovich2、阿部　康二1

 SS-O44-6 脳梗塞に対するchemical preconditioningを用いた細胞移植治療
Chemical preconditioning enhances the effectiveness of stem cell therapy in ischemic stroke
1東北大学大学院 医学系研究科 神経外科学分野、2スタンフォード大学 医学部 脳神経外科

坂田　洋之1,2、Pak Chan2、新妻　邦泰1,2、藤村　幹1、冨永　悌二1

 SS-O44-7 機能性の高い血管内皮前駆細胞のラット一過性脳虚血再潅流モデルに対する投与効果の
検討
Subpopulation of endothelial progenitor cells with low aldehyde dehydrogenase activity 
attenuate acute ischemic brain injury in rat
1筑波大学 脳神経外科、2筑波大学 再生医学・幹細胞生物学

佐藤　允之1、鶴嶋　英夫1、中村　和弘1、丸島　愛樹1、伊藤　嘉郎1、長野　真澄2、 
山下　年晴2、大根田　修2、松村　明1

 SS-O44-8 大脳皮質梗塞にともなう二次神経変性領域での内因性神経幹細胞の発現
Generation of endogenous neural stem cells in the ipsilateral thalamus with secondary 
damage following cortical infarction
1兵庫医科大学 先端医学研究所 神経再生研究部門、2大阪歯科大学 歯科麻酔学講座、 
3兵庫医科大学 内科学総合診療科

柴田　啓貴1,2、百田　義弘1,2、中込　隆之1、土居　亜紀子1、中田　雅代1,2、盧　山1,3、 
小谷　順一郎2、立花　久大3、松山　知弘1

J会場 （青玉）



STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－

ランチョンセミナー21（LS21） 12:10-13:10

抗炎症作用は脳卒中発症抑制に寄与するのか？－基礎と臨床の立場からの考察－
Does an anti-inflammatory mechanism contribute to the prevention of stroke?  
–From the perspective of basic research and clinical medicine-

座長：桂　研一郎（日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野）
Ken-ichiro Katsura ( Department of Neurological Science, Graduate School of Medicine, Nippon Medical 

School)

 LS21-1 【基礎の立場から】ラット局所脳虚血モデルにおけるスタチンの脳保護効果
[ From the perspective of basic research ] 
Neuroprotective effect of statin in a rat focal ischemia model

日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野
Department of Neurological Science, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School
齊藤　智成
Tomonari Saito

 LS21-2 【臨床の立場から】抗炎症作用を考慮した脳卒中における脂質管理
[From the perspective of clinical medicine] 
Lipid management of stroke taking anti-inflammatory mechanism into consideration

大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学（脳卒中センター）
Department of Neurology, Osaka University Graduate School of Medicine
北川　一夫
Kazuo Kitagawa 

共催：アステラス製薬株式会社 / ファイザー株式会社

一般口演（SS-O45） 13:30-14:30

合併症
座長：西山　和利（北里大学医学部 神経内科学）

 SS-O45-1 脳卒中症例において肩手症候群を予測する因子 
－日本リハビリテーション医学会データベースの分析－
Predictive factors of shoulder-hand syndrome in patients with stroke
1亀田総合病院 リハビリテーション科、2日本福祉大学 社会福祉学部、 
3横浜市立大学附属病院 リハビリテーション科、4国立長寿医療研究センター 機能回復診療部、 
5産業医科大学若松病院 リハビリテーション科

宮越　浩一1、近藤　克則2、菊地　尚久3、近藤　和泉4、佐伯　覚5

 SS-O45-2 弓部大動脈手術に合併した虚血性脳卒中・脳症についての検討
Stroke and Encephalopathy After Aortic Arch Surgery
1天理よろづ相談所病院 神経内科、2天理よろづ相談所病院 心臓血管外科

田中　寛大1、安水　大介2、奥宮　太郎1、島　淳1、山中　一朗2、末長　敏彦1

 SS-O45-3 脳梗塞後てんかんにおける新規抗てんかん薬の選択
The choice of new anti-epileptic drugs in patients with late post-stroke epilepsy

済生会横浜市東部病院 脳神経センター 脳血管・神経内科

村松　和浩、大澤　慶成、長島　康洋、笠井　陽介、小倉　直子、丸山　淳子、後藤　淳、
丸山　路之

J会場 （青玉）



STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－

 SS-O45-4 脳梗塞急性期に合併した急性胆嚢炎24例の臨床的特徴の検討
Clinical review of 24 patients with acute cholecystitis after acute cerebral infarction

埼玉医科大学 国際医療センター 神経内科

福岡　卓也、林　健、名古屋　春満、加藤　裕司、大江　康子、出口　一郎、丸山　元、 
堀内　陽介、棚橋　紀夫

 SS-O45-5 脳出血後の一過性水頭症に関する検討
Clinical features of transient hydrocephalus after cerebral hemorrhage
1国立循環器病研究センター 脳神経内科、2国立循環器病研究センター 脳血管内科

本山　りえ1、山上　宏1、田中　智貴1、板垣　成彦2、西村　寿貴2、豊田　一則2、 
長束　一行1

 SS-O45-6 脳卒中遷延性意識障害患者における褥瘡予防因子に関する検討
Prevention factors of pressure ulcer in prolonged coma stroke patients 
1城西クリニック 脳神経外科、2城西クリニック 神経内科

白坂　有利1、石垣　泰則2

一般口演（SS-O46） 14:30-15:40

MRI 1

座長：畑澤　順（大阪大学大学院医学系研究科 核医学講座）

 SS-O46-1 MR 3D vessel wall imagingを用いた中大脳動脈領域の急性期脳梗塞における 
頭蓋内動脈硬化性病変の検出
Detecting intracranial atherosclerotic lesions of the middle cerebral artery in acute stroke 
patients by using MR 3D vessel wall imaging
1岩手医科大学 内科学講座 神経内科・老年科分野、 
2岩手医科大学 医歯薬総合研究所 超高磁場MRI診断・病態研究部門、 
3GEヘルスケア・ジャパン株式会社 MR研究室

名取　達徳1、佐々木　真理2、三好　光晴3、大庭　英樹1、桂　永行1、山口　真央1、 
鳴海　新介1、椛沢　宏之3、工藤　興亮2、寺山　靖夫1

 SS-O46-2 MRI arterial wall imagingを用いた頭蓋内血管病変の鑑別
Novel Cerebral Artery Wall Imaging Technique to evaluate intracranial arteries
1長崎大学 医学部 脳神経外科、2長崎大学 医学部 放射線科、3長崎大学 医学部 脳卒中センター

福田　雄高1、堀江　信貴1、定方　英作1、前田　肇1、福田　修志1、林　健太郎1、 
榎園　美香子2、森川　実2、立石　洋平3、永田　泉1

 SS-O46-3 急性期虚血性脳卒中における放線冠部DWI病変縮小に関する検討
About the achoresis of corona radiata's DWI lesion for acute ischemic stroke
1名古屋市立東部医療センター 脳神経外科、2名古屋市立東部医療センター 神経内科

北村　拓海1、大野　貴之1、大村　眞弘2、山田　健太郎2、出村　光一朗1、松尾　州佐久1、
多田　昌史2、紙本　薫2、橋本　信和1、金井　秀樹1

J会場 （青玉）
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 SS-O46-4 4D Flow MRIを用いた眼動脈逆行性血流の臨床的評価： 
内頸動脈閉塞例における脳血流SPECTとの比較
The assessment of carotid artery occlusion with 4D Flow MR imaging featuring flow 
direction of the opthalmic artery: Comparison with SPECT
1日本医科大学 放射線科、2日本医科大学 脳神経外科、3フィリップスヘルスケア アジア-パシフィック

関根　鉄朗1、高木　亮1、天野　康雄1、松村　善雄1、村井　保夫2、鈴木　由里子3、 
汲田　伸一郎1

 SS-O46-5 CEA術前後の脳血流評価における3T-MRI ASL法の有用性に関する検討
Feasibility of 3T-MRI ASL for evaluation of cerebral blood flow in patients with internal 
carotid artery stenosis during CEA operative periods
1福井大学 医学部 医学科 感覚運動医学講座 脳脊髄神経外科学領域、 
2福井大学 医学部 病態解析医学講座 放射線医学領域

多田　愛弓1、磯崎　誠1、根石　拡行1、常俊　顕三1、有島　英孝1、小寺　俊昭1、 
北井　隆平1、竹内　浩明1、木村　浩彦2、菊田　健一郎1

 SS-O46-6 7T MRIを用いたレンズ核線条体動脈領域梗塞の梗塞巣および穿通枝動脈の画像所見
7T MR images of ischemic lesion and perforating artery in lenticulostriate arteries ischemia
1岩手医科大学 医学部 内科学講座 神経内科・老年科分野、 
2岩手医科大学 医歯薬総合研究所 超高磁場MRI診断・病態研究部門

大庭　英樹1、佐々木　真理2、大浦　一雅1、鳴海　新介1、名取　達徳1、工藤　與亮2、 
金　正門1、寺山　靖夫1

 SS-O46-7 VISTA法によるMRIプラークイメージでは橋梗塞患者の急性期症状進行を予測できるか？
Can MRI plaque imaging by using VISTA predict early neurological deterioration in patients 
with pontine infarction?

京都第二赤十字病院 脳神経内科

永金　義成、牧野　雅弘、武澤　秀理、小泉　崇、蒔田　直輝、山本　康正

一般口演（SS-O47） 15:40-17:00

MRI 2

座長：佐々木　真理（岩手医科大学医歯薬総合研究所 超高磁場MRI診断・病態研究部門）

 SS-O47-1 MR angiographyによるWillis動脈輪の形態とCEA術中一時遮断時のSEP振幅低下の 
関連についての検討
Relationship between MR angiography of the circle of Willis and tolerance to carotid cross-
clamping during endarterectomy with SEP monitoring
1国立循環器病研究センター 脳神経外科、2国立循環器病研究センター病院 放射線部

中江　卓郎1、片岡　大治1、森田　健一1、森　久恵1、佐藤　徹1、森田　奈緒美2、 
中川原　譲二1、飯原　弘二1

 SS-O47-2 Global brain ischemia-reperfusion induces striatal T1-hyperintensity without 
microbleeds in humans 
1奈良県立医科大学 医学部 救急医学、2奈良県立医科大学 医学部 放射線科

藤岡　政行1、多田　祐介1、岩村　あさみ1、渡邉 　知朗1、則本　和伸1、田岡　俊昭2、 
奥地　一夫1

J会場 （青玉）



STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－

 SS-O47-3 虚血性脳血管障害におけるArterial spin labeling 法MRI撮影
Quantitative measurement of cerebral blood flow by arterial spin labeling MRI in patients 
with occlusive cerebrovascular disease

東京医科歯科大学 医学部 脳神経外科

田中　洋次、成相　直、原　祥子、上田　泰弘、稲次　基希、青柳　傑、前原　健寿

 SS-O47-4 血栓溶解療法において側副血行路サイン陽性例は皮質枝領域の梗塞が減少する
The effect of PCA laterality sign on cortical infarct area after rtPA in MCA occlusion
1東京医科歯科大学医学部附属病院 神経内科、2東京医科歯科大学医学部附属病院 血管内治療科、 
3武蔵野赤十字病院 神経内科、4都立墨東病院 神経内科

一條　真彦1、三木　一徳2、石橋　哲1、鎌田　智幸3、藤ヶ崎　浩人4、水澤　英洋1

 SS-O47-5 可逆性細胞性浮腫および早期再灌流後の遅発性虚血性神経細胞傷害
Reversible Cytotoxic Edema and Delayed Ischemic Neuronal Injury after Early Repurfusion
1都立神経病院 脳神経内科、2荏原病院 放射線科 総合脳卒中センター、3荏原病院 神経内科

北澤　悠1、齊藤　博彦3、小林　美紀3、野原　千洋子3、吉村　菜穂子3、有井　一正3、 
井田　正博2、田久保　秀樹3

 SS-O47-6 軽症脳梗塞患者における脳血流量と末梢血管内皮機能との関連 
－MRI（ASL法）を用いた検討－
The association between cerebral blood flow and peripheral endothelial function in patients 
with ischemic mild stroke
1名古屋大学大学院 医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻、 
2名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻、3名古屋大学大学院 医学系研究科 看護学専攻、 
4名古屋第二赤十字病院神経内科

入谷　直樹1、河野　裕治1、石田　慎平1、赤尾　圭吾1、浅井　千香子1、礒田　治夫2、 
福山　篤司2、榊原　久孝3、長谷川　康博4、山田　純生1

 SS-O47-7 がん治療に関連したPosterior Reversible Encephalopathy Syndrome（PRES）
Posterior reversible encephalopathy syndrome associated with cancer therapy

静岡がんセンター 脳神経外科

三矢　幸一、林　央周、中洲　庸子

 SS-O47-8 MRI-CASL法を用いた発症24時間以内の脳梗塞例の検討
Use of the MRI-CASL method within 24 hours of a cerebral infarction's onset
1福井大学 医学部 神経内科、2福井大学 医学部 放射線科

榎本　崇一1、山村　修1、神澤　朋子1、上野　亜佐子1、松永　晶子1、井川　正道1、 
濱野　忠則1、米田　誠1、木村　浩彦2

イブニングセミナー9（ES9） 18:00-19:00

脳卒中領域におけるヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の特性を検証する 
―感度、特異度に優れた機能的測定法を用いて―
Unique characteristics of heparin-induced thrombocytopenia (HIT) in stroke patients elucidated 
by using a highly sensitive and specific functional assay

座長：中川原　譲二（国立循環器病研究センター／脳卒中統合イメージングセンター）
Jyoji Nakagawara (National Cerebral and Cardiovascular Center / Integrative Stroke Imaging Center)

 ES9 国立循環器病研究センター 輸血管理室
Division of Transfusion Medicine, National Cerebral and Cardiovascular Center
宮田　茂樹
Shigeki Miyata

共催：第一三共株式会社

J会場 （青玉）
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一般口演（SCS-O32） 08:30-09:30

脳内出血1

座長：梅澤　邦彦（京都第一赤十字病院 脳神経外科）

 SCS-O32-1 本邦における脳出血治療の現状 －DPCデータを用いた解析－
Trends in intracerebral hemorrhage treatment in Japan -Analysis by DPC data-

東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科

菅　貞郎、美原　貫、片山　正輝、島本　佳憲

 SCS-O32-2 脳内出血の外科的治療について、今後の向うべき方向とは
What is the future directionality of the surgical treatment for intracerebral hemorrhage?

帯広厚生病院 脳神経外科

津田　宏重、大瀧　雅文、金　相年、木村　友亮

 SCS-O32-3 高血圧性脳内出血に伴う脳室内出血に対する内視鏡下血腫除去術の治療成績
Results of endoscopic evacuation of intraventricular hematoma associated with hypertensive 
intracerebral hemorrhage
1三重大学大学院医学系研究科脳神経外科、2伊勢赤十字病院 脳神経外科、 
3桑名西医療センター 脳神経外科

芝　真人1、佐野　貴則1、石垣　共基2、清水　重利2、宮　史卓2、村松　正俊3、 
倉石　慶太1、毛利　元信1、鈴木　秀謙1

 SCS-O32-4 内視鏡下脳内血腫除去術の適応、方法と問題点
Endoscopic hematoma evacuation using transparent sheath for putaminal, thalamic, 
cerebellar and lobar hemorrhages

府中恵仁会病院 脳神経外科

陶山　大輔

 SCS-O32-5 被殻出血に対する内視鏡下血腫除去術における再出血リスクの検討
A Risk factor of Re-bleeding in Endoscopic Hematoma Evacuation of Putaminal Hemorrhage

川崎医科大学 脳神経外科

横須賀　公彦、西山　徹、平井　聡、高井　洋樹、戸井　宏行、桑山　一行、松原　俊二、
平野　一宏、宇野　昌明

 SCS-O32-6 脳葉出血患者におけるcerebral amyloid angiopathyの病理組織学的およびMR画像の
検討
Pathological and MR findings of cerebral amyloid angiopathy in the patients with lobar 
hemorrhage

福井大学 医学部 脳脊髄神経外科

有島　英孝、菊田　健一郎、竹内　浩明、北井　隆平、小寺　俊昭、磯崎　誠、 
常俊　顕三、根石　拡行

K会場 （紅玉）
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一般口演（SCS-O33） 09:30-10:30

脳内出血2

座長：石原　正一郎（埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科）

 SCS-O33-1 高血圧性脳内血腫に対する内視鏡的血腫除去術の工夫と治療成績
Endoscopic hematoma evacuation for hypertensive intra cerebral hemorrhage:  
surgical technique and results

青森県立中央病院 脳神経外科

昆　博之、井上　瑞穂、針生　新也、斉藤　敦志、佐々木　達也、西嶌　美知春

 SCS-O33-2 脳出血に対する内視鏡下脳内血腫除去術と開頭血腫除去術の検討
The investigation about the endoscopic hematoma evacuation and the hematoma removal 
under craniotomy against intracerebral hemorrhage

藤沢市民病院 脳神経外科

味村　俊郎、藤田　数敏、安久　正哲、田中　直樹

 SCS-O33-3 脳内出血に対する内視鏡下血腫除去術の工夫～dry fieldとwet fieldの使い分け～
Tips on endoscopic hematoma evacuation for intracerebral hemorrhage  
- the importance of switching between dry and wet field -

和歌山県立医科大学 医学部 脳神経外科

藤田　浩二、中尾　直之

 SCS-O33-4 脳室鋳型血腫にたいする神経内視鏡治療の効果
Endoscopic removal of intraventricular casting hematoma

JA埼玉県厚生連 久喜総合病院 脳神経外科

景山　寛志、豊岡　輝繁、都築　伸介、岡　一成

 SCS-O33-5 神経内視鏡手術における第四脳室内血腫除去の有用性
Usefulness of the fourth ventricle hematoma in neuroendoscopic surgery
1福岡大学 医学部 脳神経外科、2福岡大学病院救命救急センター

野中　将1、上羽　哲也1、湧田　尚樹1、重森　裕2、保田　宗紀1、吉岡　努2、安部　洋1、
東　登志夫1、石倉　宏恭2、井上　亨1

 SCS-O33-6 Burr hole型超音波プローベを用いたreal-time ultrasound-guided endoscopic 
surgery
Real-time ultrasound-guided endoscopic surgery with burr hole type probe

山口大学 医学部附属病院 脳神経外科

貞廣　浩和、野村　貞宏、石原　秀行、岡　史朗、白尾　敏之、米田　浩、奥　高行、 
鈴木　倫保

K会場 （紅玉）
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一般口演（SCS-O34） 10:30-11:50

動脈瘤　その他
座長：鈴木　恭一（福島赤十字病院 脳神経外科） 

　　　堤　圭介（長崎医療センター 脳神経外科）

 SCS-O34-1 未破裂脳動脈瘤の破裂要因についての検討
Analysis of risk factors for unruptured intracranial aneurysms
1東京都立多摩総合医療センター 脳神経外科、2昭和大学 医学部 脳神経外科

野村　昌志1、杉山　達也2、小倉　丈司1、太田　貴裕1、水谷　徹2

 SCS-O34-2 M1動脈瘤 自験21例の検討
M1 aneurysm  Analysis of Our 21 cases
1川崎医科大学 脳神経外科、2徳島大学 脳神経外科

戸井　宏行1、西山　徹1、高井　洋樹1、平井　聡1、横須賀　公彦1、桑山　一行1、 
松原　俊二1、平野　一宏1、宇野　昌明1、永廣　信治2

 SCS-O34-3 末梢性前大脳動脈瘤の外科治療
Surgery of distal anterior cerebral artery aneurysm

広島市立広島市民病院 脳神経外科

西野　繁樹、冨田　祐介、田邉　智之、村岡　賢一郎、寺田　欣矢、目黒　俊成、 
廣常　信之

 SCS-O34-4 小型破裂脳動脈瘤とは何か？ 
－3mm以下の小型破裂脳動脈瘤の臨床・手術・病理所見から－
Ruptured aneurysms smaller than 3mm

秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科

小林　慎弥、石川　達哉、師井　淳太、引地　堅太郎、竹中　俊介、吉岡　正太郎、 
岡田　健、宇田　賢司、齋藤　浩史、鈴木　明文

 SCS-O34-5 内頚動脈前壁動脈瘤と原始背側眼動脈遺残との関連性の検討および追加報告
Evaluation of the relationship betwwen ICA anterior wall aneurysms and persistent primitive 
dorsal ophthalmic artery and further report

埼玉医科大学 総合医療センター 脳神経外科

印東　雅大、大宅　宗一、小池　司、斎藤　徹、塩出　健人、藤澤　直顕、土屋　掌、 
中村　巧、張　漢秀、松居　徹

 SCS-O34-6 くも膜下出血の既往のない新生脳動脈瘤14例
De novo aneurysm formation without history of subarachnoid hemorrhage  
-Report of 14 cases-

公立置賜総合病院 脳神経外科

金城　利彦、土谷　大輔、渡辺　茂樹

 SCS-O34-7 後大脳動脈脳動脈瘤に対する破裂予防治療
The treatment for the aneurysms of posterior cerebral artery
1鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科、2厚地脳神経外科病院脳神経外科、 
3鹿児島市立病院脳神経外科、4川内市医師会立市民病院脳神経外科、5びろうの樹脳神経外科

菅田　真生1、時村　洋1、山畑　仁志1、永山　哲也2、高崎　孝二2、平原　一穂3、 
川野　弘人4、田實　謙一郎4、富士川　浩祥5、有田　和徳1

K会場 （紅玉）
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 SCS-O34-8 破裂脳動脈瘤clipping術に伴うorbital infarction syndrome  
－画像所見と早期診断の重要性について－
Orbital infarction syndrome following ruptured intracranial aneurysm surgery  
- Significance of the imaging and early diagnosis - 
1国立病院機構 長崎医療センター 脳神経外科、2長崎大学 脳神経外科

堤　圭介1、諸藤　陽一2、平尾　朋仁2、川原　一郎1、高畠　英昭1、小野　智憲1、 
戸田　啓介1、馬場　啓至1

ランチョンセミナー22（LS22） 12:10-13:10

脳血管外科手術における脳血流SPECTの役割
The role of brain perfusion SPECT in cerebrovascular surgery

座長：岩間　亨（岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経外科学）
Toru Iwama (Department of Neurosurgery, Gifu University Graduate School of Medicine)

 LS22-1 99mTc-ECDによる非採血脳血流定量法
Non-Invasive measurements of regional cerebral blood flow using technetium-99m ECD

国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター
Integrative Brain Imaging Center, National Center of Neurology and Psychiatry
松田　博史
Hiroshi Matsuda

 LS22-2 脳血管外科手術と脳血流検査－そのSPECT、なぜ必要 !?
Brain perfusion SPECT for cerebrovascular surgery

京都大学大学院医学研究科 脳神経外科学
Department of Neurosurgery, Graduate School of Medicine, Kyoto University
髙橋　淳
Jun C Takahashi

共催：日本脳神経核医学研究会 / 富士フイルムRIファーマ株式会社

一般口演（SCS-O35） 13:30-14:30

脳卒中　モニタリング1

座長：佐々木　達也（青森県立中央病院 脳神経外科）

 SCS-O35-1 脳卒中外科における術中モニタリングの役割
Role of intraoperative monitoring in cerebrovascular surgery
1青森県立中央病院 脳神経外科、2青森県立中央病院 臨床工学部

佐々木　達也1、阿部　誠2、松尾　進太郎2、井上　瑞穂1、針生　新也1、斉藤　敦志1、 
昆　博之1、西嶌　美知春1

 SCS-O35-2 Radial artery graftを用いたhigh flow bypass留置時のMCA圧予測
Prediction of middle cerebral artery pressure at the operation of high flow bypass using 
radial artery graft

社会医療法人 禎心会病院 脳神経外科

藪内　伴成、谷川　緑野、上山　博康、太田　仲郎、小坂　章、宮田　至朗、 
野田　公寿茂、坪井　俊之、武田　利兵衛、徳田　禎久

K会場 （紅玉）
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 SCS-O35-3 ハイパースペクトルカメラを用いた新たな脳表血流評価法
The new cerebral blood flow analysis system using  Hyper spectral camera 
1九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科、2九州大学病院 先端医工学診療部、 
3HOYA(株)PENTAXライフケア事業部 医用機器SBU開発統括部 技術開発部、 
4九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点

森　恩1、千葉　亨3、吉川　雄一郎1、中溝　玲1、村田　正治4、富川　盛雅2、吉本　幸司1、
溝口　昌弘1、佐々木　富男1、橋爪　誠2

 SCS-O35-4 インドシアニン・グリーンとフルオレセインによる動注蛍光脳血管撮影の対比
Intra-arterial injection fluorescence cerebral angiography using indocyanine green and 
fluorescein sodium

福島赤十字病院 脳神経外科

鈴木　恭一、市川　剛、渡部　洋一

 SCS-O35-5 脳血管撮影定量ソフト；Flow insightの開発
Development of Blood Flow Quantitative Analysis Software; Flow Insight

旭川医科大学 脳神経外科

和田　始、鎌田　恭輔

 SCS-O35-6 演題取下げ

一般口演（SCS-O36） 14:30-15:30

脳卒中　モニタリング2

座長：黒岩　敏彦（大阪医科大学 脳神経外科）

 SCS-O36-1 脳動脈瘤手術における術中各種モニタリングの有用性
Usefulness of intraoperative monitoring for aneurysm surgery

山梨大学 医学部 脳神経外科

西山　義久、金丸　和也、吉岡　秀幸、橋本　幸治、八木　貴、堀越　徹、木内　博之

 SCS-O36-2 安全な遮断時間はどのくらいか？－クリッピング手術におけるMEPを用いた検討－
How long time is safe temporary occlusion ? - examination of safe time for temporary 
clipping with motor evoked potential. in aneurysm surgery -
1秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科、2秋田県立脳血管研究センター 臨床工学室

田邉　淳1、石川　達哉1、吉岡　喜美雄2、師井　淳太1、引地　堅太郎1、鈴木　明文1

 SCS-O36-3 未破裂動脈瘤クリッピング術における術中MEPの検討： 
経頭蓋刺激法と脳表直接刺激法との併用
Evaluation of use with transcranial and direct MEP monitoring during unruptured aneurysm 
surgery
1水戸ブレインハートセンター、2ブレインピア南太田

原田　洋一1、宇都宮　利史1、山下　圭一1、熊切　敦1、林　基高1、伏原　豪司1、 
河野　拓司2

K会場 （紅玉）



STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－

 SCS-O36-4 脳動脈瘤手術における術中運動誘発電位（MEP）： 
経頭蓋刺激法と直接脳表刺激法の相違点と併用の有用性
Evaluation of combined use and comparison between trans-cranial and direct cortical motor 
evoked potential (MEP) monitoring during aneurysm surge
1奈良県立医科大学 脳神経外科、2奈良県立医科大学 麻酔科

本山　靖1、川口　昌彦2、西村　文彦1、弘中　康雄1、朴　永銖1、中瀬　裕之1

 SCS-O36-5 脳動脈瘤手術における下肢運動誘発電位（MEP）モニタリングの有用性
Intraoperative monitoring of lower extremity motor-evoked potentials by direct cortical 
stimulation in aneurismal surgery

山口大学 医学部附属病院 脳神経外科

藤井　正美、丸田　雄一、井本　浩哉、田中　信宏、杉本　至健、五島　久陽、 
末廣　栄一、小泉　博靖、野村　貞宏、鈴木　倫保

 SCS-O36-6 IC-paraclinoid動脈瘤に対するVEPモニタリングの有用性
Effectiveness of VEP monitoring during Paraclinoid Anuerism
1東京女子医科大学 脳神経外科、2東京女子医大八千代医療センター

阿部　圭市1、山口　浩司1、川島　明次1、乙供　大樹1、佐藤　慎祐1、小林　智範1、 
田中　雅彦1、川俣　貴一2、岡田　芳和1

一般口演（SCS-O37） 15:30-16:30

脳虚血　血管内治療、その他
座長：吉田　昌弘（大崎市民病院 脳神経外科）

 SCS-O37-1 頭蓋内動脈硬化病変に対するステント留置術の検討
Stenting for atherosclerotic intracranial arterial stenosis

国立循環器病研究センター 脳神経外科

森田　健一、飯原　弘二、佐藤　徹、石井　大造、小林　紀方、丸山　大輔、山内　圭太、
濱野　栄佳、高田　茂樹、片岡　大治

 SCS-O37-2 症候性頭蓋内血管高度狭窄症に対する脳血管内治療の有効性と課題
Validity and subjects for neuro-endovascular therapy of intracranial arterial severe stenosis

ソウル国立大学盆唐病院 脳神経外科

金　相年、O-ki Kwon

 SCS-O37-3 頭蓋内内頚動脈動脈硬化性狭窄病変に対するステントを用いた経皮的血管形成術
Endovascular treatment with PTA/stent for intracranial ICA atherosclerotic stenosis 

天神会新古賀病院脳卒中脳神経センター

伊藤　理、井戸　啓介、石堂　克哉、一ツ松　勤

 SCS-O37-4 Hemodynamic compromised症例に対する亜急性期の血管内治療
Endovascular treatment for the intracranial stenosis with hemodynamic compromised
1国立病院機構仙台医療センター 脳神経外科 脳卒中センター、2東北大学大学院大学 神経外科学分野

木村　尚人1、江面　正幸1、新妻　邦泰1、藤村　幹1、上之原　広司1、冨永　悌二2

K会場 （紅玉）



STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－STROKE2013STROKE2013 進化する脳卒中治療－多分野とのcrosstalk－

 SCS-O37-5 脳梗塞超急性期の頚動脈ステント留置術
Urgent stenting for patients with acute cerebral stroke due to atherosclerotic occlusive 
lesions of carotid artery
1医療法人社団敬誠会合志病院 脳神経外科、2兵庫医科大学 脳神経外科

阪本　大輔1、松本　強1、内田　和孝2、白川　学2、前野　和重2、有田　憲生2

 SCS-O37-6 急性期～亜急性期頸動脈ステント留置術の成績
The effect of acute or subacute carotid artery stenting

和歌山県立医科大学 医学部 脳神経外科

河邉　理恵、梅嵜　有砂、平山　勝久、増尾　修、松本　博之、中尾　直之

K会場 （紅玉）


