
種別 演者名 演題名 学会名

国際

学会

Nakamura A, Yasaka M,Gotoh S,  
Nakanishi Y, Kuwashiro T, Okada 
Y

Cerebral microbleeds and chronic kidney disease in 
patients with first-ever acute ischemic stroke or 
transient ischemic attack

International Stroke Conference 
Los Angels,2018, 1,

国際

学会

Nakamura K, Ikeuchi T, Zhang P, 
Rhodes C, Chiba Y, Ago T, 
Mukouyama YS, Yamada Y

Perlecan regulates pericyte dynamics in the repair 
process of the blood-brain barrier against ischemic 
stroke

International Stroke Conference 
2018, Los Angeles, CA, USA, 
2018,2

国際

学会

Wada S, Yoshimura S, Inoue M, 
Matsuki T, Arihiro S, Koga M, 
Makino H, Hosoda K, Ihara M, 
Toyoda K

Outcome prediction in acute stroke patients by 
continuous glucose monitoring for acute stroke 
patients receiving latest treatment (COMPLEAT 
Study)

International Stroke Conference 
2018, Los Angeles, CA, USA, 
2018,2

国際

学会

Wada S, Koga M, Nakamura Y, 
Makita N, Ide T, Yamaguchi Y, 
Ihara M, Toyoda K

Arterial velocity on carotid ultrasonography can 
predict the stenosis progression in patients with 
vertebro-basilar artery dissection

International Stroke Conference 
2018, Los Angeles, CA, USA, 
2018,2

国際

学会

Sakai S, Osaki M, Kimura S, Hidaka 
M, Arakawa S, Ago T, Matsuo R, 
Kamouchi M, Kitazono T

Prognosis in mild or rapidly improving ischemic
stroke not treated with recombinant tissue
plasminogen activator: Fukuoka Stroke Registry

International Stroke Conference 
2018, Los Angeles, CA, USA, 
2018,2

国際

学会

Kimura S, Osaki , Sakai S, Hidaka 
M, Arakawa S, Matsuo R, 
Kamouchi M, Ago T,  Kitazono T

Secondary prevention and prognosis in ischemic 
stroke patients with atrial fibrillation and 
atherothrombotic disease：Fukuoka Stroke Registry

27th European Stroke Conference, 
Athens, Greece, 2018, 4

国際

学会

Matsuo R, Ago T, Hata J, Wakisaka 
Y, Kuroda J,  Kitazono T, Kamouch 
Mi

Insulin resistance and clinical outcomes after acute 
ischemic stroke

4th European Stroke Organization 
Conference, Gothenburg, Sweden, 
2018, 5

国際

学会

Miyazaki Y, Metoki N, Iguchi Y, 
Yasaka M, Okada Y, Nagatsuki K, 
Toyoda K

Detection of atrial fibrillation using 7-day holter
monitor in patients with embolic stroke of
undetermined source

4th European Stroke Organization 
Conference, Gothenburg, Sweden, 
2018, 5

国際

学会

Kumamoto M, Toyoda K, Wada S, 
Tagawa N, Matsuki T, Okamoto A, 
Toshiyuki M, Ihara M, Koga M

Association of post-stroke disability with plasma 
concentration and anti-Xa activity of Apixaban

4th European Stroke Organization 
Conference, Gothenburg, Sweden, 
2018, 5

国際

学会

Shijo M, Tachibana M, Ago T, 
Kitazono T, Honda H, Suzuki SO, 
Iwaki T

Upregulation of annexin A1 in reactive astrocytes at 
the boundaries of human brain infarcts <poster>

19th International Congress of 
Neuropathology, Tokyo, 2018，9

国際

学会

Mori S, Watanabe A, Shijo M, 
Honda H, Suzuki SO, Sasagasako 
N, Iwaki T

An autopsy case of SPG11 with peculiar p62-
immunopositive intracytoplasmic inclusions 
<poster>

19th International Congress of 
Neuropathology, Tokyo, 2018，9

国際

学会

Hommyo R, Suzuki SO, 
Abolhassani N, Hamasaki H, Shijo 
M, Maeda N, Honda H, Nakabeppu 
Y, Iwaki T

Expression of CRYM in different rat organs during 
development and its decreased expression in 
degenerating pyramidal tracts in amyotrophic lateral 
sclerosis <poster>

19th International Congress of 
Neuropathology, Tokyo, 2018，9

国際

学会

Hidaka M, Osaki M, Yokoi M, Kuwano M, Mezuki S, Arakawa SA case of Akin moyamoya disease with 
hyperthyroidism

Asia Pacific Stroke Conference,l 
Jakarta, Indonesia, 2018, 9

国際

学会

Matsuo R, Michikawa T, Ago T, 
Ueda K, Yamasaki S, Nitta H, 
Takami A, Kitazono T, Kamouchi M

Short-term exposure to fine particulate matter 
(PM2.5) and risk of ischemic stroke in Japan 
<poster＞

11th Word Stroke Congress, 
Montreal, Canada, 2018, 10

国際

学会

Tomoda M, Yasaka M, Nakanishi 
Y, Nakamura A, Gotoh S, 
Kuwashiro T, Okada Y

Are there any differences between anticoagulant 
effect at peak concentration of DOAC and that at 
trough in patients treated with DOAC ?

11th World Stroke Congress, 
2018,10,

国内

学会

鴨川徳彦, 上床武史, 菊池嘉朋, 西
原雄之介, 安座間真也, 木附信二, 
相部仁, 杉森宏

尿路感染症との鑑別を要した肝内門脈肝静脈短

絡による肝性脳症の１例

第320回日本内科学会九州地方
会, 福岡, 2018, 1

国内

学会

水戸大樹，大屋祐一郎，牧原典

子，森田隆雄，脇坂佳世，竹迫仁

則

ダビガトラン内服中に発症した超急性期脳梗塞に

対する血栓溶解療法の前にイダルシズマブを使

用した一例

第320回日本内科学会九州地方
会, 福岡, 2018, 1



国内

学会

岡﨑裕子、清原卓也、横井未央、

榊佑介、熊井康敬

偽性アルドステロン症に伴ううっ血性心不全が契機

となり発症した急性期アテローム血栓性脳梗塞の

１例

第320回日本内科学会九州地方
会，福岡，2018,1

国内

学会

林田裕一、北原佑輔、永松由衣、

熊井康敬

急性期脳梗塞患者の顎関節脱臼に対して多職種

協働でアプローチした１例

第5回慢性期リハビリテーション学
会，横浜，2018,2

研究

会そ

の他

黒木亮太,津本智幸,宮﨑雄一,中村麻
子,後藤聖司,桑城貴弘,矢坂正弘,岡
田靖

発症・最終健常時刻から6時間以上経過した主幹
動脈閉塞症例に対する緊急血管内血行再建術の

治療成績

第43回日本脳卒中学会, 
2018,03, 福岡

研究

会そ

の他

津本智幸,黒木亮太,宮崎雄一,後
藤聖司,桑城貴弘,矢坂正弘岡田　
靖

当センターにおける脳主幹動脈閉塞症に対する

再灌流療法の現状と今後

第43回日本脳卒中学会, 福
岡,2018,3,

研究

会そ

の他

黒木亮太,津本智幸,宮﨑雄一,中
村麻子,後藤聖司,桑城貴弘,矢坂　
正弘,岡田靖

診療時間外の来院が緊急血管内血行再建術の治

療タイムライン,治療成績に与える影響
第43回日本脳卒中学会、 
2018,3, 福岡

研究

会そ

の他

黒木亮太,宮﨑雄一,津本智幸 硬膜動静脈瘻に合併した頭蓋内圧亢進を伴う右

横静脈洞狭窄に対してステント留置術を施行した

一例

第128回日本脳神経外科学会　
九州支部会,2018,3

研究

会そ

の他

山城貴之,桑城貴弘,中西泰之,中
村麻子,後藤聖司,矢坂正弘,岡田
靖

大動脈原性脳塞栓症における3ヶ月後転帰既定
因子の検討

第43回日本脳卒中学会, 2018,3,
福岡

研究

会そ

の他

中村麻子,矢坂正弘,中西泰之,後
藤聖司,桑城貴弘,岡田靖

抗凝固療法中の脳梗塞・TIA症例における脳微小
出血と抗凝固薬の種類・強度との関連

第43回日本脳卒中学会, 2018,3,
福岡

研究

会そ

の他

柴田曜,桑城貴弘,中西泰之,中村
麻子,後藤聖司,矢坂正弘,岡田靖

DOAC療法中に発症した脳梗塞患者における梗
塞サイズ・神経学的重症度に影響する内服関連

因子の検討

第43回日本脳卒中学会, 2018,3,
福岡

国内

学会

緒方 利安,松尾 龍,吾郷 哲朗,坪井 
義夫,北園 孝成,鴨打 正浩

脳梗塞患者の入院時アルブミンと予後の検討　－

Fukuoka Stroke Registry－
第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

緒方利安,松尾龍,吾郷哲朗,鴨打
正浩,坪井義夫,北園孝成,

急性期脳梗塞患者における入院時アルブミンと予

後の検討　－Fukuoka Stroke Registry－
第43回日本脳卒中学会学術集
会,福岡 2018,3

国内

学会

松尾 龍,吾郷 哲朗,秦 淳,脇坂 義
信,黒田 淳哉,鴨打 正浩,北園 孝成

インスリン抵抗性が急性期脳梗塞後の転帰に与え

る影響：the Fukuoka Stroke Registry
第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

上床武史, 溝上泰一朗, 坂田修治, 
松本健一, 古川隆, 江橋諒, 美奈川
拡, 髙島洋, 木附信二, 鴨川徳彦, 
杉森宏

M2以遠の分枝閉塞に対する緊急血行再建術の
適応についての検討

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

生野 雄二,松尾 龍,杉森 宏,脇坂 
義信,黒田 淳哉,吾郷 哲朗,鴨打 正
浩,北園 孝成

未破裂脳動脈瘤を合併した脳梗塞患者に対する

抗血栓療法の安全性：Fukuoka Stroke Registry 
(FSR)

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

由比智裕, 古田芳彦, 向井直子, 平
川洋一郎, 吾郷哲朗, 北園孝成, 二
宮利治

地域一般住民における脳動脈瘤の有病率-久山
町研究-

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

岡田卓也, 北村泰祐, 三本木良紀, 
山内雄介, 甲斐達也, 井上靖, 北山
次郎

蛋白漏出性胃腸症による脳梗塞をきたした全身性

エリテマトーデス・抗リン脂質抗体陰性患者の一例

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

古田芳彦, 秦淳, 平林直樹, 由比智
裕, 向井直子, 平川洋一郎, 吾郷哲
朗, 北園孝成, 二宮利治

地域高齢住民における大脳白質病変の危険因子

の検討：久山町研究

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

徳永敬介, 波多野武人, 東英司, 鎌
田貴彦, 舟越勇介, 橋川拓郎, 瀧田
亘, 千原英夫, 安藤充重, 坂真人, 
永田泉

未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療における術後

DWI高信号域の関連因子

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3



国内

学会

徳永敬介, 波多野武人, 東英司, 鎌
田貴彦, 舟越勇介, 橋川拓郎, 瀧田
亘, 千原英夫, 安藤充重, 坂真人, 
永田泉

急性期血行再建術を施行された超急性期脳梗塞患者

における発症前CHADS2スコアと退院時転帰の関連
第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

三浦聖史, 宮田隆司, 松元秀次, 下
堂薗恵

脳卒中リハビリテーションにおけるQuality Indicator 第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

前田花佳, 桑城貴弘, 矢坂正弘, 中
西泰之, 中村麻子, 後藤聖司, 岡田
靖

非弁膜症性心房細動に伴う心原性脳塞栓症の発

症時重症度と発症前抗凝固療法の関連に関する

研究

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

高木勇人, 有廣昇司, 友原沙織, 村
尾惠, 鶴崎雄一郎, 荒川修治

当院におけるTrousseau症候群の治療成績 第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

植木香奈, 桑城貴弘, 中村麻子, 矢
坂正弘, 前田花佳, 中西泰之, 後藤
聖司, 岡田靖

虚血性脳卒中患者における脳微小出血の数と腎

機能障害の関係

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

坂井 翔建,大崎 正登,木村 俊介,日
高 壮意,荒川 修治,古田 芳彦,吾郷 
哲朗,尾 龍,鴨打 正浩,北園 孝成

頭蓋内脳動脈解離による虚血性脳卒中に対する

rt-PA投与と有効性・安全性の検討：Fukuoka 
Stroke Registry

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

東英司, 波多野武人, 坂真人, 安藤
充重, 千原英夫, 瀧田亘, 徳永敬
介, 橋川拓郎, 舟越勇介, 鎌田貴
彦, 永田泉

未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療における周

術期虚血性合併症の検討

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

東英司, 波多野武人, 坂真人, 安藤
充重, 千原英夫, 瀧田亘, 徳永敬
介, 橋川拓郎, 舟越勇介, 鎌田貴
彦, 永田泉

茎状突起過長症に伴い頚部内頚動脈解離を呈し

た2例
第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

田川直樹, 和田晋一, 松木孝之, 岡
田卓也, 熊本将也, 岡本章, 宮田
敏, ,佐藤祥一郎, 猪原匡史, 豊田
一則

頭蓋内出血発症後早期のXa阻害薬開始例にお
ける導入後の抗Xa活性と出血/虚血合併症

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

脇坂佳世, 牧原典子, 森田隆雄, 大
屋祐一郎, 竹迫仁則

当院の脳梗塞患者における摂食嚥下障害へのア

プローチ

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

田川直樹 カルシニューリン阻害薬によりけいれん発作を繰り

返した薬剤性脳症の一例

第110回日本神経学会近畿地方
会, 京都, 2018, 3

国内

学会
友原沙織

,
亀田勝治, 高原健太, 髙

木勇人,  芳賀 整, 有廣昇司
患側半球がASL高信号を呈した右内頸動脈狭窄
の一例

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

鴨川徳彦, 上床武史, 木附信二, 杉
森宏

脳出血急性期の頭部MRIにおける虚血病変の臨
床的特徴についての検討

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

鴨川徳彦, 上床武史, 溝上泰一朗, 
江橋諒, 坂田修治, 木附信二, 榊祐
介, 東英司, 髙島洋, 杉森宏

左肺癌胸腔鏡下手術後に発症した脳塞栓症に血

栓回収を行った２例

第27回日本脳神経血管内治療
学会九州地方会, 福岡, 2018,3

国内

学会

大屋 祐一郎,牧原 典子,松尾 龍,森
田 隆雄,脇坂 佳世,吾郷 哲朗,竹迫 
仁則,鴨打 正浩,北園 孝成

BUN/Crと虚血性脳血管障害後の短期的予後の
検討: Fukuoka Stroke Registry

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

大屋祐一郎, 牧原典子, 森田隆雄, 
脇坂佳世, 竹迫仁則

ダビガトラン内服中に発症した超急性期脳梗塞に

対する血栓溶解療法の前にイダルシズマブを使

用した一例

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

榊佑介, 横井美央, 清原卓也, 熊井
康敬

Branch atheromatous disease患者の急性期におけ
る症候増悪因子の検討

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

横井美央, 榊佑介, 清原卓也, 熊井
康敬

急性期脳梗塞患者における心不全の機能予後へ

の影響

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

木村 俊介,大崎 正登,坂井 翔建,日
高 壮意,荒川 修治,松尾 龍,鴨打 
正浩,吾郷 哲朗,北園 孝成

心房細動とアテローム血栓症を併せ持つ虚血性

脳卒中患者の二次予防と予後:Fukuoka Stroke 
Registry

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3



国内

学会

木附信二, 鴨川徳彦, 上床武史, 杉
森宏

Posterior Reversible Encephalopathy 
Syndrome(PRES)における血管拡張・攣縮の経過
をArterial Spin Labeling(ASL)で確認し得た１例

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

徳永敬介,波多野武人,東英司,鎌
田貴彦,舟越勇介,橋川拓郎,瀧田
亘,千原英夫,安藤充重,坂真人,永
田泉

未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療における術

後MRI拡散強調画像高信号域の関連因子
第43回日本脳卒中学会,2018,3

国内

学会

日高壮意, IgG4関連疾患に重症筋無力症を合併した一例 第28回日本老年医学会九州地
方会, 沖縄, 2018, 3

国内

学会

森田隆雄, 牧原典子, 大屋祐一郎, 
脇坂佳世, 竹迫仁則

当院における心房細動合併非心原性脳梗塞に対

する退院時抗血栓療法の現状

第43回日本脳卒中学会学術集
会, 福岡, 2018, 3

国内

学会

緒方利安 脳出血の内科治療 第43回日本脳卒中学会学術集
会（教育演）,福岡,2018,3

国内

学会

山城貴之,桑城貴弘,友田昌徳,中
西泰之,中村麻子,後藤聖司,矢坂
正弘,岡田靖

ダビガトランによる心内血栓の消失を確認し得た急

性期心原性脳塞栓症の1例
第221回日本神経学会　九州地
方会,2018,3,福岡

国内

学会

Ago T, 「Oxidative stress and disease」Nox4 promotes 
neural stem/precursor cell proliferation and 
neurogenesis in the hippocampus.(英語・シンポジウ
ム)

第95回日本生理学会大
会,2018,3,高松

国内

学会

有廣昇司,鶴﨑雄一郎,村尾恵, 高
木勇人, 友原沙織, 荒川修治

脳梗塞・TIA患者における危険因子の管理状況 第115回日本内科学会総会, 京
都, 2018, 4

国内

学会

吾郷哲朗 脳虚血病態におけるペリサイトの多様な役割　＜

シンポジウム＞－脳虚血病態の基礎から

translational researchへ

第59回日本神経学会学術大会, 
札幌, 2018, 5

国内

学会

Ogata T, Tsuboi Y, Takahara M, 
Morishita T, Abe H, Higashi T, 
Inoue T

The clinical findings and treatment of bilateral 
vertebral artery dissection.

第59回 日本神経学会学術集会,
札幌,2018,5

国内

学会

緒方利安 急性期以降の内科治療、最新の話題（教育コー

ス）

第59回日本神経学会学術集会,
札幌,2018,5

国内

学会

熊井康敬, 石川英一, 横井未央, 榊
佑介, 清原卓也

急性期脳梗塞患者における譫妄発症の予測因子

の検討 ＜ポスター＞
第59回日本神経学会学術大会, 
札幌, 2018, 5

国内

学会

司城昌大 15歳女性　脳幹部腫瘍：Post-transplant 
lymphoproliferative disorderの1例

第363回日本病理学会九州沖縄
支部スライドコンファレンス, 福岡, 
2018, 5

国内

学会

熊本将也, 豊田一則,  和田晋一, 
田川直樹, 松木孝之, 岡田卓也, 岡
本章, 宮田敏行, 猪原匡史, 古賀政
利

脳梗塞発症後の身体活動性とアピキサバンの血

中濃度、抗Xa活性の関連
第59回日本神経学会学術大会, 
札幌, 2018, 5

国内

学会

前田花佳, 桑城 貴弘, 松尾 龍, 矢
坂 正弘, 中西 泰之, 中村 麻子, 後
藤 聖司, 吾郷 哲朗, 鴨打 正浩, 岡
田 靖, 北園 孝成

認知機能と脳卒中再発の関連について　-
Fukuoka Stroke Registry-

第59回日本神経学会学術大会, 
札幌, 2018, 5

国内

学会

植木香奈, 桑城 貴弘, 松尾 龍, 矢
坂 正弘, 中西 泰之, 中村 麻子, 後
藤 聖司, 吾郷 哲朗, 鴨打 正浩, 岡
田 靖, 北園 孝成

推定糸球体濾過量(eGFR)と脳梗塞再発の関連　
Fukuoka Stroke Registry

第59回日本神経学会学術大会, 
札幌, 2018, 5

国内

学会

七田　崇 脳内炎症の収束過程に関わるリポクオリティ 第60回日本脂質生化学会, 東京, 
2018, 5

国内

学会

吾郷哲朗 ESUSの定義． (シンポジウム) 第5回日本心血管脳卒中学会学
術集会,2018,6,東京

国内

学会

吾郷哲朗 脳血管障害における脂質異常症管理の意義, (ス
ポンサー・セミナー)

第5回日本心血管脳卒中学会学
術集会,2018,6,東京



国内

学会

横山葉子, 井林雪郎 抗血栓薬の使用と抜歯の安全性：脳卒中診療の

立場から

第36回日本顎咬合学会学術大
会, 東京, 2018, 6

国内

学会

横山葉子、鍵山智子、砥上妃美

子、郷田治幸、渡邊義将、石松義

弘、佐竹孝之、井林雪郎

高齢骨折患者に対する摂食機能療法現状および

今後の課題

第55回日本リハビリテーション医
学会学術集会, 福岡, 2018, 6

国内

学会

中村晋之, 吾郷 哲朗, 平澤 恵理, 
向山 洋介, 山田 吉彦

細胞外マトリックス蛋白Perlecanは脳梗塞後のペリ
サイトの遊走を促進し、血液脳関門の修復に関与

する

第50回日本結合織学会学術大
会, 福岡, 2018, 6

国内

学会

宮崎 雄一, 吉野 文隆, 黒木 亮太, 
桑城 貴弘, 中溝 玲, 津本 智幸, 矢
坂 正弘, 岡田 靖

血行再建と超音波 血管造影によるNASCET狭窄
率を基にした頸動脈血行再建術の適応決定

第37回日本脳神経超音波学会
総会, 神戸, 2018, 6

国内

学会

和田晋一, 古賀政利, 豊田一則, 峰
松一夫, 鈴木理恵子, 鍵村達夫, 細
見直永, 丸山博文, 松本昌泰

プラバスタチン長期投与患者における登録時内中

膜複合体厚と脳卒中再発の関係: J-STARS Echo
研究

第37回日本脳神経超音波学会
総会, 神戸, 2018, 6

国内

学会

和田晋一, 古賀政利, 中村祐貴, 蒔
田直輝, 井手俊宏, 山口佳剛, 猪原
匡史,  豊田一則

頭蓋内椎骨動脈解離患者におけるMRAでの血
管形態変化に対する頚動脈エコーの有用 性の検
討

第37回日本脳神経超音波学会
総会, 神戸, 2018, 6

国内

学会

古森元浩,  吾郷 哲朗, 立花 正輝, 
吉川 容司, 芝原 友也, 山中 圭, 脇
坂 義信, 黒田 淳哉, 北園 孝成

マウス脳梗塞モデルに対する経口Xa因子阻害薬
投与が線維化・修復過程に与える影響

第40回日本血栓止血学会学術
集会, 札幌, 2018, 6

国内

学会

三浦聖史, 宮田隆司, 松元秀次, 下
堂薗恵

脳卒中リハビリテーションにおけるQuality Indicator 第55回日本リハビリテーション医
学会学術集会,福岡,2018, 6

国内

学会

橋本剛, 福田賢治, 古賀統之, 高島
正光, 金沢信, 松木孝之, 松下知
永, 福嶌由尚, 坂井英生, 高橋研
二, 木村芳三, 今村豊

IgH遺伝子再構成を認めて診断し得た、炎症性脱
髄性病変を伴う中枢神経系原発悪性リンパ腫の一

例

第222回日本神経学会九州地方
会, 佐賀, 2018, 6

国内

学会

吉野文隆, 桑城貴弘,湧川佳幸,友
田昌徳,中西泰之,中村麻子 ,後藤
聖司,中溝玲,津本智幸,矢坂正弘,
岡田靖

非破裂脳動脈瘤に対する長期外来観察　～内科

で観察した非破裂脳動脈瘤の診療状況～

第27回日本脳ドック学会総会, 盛
岡, 2018, 6

国内

学会

木附信二, 上床武史, 溝上泰一朗, 
桃崎明彦, 松本健一, 坂田修治, 高
島洋,  田中宏枝, 鴨 徳彦, 杉森宏

頚動脈エコーによる頚動脈ステント留置後の過灌

流現象評価に関する検討

第37回日本脳神経超音波学会
総会, 神戸, 2018, 6

国内

学会

緒方利安, 天本宇昭, 坂田則行, 嶋
田裕史, 井上亨, 坪井義夫

頚動脈プラーク内新生血管と病理学的不安定性

の関連についての検討

第37回日本脳神経超音波学会
総会, 神戸, 2018, 6

国内

学会

緒方利安, 天本宇昭,坂田則行,
嶋田裕史, 井上亨,坪井義夫,

頸動脈プラーク内新生血管と病理学的不安定性

の関連についての検討.
第37回 日本脳神経超音波学会
総会,神戸,2018,6

国内

学会

緒方利安, 合馬慎二, 坪井義夫, 井
上亨, 渡邊淳子

脳主幹動脈病変を有する患者の後頭葉の脳血流

と認知機能の関連性.
第60回 日本老年医学会学術集
会,京都,2018,6

国内

学会

熊本将也, 斎藤こずえ, 山上宏, 阿
部宗一郎, 猪原匡史, 豊田一則

Vector Flow Mappingを用いた頚動脈プラークに
おけるwall shear stress評価の試み

第37回日本脳神経超音波学会
総会, 神戸, 2018, 6

国内

学会

鍵山智子,横山葉子,砥上妃美子,
郷田治幸,渡邊義将,石松義弘,佐
竹孝之,長尾哲彦,井林雪郎

上肢痙縮に対するA型ボツリヌス毒素治療による
歩行機能改善の評価

第55回日本リハビリテーション医
学会,学術集会,福岡,2018,6

国内

学会

坂口萌, 黒田淳哉, 保田宗紀, 陣内
重郎, 立花正輝, 村谷陽平, 中根
博, 大城真也, 細谷まろか, 小池明
広

カルバマゼピンによる洞不全症候群を契機に心原

性脳塞栓症をきたした一例

第222回日本神経学会九州地方
会, 佐賀, 2018, 6

国内

学会

友寄龍太,桑城貴弘,森興太,徳永
敬介,船水章央,徳永敬介,後藤聖
司,矢坂正弘,岡田靖

治療抵抗性心原性脳塞栓症に対してダビガトラン

投与により左心耳内血栓の消失を得た1例
第222回日本神経学会　九州地
方会, 2018,6,佐賀

国内

学会

七田　崇 脳と無菌的炎症 第41回日本神経科学大会, 神戸, 
2018, 7



国内

学会

日高壮意, 大﨑正登, 横井美央, 桑
野幸, 賣豆紀智美, 荒川修治

血栓回収術後に再閉塞を来した心原性脳塞栓症

の一例

第28回日本脳神経血管内治療
学会九州地方会,福岡,2018,8

国内

学会

入江ひろみ,森真由美, 小田太士,
佐久川明美

fMRI所見をもとに施行した経頭蓋直流電気刺激
が有用であった失語症の一例

第44回日本リハビリテーション医
学会九州地方会, 大分, 2018, 9

国内

学会

金沢信, 福田賢治, 松下知永, 松木
孝之, 古賀統之, 木村俊介, 木附信
二, 福嶌由尚

発作性に異常行動を繰り返しながら認知機能障害

が進行した成人型神経核内封入体病の一例

第223回日本神経学会九州地方
会, 鹿児島, 2018, 9

国内

学会

上床武史, 溝上秦一郎, 坂田修治, 
松本健一, 古川隆, 桃崎明彦, 上床
希久,高島洋,　橋本剛, 大屋祐一
郎, 杉森宏

急性期脳卒中疑い症例の搬送先選定についての検討第41回佐賀救急医学会,佐賀, 
2018, 9

国内

学会

吾郷哲朗 「脳循環代謝の基礎　脳虚血の病態生理」(教育
講演)

第１回 日本神経学会特別教育研
修会：脳卒中コース．2018.9.17 
東京

国内

学会

榊佑介, 徳永敬介, 森興太, 船水章
央, 後藤聖司, 桑城貴弘, 矢坂正
弘, 岡田靖

t-PA静注療法による症状改善後に再増悪を来し
たcalcified cerebral emboliの一例

第223回日本神経学会九州地方
会, 鹿児島, 2018, 9

国内

学会

七田　崇 脳梗塞における無菌的炎症のメカニズム 第61回日本神経化学大会, 神戸, 
2018, 9

国内

学会

七田　崇 Sterile inflammation induced by ischemic brain cell 
death

第91回日本生化学会大会, 京都, 
2018, 9

国内

学会

桑城貴弘, 矢坂正弘, 森興太, 船水
章央, 徳永敬介, 後藤聖司, 岡田靖

急性期意識障害症例の鑑別に頭部MR arterial 
spin labeling(ASL)が有効であった症例

第61回日本脳循環代謝学会学
術集会, 盛岡, 2018, 10

国内

学会

芝原友也, 吾郷 哲朗, 高島 正光, 
山中 圭, 古森 元浩, 中村 晋之, 脇
坂 義信, 北園 孝成

PDGFRβは脳梗塞後の脳血流回復を促進し組織
修復および機能回復に寄与する

第61回日本脳循環代謝学会学
術集会, 盛岡, 2018, 10

国内

学会

日高壮意, 大崎正登, 横井美央, 桑
野幸, 賣豆紀智美, 荒川修治

Basedow病の治療により、もやもや病の血管狭窄
が改善した一例 ＜ポスター＞

第61回日本脳循環代謝学会学
術集会, 盛岡, 2018, 10

国内

学会

緒方利安 心原性脳塞栓症.（ランチョンセミナー） 日本超音波医学会第28回九州
地方会,2018,10

国内

学会

坂井翔建, 波多野武人, 安藤充重, 
千原英夫, 小倉健紀, 山上敬太郎, 
近藤大祐, 鎌田貴彦, 東英司, 阪本
宏樹

短期間に複数回の急性血行再建術を要した4症
例の検討

第77回日本脳神経外科学会学
術総会,仙台, 2018, 10

国内

学会

桑城貴弘,矢坂正弘,森興太,船水
章央,徳永敬介,後藤聖司,岡田靖

急性期意識障害症例の鑑別に頭部MR arterial 
spin labeling (ASL)が有効であった症例

第61回日本脳循環代謝学会, 
2018,10,岩手

国内

学会

坂井翔建, 波多野武人, 安藤充重, 
千原英夫, 小倉健紀, 鈴木啓太, 山
上敬太郎, 近藤大祐, 鎌田貴彦, 東
英司, 阪本宏樹, 永田泉

血行再建術を行ったlow ASPECTS症例の特徴と
予後の検討

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会,仙台, 2018, 11

国内

学会

坂井翔建, 波多野武人, 安藤充重, 
千原英夫, 小倉健紀, 鈴木啓太, 山
上敬太郎, 近藤大祐, 鎌田貴彦, 東
英司, 阪本宏樹, 永田泉

当院におけるtandem occlusionに対する緊急血行
再建10例の検討

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会,仙台, 2018, 11

国内

学会

福嶌由尚, 金沢信, 松木孝之, 松下
知永, 福田賢治, 高橋研二

単純 CT と頸動脈エコーを用いた急性主幹動脈
閉塞の診断 ＜ポスター＞

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会,仙台, 2018, 11

国内

学会

上床武史, 溝上秦一郎, 坂田修治, 
松本健一, 古川隆, 桃崎明彦, 上床
希久, 橋本剛, 大屋祐一郎, 高島
洋, 杉森宏

Combined Technique と ADAPT の比較 ー 1Pass 
TICI3 へ与える影響ー

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会,仙台, 2018, 11

国内

学会

宮崎雄一, 中島弘淳, 原健太, 津本
智幸

急性期脳梗塞に対する血栓回収療法手技毎の再

開通率に関する検討

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会,仙台, 2018, 11



国内

学会

高木勇人, 友原沙織, 鶴崎雄一郎, 
白水寛理, 徳永聡, 芳賀整, 有廣昇
司

家族による牽引マッサージ後にbow hunter症候群 
(BHS) を来した1例

第323回日本内科学会九州地方
会, 鹿児島, 2018, 11

国内

学会

佐原範之, 竹本光一郎, 吉永貴哉, 
古賀崇久, 天本宇昭, 阪元政三郎

緊急血行再建術後に Mendelson 症候群で死亡し
た一例 ＜ポスター＞

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会,仙台, 2018, 11

国内

学会

植木香奈, 和田晋一, 吉川容司, 中
村晋之, 脇坂義信, 後藤健一, 吾郷
哲朗, 北園孝成

塞栓源不明脳塞栓症患者に同定されたProtein C
遺伝子変異(p.Lys193del)

第323回日本内科学会九州地方
会, 鹿児島, 2018, 11

国内

学会

東英司, 波多野武人, 安藤充重, 千
原英夫, 小倉健紀, 鈴木啓太, 山上
敬太郎, 近藤大祐, 鎌田貴彦, 坂井
翔建, 阪本宏樹, 永田泉

未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療後の脳微小

出血の変化

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会,仙台, 2018, 11

国内

学会

安部大介, 清原卓也, 脇坂佳世, 由
比智裕, 横井美央, 榊佑介, 熊井康
敬

Arterial Spin Labeling (ASL) が診断に有用であっ
た可逆性納花館攣縮症候群 (RCVS) による脳梗
塞の1例

第323回日本内科学会九州地方
会, 鹿児島, 2018, 11

国内

学会

田中里佳, 後藤聖司, 塚本真大,櫻
井立太, 荒木将裕, 友田昌徳, 安田
光宏, 高松学文

構音障害で発症し、 一過性脳虚血発作との 鑑別
を要した血管性浮腫の１例

第323回日本内科学会九州地方
会, 鹿児島, 2018, 11

国内

学会

司城昌大，貞島祥子，馬場俊和，

南順也，渡邉充，松瀬大，吉良潤

一，岩城徹

髄膜脳脊髄炎の臨床診断にて全経過19日で死亡
した16歳男性の1剖検例

第108回日本神経病理学会九州
地方会，鹿児島，2018，12

国内

学会

村谷陽平, 立花正輝, 陣内重郎, 黒
田淳哉, 中根博, 田中恵理

抗NMDA受容体抗体脳炎を続発した単純ヘルペ
ス脳炎の一例

第224回日本神経学会九州地方
会, 熊本, 2018,12

国内

学会

森田隆雄,桑城貴弘,森興太,徳永
敬介,後藤聖司,矢坂正弘,岡田靖

Stanford A 偽腔開存型大動脈解離の偽腔内血栓
が塞栓源として考えられた脳梗塞の一例

第224回日本神経学会　九州地
方会,2018,12,熊本

国内

学会

船水章央,森興太,徳永敬介,後藤
聖司,桑城貴弘,矢坂正弘,岡田靖,
竹田章吾,石川謙介

一過性の精神運動興奮を契機に診断に至ったも

やもや病の一例

第224回日本神経学会　九州地
方会, 2018,12,熊本

研究

会そ

の他

黒木亮太,宮﨑雄一,津本智幸 皮質静脈逆流を伴うisolated sinusを呈したdural 
AVFに対してONYX、NBCAを用いた経動脈的
塞栓術を施行した一例

第26回日本脳神経血管内治療
学会九州地方会,2018,1

研究

会そ

の他

津本智幸,黒木亮太,宮崎雄一 Cavernous dural AVFの1例 ＩＡＮＳセミナー, 福岡,2018,1

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳虚血病態におけるペリサイトの挙動と役割 Neurovasacular unit研究会 2018, 
東京，2018,1

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳(血管障害)の立場からみた糖尿病とその治療の
考え方

第23回 脳と循環カンファレンス,
福岡,2018,1

研究

会そ

の他

黒田淳哉 高齢者を脳梗塞からどう守るか 〜FSRに見る抗
凝固療法の現状と課題〜

脳卒中診療を考える会 in 八幡, 
北九州, 2018, 1

研究

会そ

の他

湧川佳幸 ノックアウト型脳梗塞・心原性脳塞栓症 脳卒中UP TO DATE講演会, 大
分, 2018, 1

研究

会そ

の他

上床武史 脳疾患における薬剤治療関連の話題 SCU勉強会, 佐賀, 2018, 1

研究

会そ

の他

牧原典子 脳血管障害患者における降圧療法 福岡薬物治療研究会, 福岡, 
2018, 1

研究

会そ

の他

三本木良紀 患者背景に応じた適切な抗凝固薬選択の重要性 Stroke and Epilepsy Forum, 福岡, 
2018, 1



研究

会そ

の他

北村泰佑 DOAC時代の心原性脳塞栓症　～当院の診療実
績と課題～

RED CROSS Cerebrovascular 
SEMINAR, 福岡, 2019, 1

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳卒中の学問と診療〜この10年の劇的な変化を
振り返る〜

第31回 福岡東脳卒中の地域連
携の夕べ,福岡,2018,2

研究

会そ

の他

湧川佳幸 抗血栓療法による脳梗塞再発予防 第11回　北九州Neuroセミナー, 
北九州, 2018, 2

研究

会そ

の他

黒田淳哉 大切な人を脳梗塞から守るために 〜抗凝固療法

の現状と課題〜

抗凝固療法セミナー　〜脳保護

を考える〜, 久留米, 2018, 2

研究

会そ

の他

黒田淳哉 脳梗塞予防のための抗凝固療法　〜FSRから見た
現状と課題〜

血管機能異常と疾患を考える, 福
岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

黒田淳哉 Fukuoka Stroke Registryを通して日本人の抗凝固
療法を考える

第６回脳血管障害セミナー, 福岡, 
2018, 2

研究

会そ

の他

黒田淳哉 心房細動から脳を守るために 〜脳卒中診療の立

場から抗凝固療法を見つめ直す〜

心房細動診断率向上セミナー, 
福岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

黒田淳哉 大切な人を脳梗塞から守るために 〜抗凝固療法

の現状と課題〜

高齢者の脳を守る, 福岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

黒田淳哉 脳梗塞予防のためにできること 〜抗凝固療法の

現状とこれからへの期待〜

第２回Stroke Prevention Seminar 
in Saga, 佐賀, 2018, 2

研究

会そ

の他

緒方利安. 心原性脳塞栓症. Neurocardiology Seminar, 福
岡,2018,2

研究

会そ

の他

陣内重郎 脳卒中地域連携パスの運用状況について 第31回福岡東脳卒中の地域連
携の夕べ, 福岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

上床武史 脳卒中の臨床（診断から治療まで） 平成29年度放射線技師会県民
公開講座, 佐賀, 2018, 2

研究

会そ

の他

金澤有華 脳卒中と睡眠障害 第157回　北部カンファレンス, 古
賀, 2018, 2

研究

会そ

の他

三本木良紀 患者背景に応じた適切な抗凝固薬選択の重要性 Medical Street meeting 高齢者医
療を考える, 福岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

友原沙織 患側半球がASL高信号を呈した右内頸動脈狭窄
の一例

第3回QCC, 福岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

大屋祐一郎 ダビガトラン内服中に発症した超急性期脳梗塞に

対する血栓溶解療法の前にイダルシズマブを使

用した一例

Young Stroke Investigators 
Meeting, 福岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

大屋祐一郎 当院の高齢者てんかんに対する薬物治療の現状-
多剤併用の問題点

脳卒中病診連携フォーラム, 福
岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

榊佑介 低体温を呈する意識障害の2例 第3回QCC, 福岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

木附信二 経時的に主幹動脈病変が進行し、治療に難渋し

た抗リン脂質抗体症候群の１例

第3回QCC, 福岡, 2018, 2



研究

会そ

の他

森田隆雄 デキサメタゾンを併用し良好な転帰を辿ったヘル

ペス脳炎の一例

第3回QCC, 福岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

北村泰佑 皮疹を伴う感冒症状後に急性散在性脳脊髄炎を

発症した成人例

第５０回南区合同症例検討学術

会, 福岡, 2018, 2

研究

会そ

の他

津本智幸,徳永聡,鶴崎雄一郎,矢
坂正弘,岡田靖

TS dural AVFの 局所解剖と読影のポイント (好発
部位、関与する動脈など)Stent retrieverを用いた急
性期血行再建術

脳血管外科Forum 2018 Winter, 
大阪,2018,2

研究

会そ

の他

津本智幸,黒木亮太,宮﨑雄一 左ＩＣＡ閉塞の1例 第8回熱海脳血管内治療セミ
ナー, 熱海, 2018,2

研究

会そ

の他

黒木亮太,宮﨑雄一,津本智幸 対側内頚動脈慢性閉塞を有する前大脳動脈、中

大脳動脈塞栓症に対して緊急血管内治療を施行

した1例

FAST in FUKUOKA, 福岡,  
2018,3

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 Neurovascular Unit の概念に基づいた脳疾患診療 エーザイ・社内講演会,東京, 
2018,3

研究

会そ

の他

黒田淳哉 大切な人を脳梗塞から守るために 〜抗凝固療法

の現状と課題〜

南区認知症診療ネットワーク研

修, 福岡 2018, 3

研究

会そ

の他

陣内重郎 当院の現状とパーキンソン病への取り組み パーキンソン病治療を考える会, 
福岡, 2018, 3

研究

会そ

の他

上床武史 脳梗塞治療の最前線-好生館における血栓回収
療法

第29回脳卒中・地域連携パス合
同カンファレンス, 佐賀, 2018, 3

研究

会そ

の他

三本木, 良紀, 北村泰佑, 岡田卓
也, 北山次郎

内科治療抵抗性の症候性内頸動脈狭窄に対して

急性期にステント留置術を行った一例

第32回地域医療連携ワークショッ
プ, 福岡, 2018, 3

研究

会そ

の他

大屋祐一郎 ダビガトラン内服中に発症した超急性期脳梗塞に

対する血栓溶解療法の前にイダルシズマブを使

用した一例

沖縄県 Core Member Meeting, 那
覇, 2018, 3

研究

会そ

の他

山城貴之,桑城貴弘,宮﨑雄一,矢
坂正弘,岡田靖

緊急血管内再開通治療が有効であった、発症時

刻不明で大きな虚血コアを有した脳梗塞の1例
第6回九州脳卒中カンファレンス, 
福岡, 2018,3

研究

会そ

の他

中村麻子 虚血性脳卒中患者における脳微小進展への抗血

栓薬の関与に関する研究

第2回脳卒中分野NHOネットワー
クグループ会議, 福岡, 2018,3

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳虚血・再灌流療法に学ぶ 第13回脳卒中エキスパート・ミー
ティングー脳梗塞急性期治療を

考えるー,岡山,2018,4
研究

会そ

の他

吾郷哲朗 てんかんはなぜ起こるのか?　Neurovascular Unit 
の概念に基づいたてんかん発生機序の考察

認知機能研究会,福岡,2018,4

研究

会そ

の他

有廣昇司 リスクファクターの話題：高血圧と糖尿病 第14回北九州脳卒中公開セミ
ナー, 北九州, 2018, 4

研究

会そ

の他

桑城貴弘 MRIを用いた急性意識障害の診断とてんかん 第8回レインボーカンファレンス, 
福岡, 2018, 4

研究

会そ

の他

宮崎雄一 九州医療センターにおける急性期病院間連携と

血栓回収療法

第70回福岡CVDカンファレンス, 
福岡, 2018, 4

研究

会そ

の他

大屋祐一郎 ダビガトラン内服中に発症した超急性期脳梗塞に

対する血栓溶解療法の前にイダルシズマブを使

用した一例

シンポジウム「抗凝固療法中患者

への脳梗塞急性期再開通治療に

関する推奨」, 東京, 2018, 4



研究

会そ

の他

佐藤倫子 塞栓源不明脳塞栓症(ESUS)の実態について 塞
栓源別の転帰 －Fukuoka Stroke Registry(FSR)－

第32回認知機能障害と脳循環研
究会, 福岡, 2018, 4

研究

会そ

の他

前田花佳,桑城貴弘,松尾龍,矢坂
正弘,中西泰之,中村麻子,後藤聖
司,吾郷哲朗,鴨打正浩,岡田靖,北
園孝成

認知機能と脳卒中再発の関連について -Fukuoka 
Stroke Registry-

第59回日本神経学会学術大会, 
札幌,2018,5

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳梗塞の診断と治療 最近の話題を中心に 田川医師会学術講演会 田川
2018.5

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳血管障害と抗凝固療法 FUKUOKA ケーセントラ発売記
念講演会,福岡,2018,5

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 喫煙が虚血性脳卒中の発症と転帰に及ぼす影響

についての基礎ならびに臨床疫学研究

喫煙科学財団成果報告会,東
京,2018,5

研究

会そ

の他

黒田淳哉 脳梗塞予防のための抗凝固療法 〜現状と課題

〜

北部カンファレンス, 古賀, 2018, 5

研究

会そ

の他

湧川佳幸 ノックアウト型脳梗塞、知ってほしい心臓の病気と

脳梗塞の深い関係

第4回脳卒中公開市民講座in大
分, 大分, 2018, 5

研究

会そ

の他

桑城貴弘 九州医療センターにおけるケイセントラ使用症例

の検討

FUKUOKAケイセントラ発売記念
講演会, 福岡, 2018, 5

研究

会そ

の他

後藤聖司 血圧の調節が大切な心房細動からの脳卒中予防 福岡脳卒中市民公開講座, 福岡, 
2018, 5

研究

会そ

の他

宮﨑雄一 病院間の連携も進む脳梗塞急性期の血管内治療 ストップ！脳卒中～不整脈からの

脳卒中の予防と脳卒中急性期治

療～, 福岡, 2018,5
研究

会そ

の他

Tomoda M, Yasaka M,  Nakanishi 
Y, Nakamura A, Gotoh S, 
Kuwashiro T, Okada Y

In anticoagulation for acute ischemic stroke 
associated with NVAF, which is better, heparin or 
DOAC ?

第59回日本神経学会学術大会,
札幌, 2018,5

研究

会そ

の他

宮崎雄一 病院間の連携も進む脳梗塞急性期の血管内治療 福岡脳卒中市民公開講座, 福岡, 
2018, 5

研究

会そ

の他

津本智幸,中島弘淳,黒木亮太,宮
崎雄一

頚部内頸動脈閉塞症を伴うtandem occlusionに対
する治療戦略

第5回日本心血管脳卒中学会,東
京, 2018,6

研究

会そ

の他

山城貴之,桑城貴弘,友田昌徳,中
西泰之,中村麻子,後藤聖司,矢坂
正弘,岡田靖

心内血栓に対するDOACの影響 第37回日本脳神経超音波学会,
神戸, 2018,6

研究

会そ

の他

湧川佳幸 平成29年大分脳卒中市民公開講座の取り組み ストップ！NO卒中プロジェクト　
第11回エリアエキスパート会議, 
大阪, 2018, 6

研究

会そ

の他

黒田淳哉 糖尿病・生活習慣病と脳卒中 第19回粕屋・宗像・脳血管・神経
セミナー, 宗像, 2018, 6

研究

会そ

の他

黒田淳哉 脳卒中・認知症から身を守るために 〜糖尿病と

の深いかかわり〜

糖尿病患者会講演（あさの内科ク

リニック）, 古賀, 2018, 6

研究

会そ

の他

湧川佳幸 継ぎ目ない脳卒中治療をめざして　連携医療と慢

性期の再発予防

都城曽於脳卒中地域連携講演

会, 都城, 2018, 6



研究

会そ

の他

湧川佳幸 DOAC時代の抗凝固療法～日本人データをみて
考える～

京都医師会講演会, 行橋, 2018, 
6

研究

会そ

の他

佐原範之 きちんと知ろう不整脈と脳卒中　〜不整脈が引き

起こすノックアウト型脳梗塞〜

佐世保市民講座, 佐世保, 2018, 
6

研究

会そ

の他

立花正輝 高齢者の認知症とてんかんについて 福岡東脳卒中の地域連携の夕

べ, 古賀, 2018, 6

研究

会そ

の他

津本智幸,原健太,宮崎雄一 当センターにおける主幹動脈閉塞症例の搬送形

態の違いによるタイムラインの比較検討

第24日本血管内治療学会総会,
神戸, 2018,7

研究

会そ

の他

宮﨑雄一 脳血管内治療における抗血栓療法の課題 第10回BHIC　Fukuoka,福岡,  
2018,7

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳血管障害の発症をいかに予防するか？– 脳血
管障害から糖代謝異常を学ぶ –

第10回 実地医家の為の糖尿病
セミナー〜糖尿病と大血管合併

症,福岡,2018,7
研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳血管障害領域における抗凝固療法・DOACの
現状〜FSRから〜

第10回 BHIC FUKUOKA,福
岡,2018,7

研究

会そ

の他

湧川佳幸 OAC時代の抗凝固療法～日本人データをみて考
える～

脳卒中カンファレンスin福岡南, 
福岡, 2018, 7

研究

会そ

の他

桑城貴弘 多くの合併症を有しながら自宅退院した脳塞栓

症・フレイルの一例

第29回福岡脳卒中ケア研究会, 
福岡, 2018, 7

研究

会そ

の他

中村晋之 細胞外マトリックス蛋白Perlecanは脳梗塞後のペリ
サイトの遊走を促進し、血液脳関門の修復に関与

する

第13回Biomedical Frontier 
TOKAI (BMFT) 〜NIH (New 
Information of Health) in Japan, 
名古屋, 2018, 7

研究

会そ

の他

宮崎雄一 脳血管内治療における抗血栓療法の課題 第10回BHIC FUKUOKA, 福岡, 
2018, 7

研究

会そ

の他

立花正輝 脳虚血早期再灌流は神経細胞救済を超えた有益

な効果をもたらす

第3回Cerebral Circulation 
Conference, 福岡, 2018, 7

研究

会そ

の他

北村泰佑 高齢者てんかんの診療 第24回サザンブレインカンファラ
ンス, 福岡, 2018, 7

研究

会そ

の他

佐藤倫子 FSRにおける 脳梗塞超急性期治療の現状 第3回Cerebral Circulation 
Conference, 福岡, 2018, 7

研究

会そ

の他

友田昌徳,矢坂正弘,中西泰之,中
村麻子,後藤聖司,桑城貴弘,岡田
靖

非弁膜症性心房細動に伴う急性期脳梗塞におけ

るDOACやヘパリン導入時の抗凝固作用の推移
に関する研究

第37回The Mt. Fuji Workshop on 
CVD, 名古屋, 2018,8

研究

会そ

の他

福嶌由尚 脳卒中治療の最前線：より多くの患者さんを救うた

めに

地域医療連携講演会, 久留米, 
2018, 8

研究

会そ

の他

陣内重郎 嚥下障害患者のリスク管理 平成30年度理学・作業療法士等
特定技能派遣研修会, 福岡, 
2018, 8

研究

会そ

の他

後藤聖司 アンケート調査に基づく福岡市内t-PA血栓溶解療
法の現状報告

第13回　FBI研究会, 福岡, 2018, 
8



研究

会そ

の他

七田　崇 脳梗塞後における無菌的炎症のメカニズム Mt.Fuji Workshop on CVD, 名古
屋, 2018, 8

研究

会そ

の他

湧川佳幸 DOAC時代の抗凝固療法～日本人データをみて
考える～

第11回福岡ストロークラボラトリー
フォーラム, 福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

緒方利安. CEAとCASの頚部血管エコー. 第11回福岡ストロークラボラトリー
フォーラム, 福岡,2018,9

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳血管障害における糖・脂質代謝異常をどう捉え

どう管理するか？

第11回 福岡脳卒中連携セミ
ナー,福岡,2018,9

研究

会そ

の他

黒田淳哉 DOACのリアルワールドエビデンス 〜FSRからの
知見〜

Thrombosis Expert Meeting, 東京, 
2018, 9

研究

会そ

の他

湧川佳幸 DOAC時代の抗凝固療法． 脳卒中のトータルケアについて考

える会, 大分, 2018, 9

研究

会そ

の他

湧川佳幸 頭蓋内狭窄病変に関する抗血栓療法 第22回　九州脳神経・脈管超音
波研究会, 福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

緒方利安. 血管内治療と頚部血管エコー. 第22回九州脳神経・脈管超音波
研究会,福岡,2018,9

研究

会そ

の他

後藤聖司 特別講演：血圧の調節と服薬管理が重要な心房

細動からの脳卒中予防

西区・早良区薬剤師会合同研修

会, 福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

宮崎雄一 頚動脈ステント留置術後にくも膜下出血を2度発
症した1例

Neuro-Endovascular Therapy and 
Interventional Neurology 2018,  
福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

岡田卓也 蛋白漏出性胃腸症による脳梗塞をきたした全身性

エリテマトーデス・抗リン脂質抗体陰性患者の一例

第4回QCC, 福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

植木香奈 50代女性・塞栓源不明脳塞栓症患者に同定され
た遺伝子異常からの考察

第3回 福岡脳卒中カンファレンス, 
福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

金沢信 同種造血幹細胞移植後に発症した中枢神経原発

移植後リンパ増殖性疾患 (primary central nervous 
system post-transplant lymphoproliferative 
disorders: PCNS-PTLD) の一例（剖検）

第4回QCC, 福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

森田隆雄 中大脳動脈の急性閉塞による若年脳梗塞の一例 第4回QCC, 福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

日高壮意 可逆性の血管形態変化をもたらしたBasedow病に
よる脳梗塞の一例

第4回QCC, 福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

上床武史 頭蓋内ステント留置後にT2高信号が出現した1例 NET-I, 福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

新田朋彦 姉妹発症と思われる成人発症神経核内封入体病

が疑われた一例

第4回QCC, 福岡, 2018, 9

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 Neurovascular Unitの立場から脳虚血時・後の組織
応答を考えてみる

Stroke Treatment And Research 
meeting in Tokyo,東京,2018,10



研究

会そ

の他

原健太,宮﨑雄一,津本智幸 当院において経皮的脳血栓回収術を行った90歳
以上の超高齢者の治療成績

第77回日本脳神経外科学会, 仙
台, 2018,10

研究

会そ

の他

津本智幸,中島弘淳,徳永敬介,原
健太,宮﨑雄一

当センターにおける経皮的脳血栓回収術手技の

変遷と今後の課題

第77回日本脳神経外科学会, 仙
台, 2018,10

研究

会そ

の他

友田昌徳,矢坂正弘,森興太,船水
章央,徳永敬介,後藤聖司,桑城貴
弘,岡田靖

DOAC療法中のピーク時相とトラフ時相における
抗凝固作用の比較

第21回日本栓子検出と治療学
会,東京, 2018,10

研究

会そ

の他

上床武史 脳卒中搬送に関するトピックス 佐賀病院前脳卒中ケアセミナー, 
佐賀, 2018, 10

研究

会そ

の他

大屋祐一郎,上床武史,溝上泰一
朗,橋本剛,坂田修治,
杉森 宏

虚血性心疾患合併例へのCASについて 第3回Cerebrovascular Neurologist 
Endovascular meeting in Kyushu, 
福岡, 2018, 10

研究

会そ

の他

橋本剛,大屋祐一郎,上床武史,
杉森 宏

左片麻痺で発症し緊急血行再建術により良好な

転機を辿った一例

佐賀病院前脳卒中ケアセミナー, 
佐賀, 2018, 10

研究

会そ

の他

桑城貴弘 ワルファリン内服脳出血症例へのケイセントラ投与 福島消化器外科セミナー, 福島, 
2018, 10

研究

会そ

の他

緒方利安. 頚部血管エコー. 生活習慣病学術講演会,筑紫
野,2018,10

研究

会そ

の他

黒田淳哉 知識UPで丈夫な脳〜生活習慣向上編〜 リハビリ地域公開講座, 古賀, 
2018, 10

研究

会そ

の他

黒田淳哉 脳卒中から身を守るために 古賀市健康福祉まつり, 古賀, 
2018, 10

研究

会そ

の他

鍵山智子,横山葉子,砥上妃美子,
渡邊義将,郷田治幸,楠田憲治,黒
川徹,長尾哲彦,井林雪郎

回復期のてんかん動向 第33回認知機能障害と脳循環研
究会,2018,11

研究

会そ

の他

宮﨑雄一,原健太,津本智幸 急性期脳梗塞に対する血栓回収療法手技毎の再

開通および閉塞機序の予測

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 仙台, 2018, 11

研究

会そ

の他

津本智幸,中島弘淳,徳永敬介,原
健太,宮﨑雄一

搬送形式が急性期脳血栓回収術における臨床成

績に及ぼす影響

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 仙台, 2018, 11

研究

会そ

の他

津本智幸,中島弘淳,徳永敬介,原
健太,宮﨑雄一

Technical consideration and future solution of 
mechanical thrombectomy

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 仙台, 2018, 11

研究

会そ

の他

原健太,宮﨑雄一,岡田靖 DWI-ASPECT 5点以下に対する血栓回収術の治
療成績

第34回日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 仙台, 2018, 11

研究

会そ

の他

橋本剛,大屋祐一郎,上床武史,
杉森 宏

診断と治療に苦慮した脳幹病変の一例 第33回佐賀脳循環研究会,佐
賀,2018,11

研究

会そ

の他

有廣昇司 DOAC・EVT時代の脳梗塞診療 北九州脳卒中連携パス協議会, 
北九州, 2018, 11



研究

会そ

の他

熊井康敬 脳卒中後、気を付けたい諸問題と医療連携を考え

る

第10回早良区医師会学術講演
会、脳卒中医療連携フォーラム

〜脳卒中後のトータルケアマ

ネージメント,
福岡,2018,11

研究

会そ

の他

黒田淳哉 脳卒中における抗凝固療法について 福岡東脳卒中の地域連携の夕

べ, 古賀, 2018,11

研究

会そ

の他

黒田淳哉 ESUSの概念と治療 Clinical Communication 
Conference, 古賀, 2018, 11

研究

会そ

の他

黒田淳哉 日本人の抗凝固療法を考える〜Fukuoka Stroke 
Registry〜

粕屋内科医会学術講演会, 久山
町, 2018, 11

研究

会そ

の他

宮崎雄一 急性期脳梗塞に対する血管内治療の課題と展望 第33回認知機能障害と脳循環研
究会, 福岡, 2018,11

研究

会そ

の他

桑城貴弘 急性期脳卒中診療の進歩と抗凝固療法の重要性 第10回早良区医師会学術講演
会　脳卒中診療連携フォーラム

～脳卒中後のトータルケアマ

ネージメント～ ,福岡, 2018,11

研究

会そ

の他

中村麻子 虚血性脳卒中患者のける脳微小出血進展への抗

血栓薬の関与に関する研究

平成30年度第1回脳卒中分野
NHO研究ネットワークグループ
会議, 神戸, 2018,11

研究

会そ

の他

桑城貴弘 脳卒中予防と認知症予防 脳卒中予防と認知症予防セミ

ナー, 福岡, 2018,11

研究

会そ

の他

上床武史 How I do it  ① 虚血　- 中大脳動脈狭窄の１例 - 九州脳血管内治療勉強会, 福岡, 
2018, 12

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳梗塞発症予防・機能予後の立場 からみた生

活習慣病の管理

「地域医師のための生涯研修セミ

ナー」福岡　2018.12

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 降圧薬の上手な使い方  脳から血圧管理を考える 第２回薬医連携研究会セミナー  
福岡 2018.12


