
種別 演者名 演題名 学会名

国際

学会

Matsuki T, Matsuo R, Ago T, 
Matsushita T, Fukushima Y, Fukuda 
K, Wakisaka Y, Kamouchi M, 
Kitazono T

Clinical outcomes in patients with early seizure after 
acute ischemic stroke: the Fukuoka Stroke Registry

Brain & Brain PET 2019, 
Yokohma, Japan, 2019, 7

国際

学会

Funamizu Y, Yasaka M, Tomoda M, 
Goto S, Mori K, Tokunaga K, 
Kuwashiro T, Okada Y

Study on effectiveness of prothrombin complex 
concentrate on emergency correction of 
anticoagulant effect

Brain & Brain PET 2019, 
Yokohma, Japan, 2019, 7

国際

学会

Mezuki S, Matsuo R, Osaki M, 
Shono Y, Sugimori H, Arakawa S, 
Wakisaka Y, Ago T, Kamouchi M, 
Kitazono T

Impact of body temerature during the acute stage of 
stroke on cliincal outcomes in patients with acute 
ischemic stroke

5th European Stroke Organization 
Conference, Milano, Italy, 2019, 5

国際

学会

Matsuo R, Ago T, Kiyuna, F, Sato, N, 
Nakamura, K, Wakisaka Y, 
Kamouchi M, Kitazono T.

Smoking status and functional outcomes after acute 
ischemic stroke

5th European Stroke Organization 
Conference, Milano, Italy, 2019, 5

国際

学会

Yoshimura S, Carcel C, Delcourt C, 
Wang X, Torii-Yoshimura T, 
Lindley RI, Chalmers J, Anderson 
CS, for the ENCHANTED 
Investigators

Early Recurrence of Ischemic Stroke in Alteplase-
treated Patients: The ENCHANTED Study

International Stroke Conference 
2019, Honolulu, HI, USA, 2019, 
2

国際

学会

Kumamoto M, Toyoda K,  
Yashimoto T, Yamagami H, Ihara 
M, Koga M

D-dimer elevation following intravenous alteplase 
can predict early recurrence of ischemic stroke and 
symptomatic intracerebral hemorrhage

International Stroke Conference 
2019, Honolulu, HI, USA, 2019, 
2

国際

学会

Kuwashiro T, Yamashiro T, Mori K, 
Funamizu Y, Tokunaga K, Gotoh S, 
Yasaka M, Okada Y

Impact of Intima Media Thickness of Stroke 
Recurrence in Patients With Transient Ischemic 
Attack

International Stroke Conference 
2019, Honolulu, HI, USA, 2019, 
2

国際

学会

Miura S, Miyata R, Matsumoto S, 
Higashi T, Wakisaka Y, Ago T, 
Kitazono T, Iihara K, Shimodozono 
M

Stroke Rehabilitation Quality Management Program 
using Adherence to Guidelines : A Nationwide 
Initiative in Japan

13th International Society of 
Physical and Rehabilitation 
Medicine World Congress, Kobe, 
Japan, 2019, 6

国際

学会

Ago T Fukuoka Stroke Registry 9th Japan Korea Joint Stroke 
Conference, Incheon, Korea, 2019, 
11

国内

学会

堀諒子，高木勇人，鶴崎雄一郎，

白水寛理，徳永聡，友原沙織，芳

賀整，有廣昇司

機械的血栓回収が壮行した急性脳底動脈閉塞の

1例
第324回 日本内科学会九州地方
会, 福岡, 2019, 1

国内

学会

村田千博，榊佑介，森興太，船水

章央，徳永敬介，後藤聖司，桑城

貴弘，矢坂正弘，岡田靖

超高齢のBrainch atheromatous diseaseに対して多
剤併用抗血栓療法を行った1例

第324回 日本内科学会九州地方
会, 福岡, 2019, 1

国内

学会

森田隆雄，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

Stanford A型大動脈解離術後の頸動脈偽腔内血
栓が塞栓源と考えられた脳梗塞の1例

第324回 日本内科学会九州地方
会, 福岡, 2019, 1

国内

学会

橋本剛, 上床武史, 溝上泰一朗, 坂
田修治, 松本健一, 高口素史, 岩下
英紀, 上床希久, 髙島洋, 大屋祐一
郎, 杉森宏

経上腕動脈経由からバルーン付きガイディングで

治療した脳梗塞の一例

第29回日本脳神経血管内治療
学会九州地方会, 福岡, 2019, 1

国内

学会

矢坂正弘 ＜ランチョンセミナー＞中和剤プリズバインドと脳を

護るプラザキサによる脳梗塞二次予防

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

矢坂正弘 ＜ランチョンセミナー＞Brain Heartチームで挑む、
NVAF脳卒中のトータルマネージメント

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

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

＜シンポジウム＞脳梗塞急性期再開通療法　新

展開　DOAC内服中の脳梗塞急性期再開通療法
第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

矢坂正弘, 梅山倫明, 片岡寛英, 井
上博

1次/2次予防集団におけるアピキサバン初回投与
用量5mg, 2.5mgBIDの患者背景比較：市販後調
査STABDARD試験

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3



国内

学会

矢坂正弘, 梅山倫明, 片岡寛英, 井
上博

アピキサバン市販後調査(STANDARD試験)にお
ける非弁膜症性心房細動(NVAF)の脳卒中2次予
防症例の解析

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

鴨打正浩, 松尾龍, 脇坂義信, 吾郷
哲朗, 北園孝成

＜教育講演＞若年性脳梗塞 第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

吾郷哲朗, 中村晋之, 黒田淳哉, 脇
坂義信, 北園孝成

＜シンポジウム＞脳虚血病態研究の進歩　トラン

スレーショナルリサーチ　脳虚血の治療標的として

のペリサイトの重要性

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

吾郷哲朗 ＜シンポジウム＞脳卒中発症・再発予防のための

リスク管理　脳卒中患者における血圧管理の重要

性

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

津本智幸, 原健太, 宮崎雄一, 中島
弘淳, 徳永敬介, 矢坂正弘, 岡田靖

当センターにおける経皮的脳血栓回収術手技の

現状と今後の課題

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

古賀正利 ＜シンポジウム＞脳梗塞急性期再開通療法 現状
と課題　発症時刻不明脳梗塞へのアルテプラーゼ

適用

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

古賀正利 ＜ランチョンセミナー＞脳梗塞急性期からの抗血

栓療法：SAMURAI=NVAF研究など
第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

緒方利安 頸動脈病変を有する患者の認知機能に与えるス

タチンの影響

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

上床武史, 溝上泰一郎, 坂田修治,
松本健一, 高口素史, 岩下英紀, 上
床希久, 橋本剛, 大屋祐一郎, 高島
洋, 杉森宏

頭蓋内動脈狭窄による急性閉塞に対して血栓回

収術を行った症例の検討

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

吉村壮平 アルテプラーゼ静注療法後の早期虚血性脳卒中

再発：ENCHANTED試験アルテプラーゼ用量研
究

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

七田崇 ＜シンポジウム＞脳虚血病態研究の進歩　トラン

スレーショナルリサーチ　脳梗塞における無菌的

炎症のメカニズム

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

宮崎雄一, 原健太, 津本智幸, 徳永
敬介, 矢坂正弘, 岡田靖

直接搬送と病院間転送における救急要請から血

栓回収療法開始までの時間に関する比較

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

宮崎雄一, 矢坂正弘, 塞栓源不明の脳塞栓症に対する7日間ホルター
心電図記録器を用いた心房細動検出の有用性

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

由比智裕, 熊井康敬, 清原卓也, 脇
坂佳世, 安部大介

当院における急性期脳梗塞に対するrt-PA静注療
法の搬送元地域別の比較

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

三本木良紀, 北山次郎, 北山泰佑, 
岡田卓也, 松尾龍, 吾郷哲朗, 鴨打
正浩, 北園孝成

腎代替療法中に発症した虚血性脳卒中患者の予

後に関する検討：Fukuoka Stroke Regitry
第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

立花正輝, 黒田淳哉, 保田宗紀, 村
谷陽平, 小川さや香, 陣内重郎, 大
城真也, 中根博

早期再灌流療法は脳梗塞完成後でも麻痺の改善

に寄与する可能性がある

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

清原卓也, 松尾龍, 安部大介, 脇坂
佳世, 由比智裕, 中村晋之, 熊井康
敬, 脇坂義信, 北園孝成, 鴨打正
浩, 吾郷哲朗

脳梗塞急性期のHOMA-β値と急性期入院中の神
経学的転帰：Fukuoka Stroke Registry

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

賣豆紀智美, 荒川修治,日高壮意, 
横井美央, 桑野幸, 大崎正登, 秋山
智明, 山口慎也, 佐山徹郎

ダビガトラン服用中に発症した急性期脳梗塞に対

して、イダルシズマブ投与下にrt-PA静注呂法を
行った一例

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

脇坂佳世, 熊井康敬, 安部大介, 清
原卓也, 由比智裕,

＜ポスター＞急性期脳梗塞患者においてBMIが
機能転帰不良に与える影響

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

高木勇人 ＜ポスター＞PCSK9阻害薬投与下に頸動脈プ
ラーク正常の経過的評価を行った脳梗塞の一例

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

伊辻花佳, 牧原典子, 新田朋彦, 金
澤有華, 竹迫仁則

高齢独居の脳梗塞患者の現状 第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3



国内

学会

溝口忠孝, 三輪佳織, 井健一郎, 入
江研一, 池之内初, 高田直樹, 築家
秀和

頭蓋内動脈解離における血管形態と虚血性脳卒

中および出血性脳卒中の関連

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

佐藤倫子,松尾龍,喜友名扶弥,中
村晋之,脇坂義信,吾郷哲朗,鴨打
正浩,北園孝成

塞栓源不明脳塞栓症(ESUS)患者における抗凝
固療法の効果：Fukuoka Stroke Registry

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

大屋祐一郎, 上床武史, 溝上泰一
郎, 坂田修治, 松本健一, 高口素
史, 岩下英紀, 上床希美 ,橋本剛, 
高島洋, 杉森宏

血栓回収療法における術前単純CT冠状断による
中大脳動脈M1部描出の有用性

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

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

頭蓋内微小出血と大脳白質病変の関係について

の検討

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

鴨川徳彦, 吉本武史, 山上宏, 田中
寛大, 園田和孝 ,佐藤徹, 高橋淳, 
猪原匡史, 古賀政利, 豊田一則

動脈硬化性頭蓋内動脈急性閉塞の診断に有用な

因子の検討

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

橋本剛, 上床武史, 溝上泰一郎, 坂
田修治, 松本健一, 高口素史, 岩下
英紀, 上床希美, 大屋祐一郎, 高島
洋, 杉森宏

VerifyNow® Systemを用いた抗血小板薬内服期
間と薬効に関する検討

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

横井美央, 大崎正登, 日高壮意, 賣
豆紀智美, 荒川修治, 秋山智明, 山
口慎也, 佐山徹郎

＜ポスター＞繰り返す脳梗塞の塞栓源として大動

脈弁に付着するCATが想定された一例
第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

吉野文隆, 桑城貴弘, 船水章央, 森
興太, 徳永敬介, 後藤聖司, 矢坂正
弘, 岡田靖

急性期脳梗塞患者における脳微小出血・白質病

変と機能予後との関係

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

森田隆雄, 桑城貴弘, 松尾龍, 森興
太, 船水章央, 徳永敬介, 後藤聖
司, 矢坂正弘, 吾郷哲朗, 鴨打正
浩, 岡田靖, 北園孝成

脳梗塞患者における脳微小出血と脳卒中再発の

関係：Fukuoka Stroke Registry
第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

日高壮意, 荒川修治, 横井美央, 桑
野幸, 賣豆紀智美, 大崎正登, 秋山
智明, 山口慎也, 佐山徹郎

Susceptibility Weighted Image画像が病態把握に
有用であった脂肪塞栓症の一例

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

安部大介, 熊井康敬, 清原卓也, 脇
坂佳世, 由比智裕

急性期脳梗塞患者における深部静脈血栓症合併

の予測因子について

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

新田朋彦, 牧原典子, 前田花佳, 金
澤有華, 竹迫仁則

一次脳卒中施設における都市型Drip, Ship, & 
Retriveの実態

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

溝上泰一朗, 上床武史, 岩下英紀, 
高口素史, 松本健一, 大屋　祐一
郎, 橋本剛, 上床希久, 高島　洋, 杉
森宏, 坂田修治

Combined technique におけるART Sign(Aspiration 
catheter Reached to Thrombus Sign)

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

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

癌を合併した脳梗塞急性期患者の臨床的特徴と

治療についての検討

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

原健太, 宮﨑雄一, 津本智幸 80歳以上の高齢者に対して行った脳血栓回収術
の治療成績

第44回日本脳卒中学会学術集
会, 横浜, 2019, 3

国内

学会

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

回復期リハビリテーション病棟における抗てんかん

薬処方動向

第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

脇坂義信 ＜シンポジウム＞高齢者の生活習慣病の薬物療

法　信号細動・脳卒中・そして認知症の密接な三

角関係

第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

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

上眼瞼向き垂直性眼振を呈した延髄内側梗塞の1
例

第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

高木勇人, 友原沙織, 鶴崎雄一郎, 
有廣昇司

非閉塞性腸管虚血(NOMI)を合併した脳梗塞の1
例

第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3



国内

学会

伊辻花佳, 牧原典子, 新田朋彦, 金
澤有華, 竹迫仁則

ヘパリンのみが過凝固状態の抑制に有効であった

肺腺癌によるトルソー症候群の1例
第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

吉野文隆, 桑城貴弘, 船水章央, 森
興太, 徳永敬介, 後藤聖司, 矢坂正
弘, 岡田靖

高齢者における脳梗塞発症3ヵ月後の機能予後に
関する検討

第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

日高壮意, 荒川修治, 横井美央, 桑
野幸, 賣豆紀智美, 大崎正登, 小野
原早紀, 柳田太平

入院中に発症した両側腸腰筋膿瘍の1例 第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

山口真広, 横山葉子, 鍵山智子, 郷
田治幸, 長尾哲彦, 井林雪郎, 内藤
徹

回復期病院における歯科の役割 第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

白楽志津子, 戸嶋早織, 吉村綾子, 
中村真紀, 金山萬紀子, 横山葉子, 
鍵山智子, 郷田治幸, 長尾哲彦, 井
林雪郎

高齢の摂食嚥下障害患者に対する多職種協働介

入

第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

守秀夫, 齊藤聡子, 木本浩未, 縄田
久美子, 礒部真澄, 横山葉子, 鍵山
智子, 郷田治幸, 長尾哲彦, 井林雪
郎

回復期リハビリテーション病院におけるポリファー

マシー対策への取り組み

第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

近藤和美, 坂口重樹, 林克樹, 横山
葉子, 鍵山智子, 郷田治幸, 長尾哲
彦, 井林雪郎

回復期リハビリテーション病棟における脳血管疾

患での年齢とFIM利得の検討
第29回 日本老年医学会九州地
方会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

岩坂翔, 賣豆紀智美, 市村研三, 西
原正章, 長尾吉泰, 生野雄二, 賀来
典之, 牧盾, 徳田賢太郎, 赤星朋比
古

当院ICUで経験したTAFRO症候群の2症例 第46回 日本集中治療医学会学
術集会, 京都, 2019, 3

国内

学会

川井康弘, 赤星朋比古, 生野雄二, 
賀来典之, 牧盾, 徳田賢太郎, 柏木
英志, 白石航一, 江藤正俊, 田口智
章

成人期に術後高ナトリウム血症による意識障害を

呈し診断された先天性腎性尿崩症の一例

第46回 日本集中治療医学会学
術集会, 京都, 2019, 3

国内

学会

矢坂正弘, 船水章央, 森田隆雄, 森
興太, 徳永敬介, 後藤聖司, 桑城貴
弘, 岡田靖

ワルファリン療法中の脳内出血においてプロトロン

ビン複合体で中和した3症例
第225回 日本神経学会九州地方
会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

北村泰佑, 岡田卓也, 三本木良紀, 
北山次郎

背景疾患として特発性CD4+リンパ球減少症が示
唆された進行性多巣性白質脳症の一例

第225回 日本神経学会九州地方
会, 福岡, 2019, 3

国内

学会

熊井康敬、安部大介、脇坂佳世、

清原卓也、由比智裕、石川英一

脳幹梗塞を局在と分布別にみた病態・転帰や脳

主幹動脈病変合併について

第116回 日本内科学会総会, 名
古屋, 2019, 4

国内

学会

清原卓也, 松尾龍, 脇坂義信, 北園
孝成, 鴨打正浩, 吾郷哲朗

脳梗塞急性期のインスリン分泌指標と脳梗塞後の

転帰

第116回 日本内科学会総会, 名
古屋, 2019, 4

国内

学会

嶋田裕, 久枝恵美子, 大倉由子, 緒
方利安, 和田秀一, 松永彰

胸部大動脈瘤に対しTEVAR術前の頸動脈エコー
が有用であった1例

第44回 日本超音波学会学術集
会, 横浜, 2019, 4

国内

学会

吉川容司，植木香奈，和田晋一，

中村晋之，土本晃裕，脇坂義信，

吾郷哲朗，北園孝成

脳梗塞後早期けいれん発作との鑑別を要した心

因性非てんかん性発作の1例
第325回 日本内科学会九州地方
会, 長崎, 2019, 5

国内

学会

脇坂祐毅，前田花佳，牧原典子，

新田朋彦，金澤有華，竹迫仁則，

北村泰佑

塞栓性脳梗塞を繰り返した左椎骨動脈起始部閉

塞-Vertebral Artery Stump Syndrome-の1例
第325回 日本内科学会九州地方
会, 長崎, 2019, 5

国内

学会

北園孝成, 脇坂義信 ＜シンポジウム＞ JSH2019を極める 脳血管障害
患者の血圧管理

第8回 日本高血圧学会臨床高血
圧フォーラム, 久留米, 2019, 5

国内

学会

緒方利安, 坪井義夫, 高原正樹, 安
部洋, 東登志夫, 井上亨

両側椎骨動脈解離31症例における解離形態変化
の検討

第60回 日本神経学会学術大会, 
大阪,  2019, 5

国内

学会

吉村壮平, 古賀政利, 豊田一則 脳梗塞急性期治療　今後の新しい展開　Wake-up 
strokeをどう治療するか?

第60回 日本神経学会学術大会, 
大阪,  2019, 5

国内

学会

高木勇人, 友原沙織, 鶴崎雄一郎, 
荒川修治, 有廣昇司

当院におけるTrousseau症候群の臨床的特徴 第60回 日本神経学会学術大会, 
大阪,  2019, 5

国内

学会

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

無症候性閉塞性動脈硬化症が脳梗塞患者の退

院時機能予後に及ぼす影響について

第60回 日本神経学会学術大会, 
大阪,  2019, 5



国内

学会

猪原匡史, 岡崎周平, 森本貴昭, 鎌
谷洋一郎, 上村鉄平, 原田浩二, 冨
田努, 東山綾, 高橋淳, 中川原譲
二, 古賀政利, 豊田一則, 鷲田和
夫, 齊藤聡, 望月秀樹, 秦淳, 二宮
利治, 吾郷哲朗, 久保充明, 小泉昭
夫

日本人のアテローム血栓性脳梗塞の強力な遺伝

子多型RNF213 p.4810K
第60回 日本神経学会学術大会, 
大阪,  2019, 5

国内

学会

入江研一, 三輪佳織, 溝口忠孝, 井
建一朗, 池之内初, 豊田一則, 猪原
匡史, 古賀政利

頭蓋内椎骨動脈解離における延髄梗塞の形態的

特徴と機能的転帰

第60回 日本神経学会学術大会, 
大阪,  2019, 5

国内

学会

井建一朗, 三輪佳織, 溝口忠孝, 池
之内初, 入江研一, 蒔田直輝, 築家
秀和, 佐藤徹, 高橋淳, 猪原匡史, 
豊田一則, 古賀政利

頭蓋内動脈解離における好中球対リンパ球比の

臨床的意義

第60回 日本神経学会学術大会, 
大阪,  2019, 5

国内

学会

竹下翔, 緒方利安, 坪井義夫 当院における若年性と非若年性脳梗塞の比較検

討

第60回 日本神経学会学術大会, 
大阪,  2019, 5

国内

学会

野瀬可南子, 緒方利安, 津川潤, 井
上亮, 渡邊淳子, 東登志夫, 坪井義
夫

脳主幹動脈疾患における腎機能とCMBsが認知
機能に与える影響の検討

第60回 日本神経学会学術大会, 
大阪,  2019, 5

国内

学会

緒方利安, 合馬慎二 脳主幹動脈疾患患者における微小脳出血と認知

機能に関する検討

第61回 日本老年医学会学術集
会, 仙台, 2019, 6

国内

学会

吉野文隆, 桑城貴弘, 松尾龍, 後藤
聖司, 矢坂正弘, 脇坂義信, 吾郷哲
朗, 鴨打正浩, 岡田靖, 北園孝成

脳梗塞の発症年齢と発症後再発についての検討-
fukuoka Stroke Registry-

第61回 日本老年医学会学術集
会, 仙台, 2019, 6

国内

学会

友寄龍太, 桑城貴弘, 森興太, 船水
章央, 徳永敬介, 陣内重郎, 矢板正
弘, 岡田靖

Cancer associated thrombosisによる脳梗塞急性期
患者の臨床的特徴と治療についての検討

第226回 日本神経学会九州地方
会, 長崎, 2019, 6

国内

学会

大橋一慶, 和田晋一, 森興太, 船水
章央, 徳永敬介, 陣内重郎, 桑城貴
弘, 矢板正弘, 岡田靖, 橋口直哉, 
武田篤信, 友寄龍太, 原健太, 宮崎
雄一, 津本智幸

複視で発症しMLF症候群に滑車神経麻痺を合併
した脳梗塞の1例

第226回 日本神経学会九州地方
会, 長崎, 2019, 6

国内

学会

豊田一則, 吉村壮平, 田中寛大, 三
輪佳織, 古賀政利

栓子検出における脳神経超音波の役割　塞栓源

不明脳塞栓症における栓子検出

第38回 日本脳神経超音波学会
総会, 奈良, 2019, 6

国内

学会

吉村壮平, 古賀政利, 中井陸運, 三
輪佳織, 園田和隆, 猪原匡史, 宮本
恵宏, 豊田一則

急性期虚血性脳血管障害診療における、脳神経

超音波検査施行の実態　日本脳卒中データバン

ク

第38回 日本脳神経超音波学会
総会, 奈良, 2019, 6

国内

学会

橋本剛, 上床武史, 溝上泰一朗, 松
本健一, 坂田修治, 加藤剛, 大屋祐
一郎, 杉森宏

椎骨動脈閉塞を伴う頸椎損傷の手術中にモニタリ

ングとして頸部血管エコーを用いた一例

第38回 日本脳神経超音波学会
総会, 奈良, 2019, 6

国内

学会

森田隆雄, 森興太, 徳永敬介, 船水
章央, 後藤聖司, 桑城貴弘, 平田雄
一郎, 桃崎征也, 矢坂正弘, 岡田靖

左室内乳頭状弾性線維腫による脳梗塞の一例 第38回 日本脳神経超音波学会
総会, 奈良, 2019, 6

国内

学会

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

回復期リハビリテーション病棟の脳血管疾患にお

ける症候性てんかんの発症頻度について

第56回 日本リハビリテーション学
会学術集会, 神戸, 2019, 6

国内

学会

入江ひろみ，嶋本伸人，小田太

士，高橋真紀，佐久川明美

輪状咽頭筋切断術が奏功した延髄外側梗塞の一

例

第56回 日本リハビリテーション医
学会学術集会，2019，6，神戸

国内

学会

大田瑞穂, 赤松泰典, 鍵山智子, 横
山葉子, 佐竹孝之, 長尾哲彦, 井林
雪郎

回復期脳卒中片麻痺患者に対する機能的電気刺

激を用いた歩行練習が麻痺側遊脚期に及ぼす効

果

第56回 日本リハビリテーション学
会学術集会, 神戸, 2019, 6

国内

学会

矢坂正弘 ＜シンポジウム＞抗凝固療法の光と影　後期高齢者非

弁膜症性心房細動患者のリスクスコア別人口統計学

的及び臨床的特性

第6回 日本心血管脳卒中学会, 
東京, 2019, 6



国内

学会

矢坂正弘 ＜ランチョンセミナー＞脳梗塞急性期の抗凝固療法 い
つからDOACを使い始めるか？

第6回 日本心血管脳卒中学会, 
東京, 2019, 6

国内

学会

桑城貴弘, 森興太, 船水章央，徳永
敬介，後藤聖司, 矢坂正弘, 吾郷哲
朗，鴨打正浩, 岡田 靖, 北園孝成

脳梗塞症例における脳微小出血とその後の脳出

血発症についての関係

第6回 日本心血管脳卒中学会, 
東京, 2019, 6

国内

学会

中西泰之，秦淳，古田芳彦，坂田

智子，大石絵美，平川洋一郎，東

岡真由，吉成匡人，吉田大悟，本

田貴紀，脇坂義信，吾郷哲朗，北

園孝成，二宮利治

地域一般住民における血清small dense LDLコレ
ステロール濃度と頸動脈IMTとの関連：久山町研
究

第6回 日本心血管脳卒中学会, 
東京, 2019, 6

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

血栓回収療法施行例における腎機能障害の関連性第6回 日本心血管脳卒中学会, 
東京, 2019, 6

国内

学会

大屋祐一郎, 上床武史, 溝上泰一
朗, 吉田敬規, 江島健一, 坂田修
治, 松本健一, 高口素史, 橋本 剛, 
杉森宏

重度冠動脈病変を伴った頸動脈狭窄症への循環

器的補助治療下でのCASについて
第6回 日本心血管脳卒中学会, 
東京, 2019, 6

国内

学会

溝上泰一朗, 上床武史, 岩下英紀, 
高口素史, 松本健一, 大屋祐一郎, 
橋本剛, 上床希久, 高島洋, 坂田修
治, 杉森宏

中大脳動脈閉塞のcombined techniqueにおける
stent 展開とAspiration Catheter 先進の順序の検討

第6回 日本心血管脳卒中学会, 
東京, 2019, 6

国内

学会

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

観血的処置時における抗血栓療法管理の現状と

周術期合併症（MARK研究）
第28回 日本脳ドック学会総会, 
松江, 2019, 6

国内

学会

徳永聡，鶴崎雄一郎，白水寛理，

井上大輔，安部大介，司城昌大，

有廣昇司，芳賀整

Posterior ascending arteryよりOnyx TAEを施行した
椎骨動静脈瘻の一例

第132回日本脳神経外科学会九
州支部会，沖縄，2019，6

国内

学会

吾郷哲朗 (シンポジウム）高齢者脳疾患発症予防の立場から
生活習慣病の管理を考える．

第19回日本NO学会学術集会，
久留米，2019.6

国内

学会

司城昌大，濱﨑英臣，本田裕之，

鈴木諭，西村中，有村公一，溝口

昌弘，飯原弘二，岩城徹

ヒト脳梗塞巣辺縁のアストロサイトにおけるAnnxin 
A1蛋白発現亢進およびその挙動

第60回日本神経病理学会総会
学術研究会，名古屋，2019，7

国内

学会

成毛哲思，橋本智代，稲葉優奈，

島尻正平，司城昌大，岩中行己

男，岡田和将，久岡正典，三須建

郎，岩城徹，足立弘明

ADEM様病変を呈した抗MOG抗体関連疾患の1
生検例

第60回日本神経病理学会総会
学術研究会，名古屋，2019，7

国内

学会

岡田靖, 宮崎雄一 , 桑城貴弘、陣
内重郎、津本智幸、中溝玲、矢坂

正弘

頭蓋内動脈狭窄病変の急性閉塞時血行再建に

関する内科的管理

Mt. Fuji Workshop on CVD, 横
浜,  2019,8

国内

学会

金田結乃，安田千春，新田朋彦，

横井美央，賣豆紀智美，桑野幸，

大崎正登，荒川修治

バリズムで発症した脳梗塞の1例 第326回 日本内科学会九州地方
会, 北九州, 2019, 8

国内

学会

津本智幸, 原健太, 宮崎雄一 脳急性期再開通療法における手技の進歩に伴う

治療成績の現状と課題

第25回日本血管内治療学会, 東
京,  2019, 8

国内

学会

横井美央, 大崎正登, 新田朋彦, 桑
野幸, 賣豆紀智美, 安田千春, 荒川
修治

繰り返す脳梗塞の塞栓源として大動脈弁に付着

するCATが想定された症例
第227回日本神経学会九州地方
会, 北九州, 2019,9

国内

学会

橋本剛、和田晋一、吉野文隆、桑

城貴弘、矢坂正弘、岡田靖

下垂体卒中による副腎不全で血行力学的に一過

性脳虚血発作を発症した一例

第227回日本神経学会九州地方
会, 北九州, 2019, 9

国内

学会

森田隆雄, 和田晋一, 森興太, 船水
章央, 徳永敬介, 陣内重郎, 桑城貴
弘, 矢坂正弘, 岡田靖

未治療の糖尿病を有し、Perfusion CTで病巣が同
定された脳静脈血栓症の一例

第227回日本神経学会九州地方
会, 北九州, 2019, 9

国内

学会

松尾龍, 道川武紘, 高見昭憲, 新田
裕史, 脇坂義信, 吾郷哲朗, 鴨打正
浩, 北園孝成

PM2.5の短期曝露が脳梗塞発症に及ぼす影響：
福岡脳卒中データベース研究

第3回 日本臨床疫学会学術大
会, 福岡, 2019, 9



国内

学会

黒田淳哉 「見逃すな！脳神経系の危険なサイン」 第38回福岡救急医学会学術集
会, 古賀, 2019, 9

国内

学会

吾郷哲朗 「脳卒中の再発予防」 第2回 日本神経学会特別教育研
修会：脳卒中コース．大阪, 2019, 
9

国内

学会

水戸大樹, 五島大祐, 坂本典彦, 泊
秀史, 大場太郎, 中村宇大, 北園孝
成

ニボルマブによる肺癌治療中に発症した劇症1型
に準じた糖尿病の1例

第57回 日本糖尿病学会九州地
方会, 佐賀, 2019, 10

国内

学会

東大樹, 眞田知慧, 井元博文, 日高
壮意, 荒川修治, 中村宇大, 北園孝
成

糖尿病神経障害と遺伝性ニューロパチーの鑑別

を要した1例
第57回 日本糖尿病学会九州地
方会, 佐賀, 2019, 10

国内

学会

中原大樹, 井元博文, 東大樹, 眞田
知慧, 日高壮意, 荒川修治, 佐山徹
郎, 中村宇大, 北園孝成

類もやもや病と1型糖尿病を同時に診断し得た1例 第57回 日本糖尿病学会九州地
方会, 佐賀, 2019, 10

国内

学会

岩坂翔, 生野雄二, 籾井健太, 西原
正章, 賀来典之, 牧盾, 永田高志, 
徳田賢太郎, 赤星朋比古

肺結核・結核性髄膜炎と鑑別が困難であった播種

性ヒストプラズマ症の一例

第47回 日本救急医学会総会, 東
京, 2019, 10

国内

学会

赤星朋比古, 賀来典之, 牧盾, 徳田
賢太郎, 生野雄二, 西原正章, 籾井
健太, 永田高志, 田口智章

当院における終末期医療ガイドラインの作成と改

定

第47回 日本救急医学会総会, 東
京, 2019, 10

国内

学会

鴨川徳彦, 福間一樹, 田中智貴, 池
田宗平, 細木聡, 古賀政利, 猪原匡
史

脳卒中後てんかんにおける初期治療後の経過不

良に関連する因子

第53回 日本てんかん学会学術
集会, 神戸, 2019, 10

国内

学会

酒田あゆみ, 丸山奏恵, 池本文花, 
渡邉恵利子, 上原平, 向野隆彦, 横
山淳, 岡留敏樹, 重藤寛史, 緒方勝
也, 迎伸孝, 下川能史, 生野雄二, 
牧盾, 堀田多恵子, 康東天

重積管理中の脳波変化推移を可視化する試み 第53回 日本てんかん学会学術
集会, 神戸, 2019, 10

国内

学会

大東里帆, 福間一樹, 田中智貴, 岡
田恵, 西端正範, 亀田幸花, 豊政圭
未, 李尚根, 池田宗平, 鴨川徳彦, 
田中教雄, 古田賢二, 古賀政利, 猪
原匡史

てんかん重積状態における持続脳波モニタリング　

技師・医師連携の取り組み

第53回 日本てんかん学会学術
集会, 神戸, 2019, 10

国内

学会

池田宗平, 福間一樹, 田中智貴, 鴨
川徳彦, 細木聡, 古賀政利, 猪原匡
史

脳卒中後てんかんにおける非けいれん発作の関

連因子

第53回 日本てんかん学会学術
集会, 神戸, 2019, 10

国内

学会

津本智幸、原健太、宮崎雄一 チーム医療と地域連携による医師間タスクシェアリ

ング

第78回 日本脳神経外科学会学
術総会, 大阪, 2019, 10

国内

学会

坂井翔建、波多野武人、小柳正臣、千原英夫、小倉健紀、鈴木啓太、近藤大祐、鎌田貴彦、北村泰佑、阪本宏樹、桶谷英司、永田泉遺残三叉神経動脈瘤に対してステント併用コイル塞栓術を施行した二例第78回 日本脳神経外科学会学
術総会, 大阪, 2019, 10

国内

学会

北村泰佑 Carotid Blowout Syndromeに対し血管内治療で救
命し得た4症例

第78回 日本脳神経外科学会学
術総会, 大阪, 2019, 10

国内

学会

溝上泰一朗、上床武史、井戸啓

介、東英司、岩下英紀、日高壮意、

上床希久、高島洋、杉森宏、松本

健一

中大脳動脈閉塞に対するADAPTIVE法 第78回 日本脳神経外科学会学
術総会, 大阪, 2019, 10

国内

学会

原健太、津本智幸、宮崎雄一 当院における脳底動脈閉塞に対する急性期血行

再建術の治療成績

第78回 日本脳神経外科学会学
術総会, 大阪, 2019, 10

国内

学会

大屋祐一郎，中村晋之，脇坂佳

世，熊本将也，藤岡審，吉本五一，

脇坂義信，吾郷哲朗，北園孝成 

本態性血小板血症に合併した若年性脳梗塞の1
例

第327回 日本内科学会九州地方
会, 佐賀, 2019, 11

国内

学会

日高壮意，浦島真由美，上床希

久，東英司，上床武史，高島洋，渡

邊順子

繰り返す異常行動を契機に診断された遅発型

OTC欠損症の1例
第327回 日本内科学会九州地方
会, 佐賀, 2019, 11

国内

学会

安部大介，熊井康敬，脇坂佳世，

清原卓也，由比智裕

脳出血と脳梗塞を繰り返す透析患者での適切な

血圧評価が重要と判断された1例
第327回 日本内科学会九州地方
会, 佐賀, 2019, 11



国内

学会

吉澤尚吾，清原卓也，松岡幹晃，

由比智裕，後藤聖司，熊井康敬

インフルエンザ脳症が疑われたクロイツフェルト・ヤ

コブ病の1例
第327回 日本内科学会九州地方
会, 佐賀, 2019, 11

国内

学会

野本和宏，大橋一慶，和田晋一，

桑城貴弘，矢坂正弘，岡田靖

後方循環系に再発を繰り返した脳梗塞の1例 第327回 日本内科学会九州地方
会, 佐賀, 2019, 11

国内

学会

中村晋之, Mukouyama Yoh-suke, 
平澤恵理, 脇坂義信, 吾郷哲朗, 北
園孝成, Yamada Yoshihiko

＜シンポジウム＞ 時間で追う脳虚血の病態と治
療:(2)亜急性期　脳梗塞後のNVU修復過程にお
ける細胞外マトリックスタンパク質の重要性

第62回 日本脳循環代謝学会学
術集会, 仙台, 2019, 11

国内

学会

芝原友也, 吾郷哲朗, 山中圭, 高島
正光, 高木勇人, 中村晋之, 脇坂義
信, 北園孝成

＜シンポジウム＞ 時間で追う脳虚血の病態と治
療:(2)亜急性期　脳梗塞亜急性期でのpericyte-
astrocyte-oligodendrocyte precursor 
cell/oligodendrocyteの細胞間相互作用

第62回 日本脳循環代謝学会学
術集会, 仙台, 2019, 11

国内

学会

山中圭九, 吾郷哲朗, 高木勇人, 高
島正光, 芝原友也, 中村晋之, 脇坂
義信, 北園孝成

活性酸素種産生酵素Nox4はマウス脳慢性低灌
流モデルにおける脱髄病変形成を抑制する

第62回 日本脳循環代謝学会学
術集会, 仙台, 2019, 11

国内

学会

溝口忠孝, 吉村壮平, 井上学, 猪原
匡史, 豊田一則, 古賀政利

DOAC通常用量と低用量内服患者における虚血
性脳卒中発症時の特徴と退院時転帰

第62回 日本脳循環代謝学会学
術集会, 仙台, 2019, 11

国内

学会

吾郷哲朗 ＜シンポジウム＞ 脳卒中におけるトランスレーショ
ナル・リサーチ　脳梗塞とバイオマーカー

第37回 日本神経治療学会, 横
浜, 2019, 11

国内

学会

溝口忠孝, 田中寛大, 園田和隆, 塩
澤真之, 岡田敬史, 山上宏, 古賀政
利

rt-PA投与後に狭窄進行を来した中大脳動脈解離
による脳梗塞の1例

第37回 日本神経治療学会, 横
浜, 2019, 11

国内

学会

牧盾, 岩坂翔, 西原正章, 生野雄
二, 徳田賢太郎, 赤星朋比古, 田口
智章

心拍再開後早期の頭部CTで低酸素脳症が疑わ
れたが神経学的予後が良好だった低体温症を合

併した溺水心停止症例

第38回 日本蘇生学会, 長崎, 
2019, 11

国内

学会

津本智幸, 原健太, 宮崎雄一, 中溝
玲, 桑城貴弘, 矢坂正弘, 岡田靖

チーム医療と地域連携による医師間タスクシェアリ

ング

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

上床武史, 溝上泰一朗, 松本健一, 
井戸啓介, 岩下英紀, 上床希久, 日
高壮意, 東英司, 高島洋, 杉森宏

二次保険医療圏35万人の地方病院での脳血栓回
収術に対する対応医師体制の1例

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

宮﨑雄一 血栓回収療法における病院間転送の経時的変化 第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

岡田卓也, 佐原範之, 石束光司, 吉
岡努, 北山次郎

頸動脈ステント留置術後のステント内血栓症に対

しプラスグレルを使用した2症例
第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

徳永聡, 白水寛理, 井上大輔, 安部
大介, 司城昌大, 鶴崎雄一郎, 有廣
昇司, 芳賀整, 森岡隆人

硬膜動静脈瘻におけるDual PLD法を用いたASL-
MRI灌流画像評価の有用性

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

鶴崎雄一郎, 徳永聡, 安部大介, 白
水寛理, 司城昌大, 井上大輔, 芳賀
整, 有廣昇司

症候性の両側内頸動脈狭窄症に対しStaged 
angioplastyと頸動脈内膜剥離術を行った一例

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

佐原範之, 岡田卓也, 吉岡努, 垰本
僚太, 平田陽子, 石束光司, 継仁, 
北山次郎

症候性中大脳動脈狭窄病変に対する経皮的血管

形成術の治療成績

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

東英司, 上床武史, 溝上泰一朗, 松
本健一, 井戸啓介, 上床希久, 日高
壮意, 岩下英紀, 高島洋, 杉森宏

CAS後の画像評価におけるCTA MBIR法の有用
性

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

坂井翔建、波多野武人、小柳正臣、千原英夫、小倉健紀、鈴木啓太、近藤大祐、鎌田貴彦、北村泰佑、阪本宏樹、桶谷英司、永田泉血栓回収療法例における左房径と閉塞血管・再開通率との関連性第35回　日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 2019, 11, 福岡

国内

学会

北村泰佑 急性期血栓回収療法における当院でのcombined techniqueとstent retriever単独時代の比較第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

木附信二, 福嶌由尚, 今村裕佑, 古
賀統之, 金沢信, 松木孝之, 田中
淳, 松下知永, 福田賢治

CAS後亜急性期にステント内血栓による頸動脈閉
塞をきたし,再開通治療にstent retrieverを用いた1
例

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

日高壮意, 上床武史, 溝上泰一朗, 
松本健一, 井戸啓介, 岩下英紀, 上
床希久, 東英司, 高島洋, 杉森宏

M2以遠の閉塞分枝の違いによる治療成績につい
ての検討

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11



国内

学会

戸上淳也, 伊藤陽介, 高橋慎也, 堀
雄三, 金子典正, 浅野智重, 湧川佳
幸, 永冨裕文

脳血栓回収療法における看護師教育の取り組み 第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

堀雄三, 金子典正, 徳山耕平, 井手
里美, 浅野智重, 湧川佳幸, 山下正
憲, 山田昭, 阿部英治, 永冨裕文, 
清末一路

超急性期脳動脈閉塞症に対する血栓回収療法　

少人数チームでの対応

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

溝上泰一朗, 上床武史, 井戸啓介, 
東英司, 岩下英紀, 日高壮意, 上床
希久, 高島洋, 杉森宏, 松本健一

中大脳動脈閉塞に対するADAPTIVE法 第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

天本宇昭, 竹本光一郎, 古賀隆之, 
手賀丈太, 中島弘淳, 阪元政三郎, 
井上亨

脳血管攣縮期にコイル塞栓術を行った破裂大型中大

脳動脈瘤の一例
第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

山口慎也, 春山裕典, 大崎正登, 新
田朋彦, 横井美央, 賣豆紀智美, 桑
野幸, 安田千春, 佐山徹郎, 荒川修
治

動脈瘤コイル塞栓術後、再治療を繰り返した症例

の検討

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

堀尾欣伸, 緒方利安, 福田健治, 岩
朝光利, 野中将, 安部洋, 東登志
夫, 井上亨

未破裂解離性椎骨動脈瘤の形状変化に関連する

因子の検討

第35回 日本脳神経血管内治療
学会学術総会, 福岡, 2019, 11

国内

学会

津川潤, 西田明弘, 小倉玄睦, 土井
まいこ, 藤岡伸助, 緒方利安, 坪井
義夫

ALS患者における線維束性収縮の定量的評価と
臨床症状の関連

第49回 日本臨床神経生理学会
学術大会, 福島, 2019, 11

国内

学会

福間一樹, 田中智貴, 岡田恵, 大東
里帆, 西端正範, 亀田幸花, 豊政圭
未, 李尚根, 池田宗平, 鴨川徳彦, 
古賀政利, 猪原匡史

てんかん重積状態における持続脳波モニタリング 第49回 日本臨床神経生理学会
学術大会, 福島, 2019, 11

国内

学会

緒方利安, 合馬慎二, 横手顕, 道具
伸也, 井上亨, 坪井義夫

脳主幹動脈病変を有する患者の認知機能と炎症

性バイオマーカーの関連性

第38回 日本認知症学会学術集
会, 東京, 2019, 11

国内

学会

今村裕佑, 福田賢治, 木附信二, 古
賀統之, 金沢信, 田中淳, 松木孝
之, 松下知永, 福嶌由尚

発症前より経時的に頭部MRIを実施し得た脳アミ
ロイドアンギオパチー関連炎症と考えられた一例

第229回日本神経学会九州地方
会、久留米, 2019, 12

国内

学会

阿部秀樹, 村谷陽平, 古森元浩, 三
浦聖史, 立花正輝, 黒田淳哉, 中根 
博

Brown-Sequard症候群を呈した脊髄梗塞の1例 第229回日本神経学会九州地方
会、久留米, 2019, 12

研究

会そ

の他

大屋 祐一郎, 上床 武史, 橋本 剛, 
杉森 宏

意識障害で救急搬送され、くも膜下出血と脳梗塞

を認めた一例

QCC, 福岡, 2019, 1

研究

会そ

の他

高口素史, 松本健一, 溝上泰一朗, 
岩下英紀, 上床武史, 坂田修治

同日に術前腫瘍塞栓と腫瘍摘出手術を行った再

発小脳血管芽腫の1例
第19回　佐賀手術手技研究会, 
佐賀, 2019, 1

研究

会そ

の他

溝上泰一朗, 上床武史, 岩下英紀, 
高口素史, 松本健一, 杉森宏, 坂田
修治

Neuroform Atlas を挿入したマイクロカテーテルの
検討

第10回　佐賀脳血管内治療研究
会, 佐賀, 2019, 1

研究

会そ

の他

上床武史, 溝上泰一朗, 橋本剛, 大
屋祐一郎, 坂田修治, 杉森宏

鎖骨下動脈狭窄再狭窄にPCIのテクニックを使用
した1例

第５回Cerebrovascular 
Neurologist 研究会, 福岡, 2019, 
2

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳卒中にならないためにしっておくべきサインと

は？

第19回動脈硬化教育フォーラム・
市民公開講座, 福岡，2019.2

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 インスリン抵抗性は脳にも悪い・脳梗塞における知

見から

ATIS Exchange Web, 東京，
2019.2

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳血管障害に併発するてんかんの発生機序と治

療について考える

筑紫エリア 脳卒中後てんかん地
域連携の会，福岡，2019.2



研究

会そ

の他

溝上泰一朗, 上床武史 Neuroform Atlas に救われた症例 Kyushu Neurointervention Device 
Meeting -Neuroform Atras-, 福岡, 
2019, 3

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳梗塞後機能転帰の立場からみた生活習慣病の

管理

健都生活習慣病と脳疾患研究

会，大阪，2019.3

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳卒中(脳血管障害)に関連したてんかんの発生
機序について

てんかん Web セミナー in 九州, 
福岡，2019.3

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳卒中専門・内科医として学んだこと 第7回九州脳卒中カンファレンス,
福岡，2019.3

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳血管疾患と脂質の関係 –冠動脈疾患との類似
点・相違点に着目する– 

第47回　九州総合診療セミナー 
，福岡，2019.4

研究

会そ

の他

脇坂義信 抗血栓療法中の血圧管理 Fukuoka Stroke Forum, 福岡, 
2019，4

研究

会そ

の他

脇坂義信 脳循環代謝研究室の現在と今後 第34回 認知機能障害と脳循環
研究会, 福岡, 2019, 4

研究

会・

その

他

熊本将也，由谷親夫，植田初枝 剖検例における頭蓋内コレステロール塞栓症 13 th Trans Catheter Imaging 
Forum, 大阪，2019, 4

研究

会そ

の他

上床武史 虚血ミニレクチャーセッション　座長 第8回九州脳血管内治療勉強会, 
福岡, 2019, 5

研究

会そ

の他

溝上泰一朗, 上床武史 How I do itセッション 頸動脈直接穿刺の一例 第8回九州脳血管内治療勉強会, 
福岡, 2019, 5

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 糖尿病と脳梗塞・脳出血 ストップ脳卒中！市民公開講座，

福岡，2019.5

研究

会そ

の他

脇坂義信 認知症の予防　どうすれば認知用になる可能性を

低くすることができるのか

第15回 北九州脳卒中公開セミ
ナー, 北九州, 2019, 6

研究

会そ

の他

後藤聖司 救急外来診療でのワンポイントアドバイス

～脳血管内科編～

白十字病院医局会, 福岡, 2019, 
6

研究

会そ

の他

中村晋之 脳卒中発症予防における抗凝固療法〜FSRから
の知見〜

第55回福岡佐賀泌尿器科手術
手技研究会，福岡，2019, 6

研究

会

立花正輝 椎骨動脈解離に伴う脳梗塞について 第21回粕屋・宗像脳血管・神経
セミナー, 福岡, 2019, 6

研究

会

立花正輝 筋肉の痙攣を認めアイザックス症候群が疑われた

症例

第21回粕屋・宗像脳血管・神経
セミナー, 福岡, 2019, 6

研究

会

立花正輝 リレー症例検討 第35回福岡東脳卒中の地域連
携の夕べ, 福岡, 2019, 6

研究

会そ

の他

三浦聖史 脳卒中リハビリテーションの考え方 第4回Cerebral Circulation 
Conference, 福岡, 2019,6

研究

会そ

の他

司城昌大 病理標本からみる血栓塞栓症 第7回北九州脈管と血栓塞栓症
研究会，北九州，2019，7

研究

会そ

の他

横井美央 繰り返す脳梗塞の塞栓源として大動脈弁に付着

するGATが想定された症例
第7回北九州脈管と血栓塞栓症
研究会，北九州，2019，7



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

平成30年度助成研究発表会・喫
煙科学研究財団/特定研究５報告
会 東京，2019.7

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 生活習慣病と脳疾患の密なつながり 我々は何を
考えるべきか？

令和元年・第二内科・北九州同

門会・卓話, 北九州,2019.7

研究

会そ

の他

陣内重郎 スタッフ経験談 第11回九州医療センター　脳血
管・神経内科 Summer Stroke 
Conference, 福岡, 2019, 7

研究

会そ

の他

森田隆雄 レジデント経験談 第11回九州医療センター　脳血
管・神経内科 Summer Stroke 
Conference, 福岡, 2019, 7

研究

会そ

の他

宮﨑雄一 病棟では見えにくい障害：軽症脳卒中患者の社会

参加への過大

第30回福岡脳卒中ケア研究会、
福岡,  2019, 7

研究

会そ

の他

脇坂義信 抗血栓療法中の血圧管理  高潔治療ガイドインの
改訂をふまえて

第11回  BHIC Fukuoka,福岡, 
2019，8

研究

会そ

の他

東英司, 上床武史, 溝上泰一朗, 井
戸啓介, 上床希久, 日高壮意, 岩下
英紀, 松本健一, 髙島洋, 杉森宏

内頸動脈急性閉塞の1例 九州脳血管内治療技術討論会, 
福岡, 2019, 8

研究

会そ

の他

三浦聖史 脳底動脈急性閉塞の早期再開通後、再閉塞が疑

われた一例

第14回FBI研究会 -Fukuoka 
Brain Infarction Conference-, 福
岡, 2019, 8

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳血管障害の立場から脂質管理を考える Physician Scientist，福岡，2019.8

研究

会そ

の他

脇坂義信 脳血管障害に対する脂質異常症の管理 第12回 福岡脳卒中連携セミ
ナー, 福岡, 2019, 9

研究

会そ

の他

上床武史, 溝上泰一朗, 松本健一, 
井戸啓介, 岩下英紀, 上床希久, 日
高壮意, 東英司, 髙島洋, 杉森宏

先端の脳卒中治療（脳血管内治療） 地域連携懇談会, 佐賀, 2019, 9

研究

会そ

の他

上床武史 脳卒中急性期の血管内治療からみた薬物療法に

ついて

脳卒中リハ連携セミナー, 佐賀, 
2019, 9

研究

会そ

の他

脇坂義信 A case of an embolic stroke of undetermined source. 
Is PROC gene polymorphism a culprit of stroke?

1st Stroke teleconference with 
Vietnam, Fukuoka, 2019, 10

研究

会そ

の他

脇坂義信 脳卒中医療での血圧管理　高血圧治療ガイドライ

ンの改定をふまえて

ストップ! NO卒中プロジェクト エリ
ア会議 in 福岡, 福岡, 2019, 10

研究

会そ

の他

東英司, 上床武史, 溝上泰一朗, 井
戸啓介, 上床希久, 日高壮意, 岩下
英紀, 松本健一, 髙島洋, 杉森宏

内頸動脈急性閉塞の1例 第4回Cerebrovascular Neurologist 
Endovascular meeting in 
Kyushu(CNEK), 福岡, 2019, 10

研究

会そ

の他

上床武史 一般演題　座長 第4回Cerebrovascular Neurologist 
Endovascular meeting in 
Kyushu(CNEK), 福岡, 2019, 10

研究

会そ

の他

上床武史 内科・血管内治療のお話 公開市民講座, 佐賀, 2019, 10

研究

会そ

の他

黒田 淳哉 脳と腎臓の深い関係 Clinical Communication 
Conference, 古賀, 2019, 10

研究

会そ

の他

黒田 淳哉 脳卒中から身を守るために 福岡東医療センター市民公開講

座, 古賀, 2019, 10



研究

会そ

の他

吾郷哲朗 高齢者・脳血管障害患者になぜてんかんは起きるのか？第８回北九州古賀病院交流会〜

地域医療連携講演会〜福岡，

2019, 10
研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳血管障害・認知症における脂質管理を考える 第11回 Stroke Science Academy, 
2019, 10

研究

会そ

の他

中村晋之 脳卒中二次予防における抗凝固療法の実際〜

FSRからの知見〜
実践心房細動学術講演会，福

岡，2019，11

研究

会そ

の他

上床武史 当院における脳卒中急性期診療 Kurume Stroke Conference 2019, 
久留米, 2019, 11

研究

会そ

の他

三浦聖史 急性期・回復期における脳卒中リハビリテーションの考え方 〜運動障害を中心に〜第36回福岡東脳卒中の地域連
携の夕べ, 古賀, 2019, 11

研究

会そ

の他

吾郷哲朗 脳卒中後てんかんの発生機序と薬剤選択 ペラ

ンパネルへの期待

九州脳卒中後てんかんクロストー

ク インターネットライブセミナー，
福岡，2019.11

研究

会そ

の他

黒田 淳哉 右内頚動脈閉塞に伴う血行力学的機序により左

片麻痺が徐々に進行した一例

第36回福岡東脳卒中の地域連
携の夕べ, 古賀, 2019, 11

研究

会そ

の他

宮﨑雄一 急性期脳梗塞に対する血栓回収療法の多施設共

同データベースの構築

第35回認知機能障害と脳循環研
究会, 福岡, 2019, 11

研究

会そ

の他

脇坂義信 脳梗塞塞超急性期の治療対象の拡大　治療選択

の鍵はMRI画像の「ミスマッチ」　MRI画像と神経
症状の「ミスマッチ」

脳・心・腎　連携カンファレンス, 
福岡, 2019, 12

研究

会そ

の他

脇坂義信 脳卒中の発症予防と再発予防のための血圧管理　

ガイドラインの改定をふまえて

2019年度 地域医師のための生
涯教育セミナー 第14回 脳神経
外科・脳血管内科, 福岡, 2019, 
12

研究

会そ

の他

後藤聖司 “脳卒中疑い”で診察中、脳神経症状があるのに、
頭部MRIで、一見、異常所見がなく困ったら・・・　- 
NCSEとASL画像 -

白十字病院医局ミニレクチャー, 
福岡, 2019, 12

研究

会そ

の他

東英司, 上床武史, 溝上泰一朗, 松
本健一, 井戸啓介, 上床希久, 日高
壮意, 乙木祐介, 髙島洋, 杉森宏

会心の一撃セッション：Combined techniqueにおけ
るCatalyst6の実力

第9回九州脳血管内治療勉強会, 
福岡, 2019, 12

研究

会そ

の他

上床武史 会心の一撃セッション   座長 第9回九州脳血管内治療勉強会, 
福岡, 2019, 12

研究

会そ

の他

上床武史 脳卒中急性期治療と地域連携 Stroke Prevention Seminar in Saga 
2019, 佐賀, 2019, 12

研究

会そ

の他

日高壮意, 上床希久. 東英司, 上床
武史, 髙島洋, 杉森宏

当院におけるペランパネルの投与症例 脳卒中後てんかん連携会（第4
報）, 佐賀, 2019, 12

国内

研究

会そ

の他

司城昌大 神経病理学の 近の動向 バイエル薬品株式会社司北九州

営業所社内研究会，北九州，

2019，12

研究

会そ

の他

北山次郎 福岡市医師会方式脳血管障害地域連携パスの現

状

第37回地域医療連携ワークショッ
プ，福岡，2019.12


