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11月19日（金）　Ａ会場（天空センター）

片頭痛 1　9：00～10：00
 座長：五十嵐　久佳（神奈川歯科大学附属横浜研修センター・
 横浜クリニック 内科）  　　　　　　　

19-A-01	 片頭痛患者149例の臨床的検討
笠岡第一病院 脳神経外科
○渡辺　明良

19-A-02	 前兆のある片頭痛と前兆のない片頭痛の性比
山口クリニック
○山口　三千夫

19-A-03	 片頭痛の初発年齢
山口クリニック
○山口　三千夫

19-A-04	 VSRADをもちいた片頭痛の簡易的脳萎縮の評価-予備的研究
獨協医科大学 神経内科
○高野　雅嗣、渡邉　由佳、高嶋　良太郎、鈴木　紫布、田中　秀明、平田　幸一

19-A-05	 片頭痛罹患者における血圧脈波検査の検討：対照者との対比研究
東邦大学医療センター大森病院 神経内科
○平山　剛久、池田　憲、高澤　隆紀、川瀬　裕士、吉井　康裕、狩野　修、

川辺　清一、岩崎　泰雄

19-A-06	 乳癌ホルモン療法により前兆のない片頭痛発作が修飾された１例
兵庫医科大学 総合診療内科
○橋本　満喜子、川端　啓太、松井　聖博、山西　敏之、奥　智子、團野　大介、

澁谷　直美、小畔　美弥子、立花　久大

19-A-07	 本邦における妊娠，分娩後の片頭痛（第2報）
1 獨協医科大学 神経内科、2 獨協医科大学 産婦人科
○星山　栄成 1、辰元　宗人 1、岩波　久威 1、斎須　章浩 1、平田　幸一 1、

渡辺　博 2、稲葉　則之 2
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シンポジウム１．頭痛のプライマリーケア：診断と治療（1）
 10：00～12：00
 座長：間中　信也（温知会 間中病院）　　　
 平田　幸一（獨協医科大学 神経内科）
S1-1	 頭痛の分類と診察手技（overview）

温知会間中病院
○間中　信也

S1-2	 一次性頭痛の診断と治療―特に慢性頭痛を中心として―
獨協医科大学 神経内科
○平田　幸一

S1-3	 頭頸部外傷による頭痛
山口大学 脳神経外科
○鈴木　倫保、米田　浩

S1-4	 	脳血管疾患による頭痛
日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○大久保　誠二

S1-5	 感染症による頭痛
日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○臼田　和弘

S1-6	 眼科的疾患による頭痛
愛知淑徳大学 健康医療科学部 視覚科学
○柏井　聡

ランチョンセミナー１　国際頭痛分類ICHD-Ⅱの理解のために
 （エーザイ株式会社）　12：10～13：10
 座長：平田　幸一（獨協医科大学 神経内科）
LS1	 国際頭痛分類の過去・現在そして未来〜迷宮からの脱出〜

温知会 間中病院
○間中　信也

会長講演　14：20～14：50
 座長：赫　彰郎（日本医科大学）
当科SCUにおける虚血性脳血管障害患者の頭痛の検討

日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○片山　泰朗
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特別講演　15：00～15：30
 座長：岩田　誠（東京女子医科大学）
頭痛の歴史と診断治療の進歩

国際頭痛センター
○坂井　文彦

招待講演１　15：30～16：20
座長：片山　泰朗（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）
Headache	attributed	to	cerebrovascular	disorders	and	its	treatment

Pennsylvania State University-M.S. Hershey Medical Center, U.S.A.
○Kevin M. Cockroft

招待講演２　16：30～17：20
 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）
Reversible	Cerebral	Vasoconstriction	Syndromes

Department of Neurology, Neurological Institute, Taipei Veterans General 
Hospital / Department of Neurology, National Yang-Ming University School 
of Medicine, Taiwan
○Shuu-Jiun Wang

イブニングセミナー１　トリプタン使用の実際
 （グラクソ・スミスクライン株式会社）　18：00～19：10
 座長：阿部　康二（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経内科学）
 中島　健二（鳥取大学 脳神経医科学講座脳神経内科学分野）　　
ES1-1	 片頭痛のメカニズムとトリプタンの作用機序

埼玉医科大学 神経内科
○荒木　信夫

ES1-2	 トリプタンの新しい使い方
富永病院 神経内科・頭痛センター
○竹島　多賀夫

ES1-3	 慢性片頭痛と薬物乱用頭痛（MOH）のマネジメント	
〜脳過敏症候群から診る片頭痛〜
東京女子医科大学 脳神経外科
○清水　俊彦
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11月19日（金）　Ｂ会場（天空ノース）

生涯教育セミナー 初級コース（専門医取得希望医向け）　7：30～8：30
座長：森松　光紀（地域医療支援病院 オープンシステム 徳山医師会病院）
生涯教育（初級）	 頭痛外来の実際とコツ

山口クリニック
○山口　三千夫

片頭痛 2　9：00～10：00
 座長：北見　公一（脳神経外科・心療内科 北見クリニック）

19-B-01	 小児の同名半盲は前兆のある片頭痛の陰性視覚症候の可能性がある
1 熊本市民病院 神経内科、2 熊本大学大学院 生命科学研究部神経内科学分野
○伊藤　康幸 1、光藤　尚 1、山本　文夫 1、橋本　洋一郎 1、平野　照之 2、内野　誠 2

19-B-02	 片頭痛での起立時の脳血流自動能
千葉県循環器病センター 神経内科
○本間　甲一、赤荻　悠一、三津間　さつき、松田　信二

19-B-03	 エタノールによるTRPV1を介したカスパーゼ-8活性化－片頭痛病態への関与
慶應義塾大学 医学部 神経内科
○舟久保　恵美、柴田　護、清水　利彦、岩下　達雄、鳥海　春樹、佐藤　仁、

黒井　俊哉、小泉　健三、鈴木　則宏

19-B-04	 片頭痛患者におけるインターロイキン6とアディポネクチンの検討
鳥取大学 脳神経内科
○瀧川　洋史、古和　久典、野村　哲志、中島　健二

19-B-05	 慢性片頭痛病態モデルを用いたラット三叉神経尾側核の免疫組織化学染色検討
慶應義塾大学 医学部 神経内科
○黒井　俊哉、鳥海　春樹、佐藤　仁、舟久保　恵美、岩下　達雄、小泉　健三、

柴田　護、清水　利彦、鈴木　則宏

19-B-06	 K+による大脳皮質性拡延性抑制誘発反応に対する慢性トピラマート投与の影響
慶應義塾大学 医学部 神経内科
○畝川　美悠紀、冨田　裕、鳥海　春樹、鈴木　則宏

19-B-07	 TRPV1受容体を介した三叉神経の侵害刺激がCSD発生に及ぼす影響
慶應義塾大学 医学部 神経内科
○鳥海　春樹、畝川　美悠紀、黒井　俊哉、佐藤　仁、舟久保　恵美、

岩下　達雄、小泉　健三、柴田　護、清水　利彦、鈴木　則宏
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片頭痛 3　10：00～11：00
 座長：濱田　潤一（北里大学医学部 神経内科学）

19-B-08	 抗血小板薬の中止により頭痛を伴わない典型的前兆を呈した1例
1 日本医科大学千葉北総病院 神経内科、2 日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リ
ウマチ部門
○神谷　信雄 1、濱本　真 1、片山　泰朗 2

19-B-09	 TRPV1高発現時のカプサイシン刺激によるカスパーゼ2の活性化
1 慶應義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室、2 慶應義塾大学 医学部 神経内科学教
室
○佐藤　仁 1、柴田　護 2、清水　利彦 2、岩下　達雄 2、鳥海　春樹 2、小泉　健三 2、

舟久保　恵美 2、黒井　俊哉 2、中川　種昭 1、鈴木　則宏 2

19-B-10	 Angiotensin	II受容体阻害剤が片頭痛モデルラットに及ぼす作用の検討
北里大学医学部 神経内科学
○増田　励、濱田　潤一、米倉　純子、北村　英二、望月　秀樹

19-B-11	 片頭痛患者における痛み刺激による不安呼吸関連電位とその電源推定
1 昭和大学医学部 内科学講座神経内科部門、2 昭和大学医学部 第二生理学教室
○笠井　英世 1、政岡　ゆり 2、加藤　大貴 1、本間　生夫 2、河村　満 1

19-B-12	 静脈内Orexin-Ａ投与後のラット脳血流に対する影響
1 北里大学医学部 神経内科学、2 国際頭痛センター
○米倉　純子 1、濱田　潤一 1、北村　英二 1、増田　励 1、望月　秀樹 1、坂井　文彦 2

19-B-13	 片頭痛患者における深呼吸負荷脈波伝搬速度の検討
鳥取大学 脳神経内科
○古和　久典、瀧川　洋史、中島　健二

19-B-14	 当院頭痛クリニックにおける月経関連片頭痛の傾向と治療
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、齋藤　充弘、長島　康洋、笠井　陽介、久手堅　司、小倉　直子、

丸山　路之、國本　雅也

片頭痛 4　11：00～12：00
 座長：河村　満（昭和大学医学部 内科学講座 神経内科学部門）

19-B-15	 VASを用いた頭痛の連続的定量的評価法としての「頭痛グラフ」の有用性
医療法人斐水会 ながせき頭痛クリニック 脳神経外科
○永関　慶重、永関　ルミ、石川　初美、長谷　佳子、長谷　英明、小林　俊、

永関　真司、永関　三根子
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19-B-16	 成人腹部片頭痛
寺本神経内科クリニック
○寺本　純

19-B-17	 大脳白質病変を伴う片頭痛の５症例
1 旭川赤十字病院 神経内科、2 北海道大学 大学院医学院医学研究科 神経病態学講座 
神経内科学分野
○黒島　研美 1、中野　史人 1、浦　茂久 1、吉田　一人 1、矢部　一郎 2、

佐々木　秀直 2

19-B-18	 私自身の閃輝暗点（第二報）－入浴による持続時間の短縮－
亀田メディカルセンター 神経内科
○福武　敏夫

19-B-19	 頭内爆発音症候群の１例
亀田メディカルセンター 神経内科
○福武　敏夫、西田　大輔、小松　鉄平、荒木　邦彦、松平　敬史、西村　寿貴、

高橋　正年、片多　史明、佐藤　進、柴山　秀博

19-B-20	 女性片頭痛患者に対する肩こりの実態調査
1 甲南病院 神経内科、2 牧田産婦人科医院、3 六甲アイランド病院 産婦人科
○北村　重和 1、牧田　和也 2、稲垣　美恵子 3

19-B-21	 片頭痛と関連した若年性脳梗塞の１例
脳神経疾患研究所付属綜合南東北病院 神経内科
○土屋　真理夫、金子　知香子、久保　仁、下地　眞哉、山本　悌司、片山　宗一

ランチョンセミナー２　頭痛診療
 （アストラゼネカ株式会社）　12：10～13：10
 座長：上津原　甲一（鹿児島市立病院）
LS2-1	 クリニックにおける頭痛診療の現状と問題点

医療法人 立岡神経内科
○立岡　良久

LS2-2	 頭痛患者の医療連携
熊本市立熊本市民病院 神経内科
○橋本　洋一郎
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片頭痛 5　15：00～16：00
 座長：橋本　洋一郎（熊本市立熊本市民病院 神経内科）

19-B-22	 眼筋麻痺性片頭痛：外転神経麻痺を繰り返した１例
1 福岡大学 医学部 神経内科、2 福岡大学 医学部 放射線科
○小林　智則 1、高野　浩一 2、山田　達夫 1

19-B-23	 不思議の国のアリス症候群は脳底型片頭痛に合併しやすい
太田熱海病院 脳神経センター神経内科
○山根　清美、吉田　健二、飯國　洋一郎、森松　暁史、白田　明子

19-B-24	 MRIにおける白質病変と片頭痛の関係
ヨナハ総合病院 脳神経外科 頭痛外来
○南光　徳偉、今村　暢希

19-B-25	 Octreotideが片頭痛発作出現を抑制したと考えられたTSH産生性下垂体腺腫の	
1例
1 長野赤十字病院 脳神経外科、2 新潟県立中央病院 脳神経外科
○倉島　昭彦 1、斎藤　隆史 1、関　泰弘 1、土屋　尚人 1、田村　哲郎 2

19-B-26	 片頭痛患者における白質病変の経時的変化に関する検討
1 東海大学八王子病院 神経内科、2 東海大学 神経内科、3 東海大学八王子病院 脳神経
外科
○本間　一成 1、北川　泰久 1、徳岡　健太郎 1、安田　高志 1、阪部　恵理 1、

高木　繁治 2、下田　雅美 3、小田　真理 3、星川　賀織 3、長田　貴洋 3

19-B-27	 頭痛を伴わない閃輝暗点に対しバルプロン酸ナトリウムが著効した3症例
姫路中央病院 脳神経外科
○西村　卓士、赤松　悟、高山　和浩、後藤　正樹、東　徹

19-B-28	 片頭痛予防におけるDuloxetineの有効性に関する検討
山王クリニック
○石井　直子

片頭痛 6　16：00～16：50
 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）

19-B-29	 片頭痛に対するボツリヌス治療の5年経過
寺本神経内科クリニック
○寺本　純
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19-B-30	 片頭痛に対するナロンエースRの長期服用による慢性ブロムワレリル尿素中毒の１
例
1 富山大学附属病院 神経内科、2 富山県済生会富山病院 脳卒中センター
○田口　芳治 1、高嶋　修太郎 1、松村　内久 2、久保　道也 2、堀江　幸男 2、

田中　耕太郎 1

19-B-31	 片頭痛を併発する眼瞼下垂症患者への眼瞼下垂症手術の効果の解析
学芸大西口クリニック
○佐藤　克二郎

19-B-32	 片頭痛、緊張型頭痛は血小板凝集能亢進是正で、その発生を長期にほぼ完全に防止
できる
石川病院 先進画像・医療研究所 脳神経外科
○藤田　稠清

19-B-33	 片頭痛患者に対する効果的な生活指導
やすだクリニック 脳神経外科
○安田　恵多良

19-B-34	 Non-episodic	migraine	と名付けた、治療困難な頭痛の治療経験
特定医療法人社団御上会野洲病院 脳神経外科
○木築　裕彦

片頭痛 7　16：50～17：50
 座長：濱本　真（日本医科大学千葉北総病院 神経内科）

19-B-35	 当院頭痛外来患者でのカフェイン摂取制限と鉄補充の有用性の検討
1 済生会松山病院 脳神経外科、2 済生会松山病院 神経内科
○田中　寿知 1、矢部　勇人 2、楠　勝介 1

19-B-36	 片頭痛診療における10点法のすすめ
東京医科大学 茨城医療センター
○高木　健治、山崎　薫、新井　美緒、野島　逸、小林　映仁

19-B-37	 片頭痛予防薬は何がよく処方されたか
医療法人社団茜遥会 目々澤醫院
○目々澤　肇

19-B-38	 本邦片頭痛患者におけるバルプロ酸の有用性と安全性
1 富永病院 神経内科・頭痛センター、2 富永病院 薬剤部、3 富永病院 脳外科
○竹島　多賀夫 1、西川　和花 2、米田　浩基 3

19-B-39	 A型ボツリヌス毒素が片頭痛を予防した１例
東京女子医科大学 神経内科
○大澤　美貴雄、内山　真一郎
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19-B-40	 Candesartan・hydrochlorothiazideが著効した予兆として下腿浮腫を伴う片頭
痛の1例
聖マリアンナ医科大学 神経内科
○秋山　久尚、長谷川　泰弘

19-B-41	 リザトリプタン5mgの有用性について
佐世保共済病院 脳神経外科
○川口　務

イブニングセミナー２　（ファイザー株式会社）　18：00～19：10
 座長：坂井　文彦（国際頭痛センター）
ES2-1	 New	insight	into	pain	mechanism	of	migraine	

-	Implication	for	next	stage	treatments	-
慶應義塾大学 医学部 神経内科
○鈴木　則宏

ES2-2	 Migraine-	Update	on	Mechanisms	and	Treatment
Headache Group - Department of Neurology,  
University of California, San Francisco, San Francisco, CA, USA
○Peter J. Goadsby
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11月19日（金）　Ｃ会場（天空サウス）

生涯教育セミナー 上級コース（専門医取得希望医向け）　7：30～8：30
 座長：山根　清美（太田熱海病院 脳神経センター 神経内科）
生涯教育（上級）	 難治性慢性化頭痛の診かた

ねごろ神経内科クリニック
○根来　清

血管障害 1　9：00～10：00
 座長：勝又　俊弥（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

19-C-01	 Painful	Horner	症候群を呈した延髄梗塞の1例
1 日本赤十字社長崎原爆病院 内科、2 日本赤十字社長崎原爆病院 放射線科、3 独立行
政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 神経内科、4 伊崎脳神経外科・内科
○木下　郁夫 1、大坪　まゆみ 2、中根　俊成 3、伊崎　明 4

19-C-02	 脳出血後の頸部痙縮に伴う難治性頭頸部痛に対するバクロフェン持続髄注療法の	
効果
1 熊本託麻台病院 脳神経外科、2 熊本大学 脳神経外科
○村上　雅二 1、平田　好文 1、倉津　純一 2

19-C-03	 閃輝暗点様の視野障害を呈した脳梗塞の１例
鳥取大学 脳神経内科
○周藤　豊、伊藤　悟、古和　久典、中島　健二

19-C-04	 頭痛以外の症候が目立たず、MRIにて診断された中大脳動脈領域脳梗塞の２症例
1 日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門、2 府中恵仁会病院
○酒巻　雅典 1、水越　元気 2、福地　孝明 2、臼田　和弘 1、片山　泰朗 1

19-C-05	 日常生活動作後、頭痛とともに外傷性延髄梗塞を生じた若年者の１例
1 JA吉田総合病院 脳神経外科、2 JA吉田総合病院 耳鼻科、3 JA吉田総合病院 リハビ
リテーション、4 JA吉田総合病院 放射線
○沖井　則文 1、中尾　芳雄 2、隅田　勲恵 3、清上　浩明 4、高本　奉彦 4、

箕岡　智 4、瀬藤　章義 4、中川　拓哉 4

19-C-06	 前方循環領域の脳梗塞における頭痛
1 藤沢市民病院 神経内科、2 横浜市立大学 神経内科
○宮地　洋輔 1、小山　主夫 1、黒川　隆史 1、鈴木　ゆめ 2、黒岩　義之 2

19-C-07	 MRI上椎骨動脈壁の壁内血腫が示唆されたRCVSの2例
1 中村記念病院 脳神経外科、2 中村記念南病院 脳神経外科
○鈴木　聡 1、仁平　敦子 1、岡　亨治 2、武田　利兵衛 2、中川原　譲二 1、

中村　博彦 1



－ 118 － － 119 －

血管障害 2　10：00～11：00
 座長：棚橋　紀夫（埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中科）

19-C-08	 頭痛で発症し経口腔頸部超音波検査が経過観察に有用であった頭蓋外内頸動脈解離
の１例
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
○上村　昌寛 1、森脇　博 1、田中　智貴 1、梶本　勝文 1、鈴木　理恵子 2、

斉藤　こずえ 1、宮下　光太郎 1、長束　一行 1

19-C-09	 内頸動脈解離により発症した脳梗塞の１例
日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○高山　洋平、大久保　誠二、阿部　新、原田　未那、村賀　香名子、

金丸　拓也、須田　智、上田　雅之、桂　研一郎、片山　泰朗

19-C-10	 sleep	apnea	syndromeにともなう椎骨動脈解離について
財団法人 倉敷中央病院 神経内科
○山尾　房枝、佐藤　眞也、正崎　泰作、森　仁、北口　浩史、進藤　克郎、

大井　長和

19-C-11	 頭痛を主訴に来院し、出血発症との鑑別を要した虚血発症の前大脳動脈解離の１例
1 北村山公立病院 神経内科、2 日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○鈴木　健太郎 1、大久保　誠二 2、高山　洋平 2、阿部　新 2、須田　智 2、

上田　雅之 2、片山　泰朗 2

19-C-12	 頭痛のみで診断された非出血性解離性椎骨脳底動脈瘤の治療方針
1 那須脳神経外科病院 脳神経外科、2 那須脳神経外科病院、3 埼玉医科大学国際医療
センター 脳卒中センター 脳血管内治療科、4 独協医科大学 神経内科、5 山梨大学 脳
神経外科
○大橋　康弘 1、深町　彰 1、浅原　隆之 1、坂爪　徳 1、小川　昌澄 2、

石原　正一郎 3、辰元　宗人 4、平田　幸一 4、木内　博之 5

19-C-13	 連日のトリプタンの服用が関係したと思われる可逆性脳血管収縮症候群の1例
福田脳神経外科病院
○田口　明

19-C-14	 可逆性脳血管収縮症候群と考えられた４症例
1 聖麗メモリアル病院、2 ののがき脳神経外科クリニック
○岡部　慎一 1、伊藤　聡 2
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血管障害 3　11：00～12：00
 座長：内海　裕也（東京医科大学病院 神経内科）

19-C-15	 脳静脈静脈洞血栓症の頭痛と臨床経過
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
○垣下　浩二 1、越道　慎一郎 1、宮武　伸行 1、石原　隆史 1、平山　勝久 1、

津本　智幸 1、中　大輔 2、津浦　光晴 1

19-C-16	 妊娠7ヶ月に頭痛で発症した頭蓋内出血を伴う脳硬膜静脈洞血栓症の１例
おさか脳神経外科病院
○苧坂　直博、林　直樹、貞廣　茂樹、本城　尚美、大山　英郎

19-C-17	 甲状腺機能亢進症に脳静脈洞血栓症を合併した１例
日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○原田　未那、阿部　新、大久保　誠二、桂　研一郎、片山　泰朗

19-C-18	 脳静脈血栓症の画像診断におけるdirect	thrombosed	vein	sign
1 東海大学 八王子病院 脳神経外科、2 東海大学 八王子病院 神経内科
○下田　雅美 1、小田　真理 1、星川　賀織 1、長田　貴洋 1、吉山　道貫 1、

本間　一成 2、安田　高志 2、阪部　恵理 2、徳岡　健太郎 2、北川　泰久 2

19-C-19	 頭痛発症の脳深部静脈洞血栓症の１例
1 日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター、2 日本医科大学 脳神経外科、3 日本医
科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○大村　朋子 1、三品　雅洋 1、小林　士郎 1、寺本　明 2、片山　泰朗 3

19-C-20	 頭痛で発症した深部脳静脈血栓症の1例
兵庫県立総合リハビリテーションセンター中央病院 神経内科
○北惠　詩穂里、庄　敦子、上野　正夫、奥田　志保、高野　真

19-C-21	 頭痛を主訴にて独歩にて来院、その後、急性水頭症を来たし急激な改善認められた
1例
1 吉井クリニック、2 医療法人社団緑成会 横浜総合病院
○吉井　信哉 1、横内　哲也 2、中山　晴夫 2、佐藤　裕一 2、平元　周 2、吉井　信夫 1
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ランチョンセミナー３　三叉神経痛の診断と治療
 （キッセイ薬品工業株式会社）　12：10～13：10
 座長：立花　久大（兵庫医科大学 内科学総合診療科）
LS3-1	 三叉神経痛の診断と内科的治療

日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○桂　研一郎

LS3-2	 三叉神経痛に対する手術療法
三井記念病院 脳神経外科
○田草川　豊

緊張型・薬物乱用頭痛　15：00～16：00
 座長：福武　敏夫（亀田メディカルセンター 神経内科）

19-C-22	 頭頸部の筋・筋膜性疼痛における中枢感作の評価
慶應義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室
○佐藤　仁、村岡　渡、中川　種昭、和嶋　浩一

19-C-23	 頭半棘筋の異常がTension	Type	Headacheを起こす
1 東京脳神経センター、2 日本脳神経研究所・松井病院
○松井　孝嘉 1、岩田　誠 1、北條　俊太郎 1、作田　学 1、平尾　健一 1、

松井　雅樹 2、堤　裕 1、設楽　信行 1、佐野　圭司 1

19-C-24	 耳石置換法により頭痛とめまいが直ちに改善した症例
おりたクリニック
○織田　哲至

19-C-25	 オルメサルタンの片頭痛予防効果
医療法人社団 仙石病院
○大山　秀樹

19-C-26	 薬物乱用頭痛の5年間の長期予後調査
静岡赤十字病院 神経内科
○今井　昇、八木　宣泰、黒田　龍、小西　高志、芹澤　正博、小張　昌宏

19-C-27	 漢方薬を用いた薬物乱用頭痛の治療
1 社団法人鹿児島共済会南風病院 脳神経外科、2 社団法人鹿児島共済会南風病院 医
療情報部
○横山　俊一 1、吉永　拓真 2、楠元　和博 1
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19-C-28	 薬物乱用頭痛に対する鍼治療効果
1 埼玉医科大学 東洋医学センター、2 埼玉医科大学 東洋医学センター 神経内科・脳
卒中内科
○鈴木　真理 1、山口　智 1、小俣　浩 1、菊池　友和 1、田中　晃一 1、磯部　秀之 1、

三村　俊英 1、荒木　信夫 2

その他一次性頭痛　16：00～16：40
 座長：山崎　峰雄（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

19-C-29	 スカッシュ頭痛－激しい運動による1次性労作性頭痛
獨協医科大学 神経内科
○辰元　宗人、平田　幸一

19-C-30	 慢性頭痛の新しい概念：脳過敏症候群
1 東京女子医科大学 脳神経外科 頭痛外来、2 獨協医科大学 神経内科
○清水　俊彦 1、平田　幸一 2

19-C-31	 貨幣状頭痛と脱毛を伴う頭痛症
富永病院 神経内科・頭痛センター
○竹島　多賀夫

19-C-32	 高齢者の頭痛に対する漢方治療　―釣藤散が著効した６例―
岡山済生会総合病院 脳神経外科
○高橋　健治、服部　靖彦、後藤　浩之、伊勢田　恵一、吉田　秀行、

中島　正明、坪井　雅弘

髄膜炎・脳炎　16：40～17：30
 座長：酒巻　雅典（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

19-C-33	 無菌性髄膜炎を繰り返したSjögren症候群の１例
東邦大学医療センター大森病院 神経内科
○高澤　隆紀、池田　憲、村田　貴代子、平山　剛久、岩本　康之介、

川瀬　裕士、関根　世師、狩野　修、川辺　清一、岩崎　泰雄

19-C-34	 髄膜脳炎様の症状をきたした偽痛風の１例
茅ヶ崎徳洲会総合病院 神経内科
○佐野　輝典、服部　紗苗、伊藤　恒、亀井　徹正

19-C-35	 頭痛で発症し，ほぼ全脳神経麻痺を呈した髄膜癌腫症の59歳男性例
財団法人東京都保健医療公社 荏原病院 神経内科
○太田　智大、長尾　毅彦、大竹　敏之、田久保　秀樹
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19-C-36	 １ヶ月以上続いた頭痛を主訴に初診となり、結核性髄膜炎と診断した１例
蒲郡市民病院 脳神経外科
○山本　光晴、杉野　文彦、神田　佳恵、鳥飼　武司

19-C-37	 Neuropsychiatric	syndrome	of	SLE	（NPSLE）による無菌性髄膜炎を呈した
１例
1 北村山公立病院 神経内科、2 日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○塚本　和久 1、永山　寛 2、山崎　峰雄 2、片山　泰朗 2

19-C-38	 肺癌髄膜癌腫症患者に伴う頑固な頭痛制御に腰椎―腹腔シャント術が有用だった	
１例
1 関西医大枚方病院 脳神経外科、2 関西医大滝井病院 脳神経外科
○大重　英行 1、上坂　達郎 1、小泉　聡 1、岩田　亮一 1、津田　快 1、吉村　晋一 1、

淺井　昭雄 1、河本　圭司 2

イブニングセミナー３　頭痛からみたクモ膜下出血
 （持田製薬株式会社）　18：00～19：10
 座長：小林　士郎（日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科）
ES3	

旭川赤十字病院 脳神経外科
○上山　博康
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11月19日（金）　Ｄ会場（オーロライースト）

小児 1　9：00～10：00
座長：藤田　光江（ 筑波学園病院 小児科/あいの発達クリニック 神経小児

科）

19-D-01	 片頭痛と小児良性反復性めまい症の関係
日野市立病院 耳鼻咽喉科
○五島　史行

19-D-02	 起立性調節障害が併存した小児期の片頭痛関連疾患
平塚共済病院 小児科
○尾崎　裕彦

19-D-03	 3か月以上経過を観察しえた小児慢性反復性頭痛症例の検討
1 順天堂大学浦安病院 小児科、2 順天堂大学静岡病院 小児科、3 西東京中央総合病院 
小児科、4 順天堂大学 小児科
○中澤　友幸 1、有井　直人 2、大日方　薫 1、木屋　啓一 3、安部　信平 4、

斎藤　雅子 4、奥村　彰久 4

19-D-04	 母子分離不安がある慢性頭痛の10歳女児例
小野市民病院 小児科
○安島　英裕

19-D-05	 小児片頭痛診断におけるArterial	Spin	Labeling法による脳灌流画像の有用性
滋賀県立小児保健医療センター 小児科
○下村　英毅、熊田　知浩、楠　隆、宮嶋　智子、小田　望、川北　理恵、

齊藤　景子、三戸　直美、藤井　達哉

19-D-06	 大学病院小児科頭痛外来における患者の臨床的検討
日本医科大学 小児科
○桑原　健太郎

小児 2　10：00～11：00
 座長：桑原　健太郎（日本医科大学 小児科）

19-D-07	 地域における小児の頭痛－その現実とプライマリーケアーとしての対応－
大川原脳神経外科病院 とまこまい脳神経外科 小児脳神経外科
○高橋　義男

19-D-08	 摂食障害にて通院中に頭痛発症の小児慢性硬膜下血腫の１例
佐久総合病院 脳神経外科
○齋藤　太、河野　和幸、渡辺　仁、風間　健、米澤　あづさ
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19-D-09	 連日性頭痛を呈した小児頭痛例の検討
1 名古屋市立大学大学院医学研究科 新生児・小児医学分野、2 つつじヶ丘こどもクリ
ニック、3 日本福祉大学 こども発達学部心理臨床学科
○安藤　直樹 1、小林　悟 1、服部　文子 1、藤本　伸治 2、石川　達也 3、伊藤　哲哉 1

19-D-10	 小児片頭痛患児の外来初診時年齢男女別統計および家族集積性についての検討
さいたま市立病院 小児科
○荒木　清

19-D-11	 小児・思春期片頭痛患児に対するトリプタン製剤の有効性	
（アンケート調査を参考に）
さいたま市立病院 小児科
○荒木　清

婦人科　11：00～12：00
 座長：萩原　万里子（東京都立大塚病院 神経内科）

19-D-12	 メチルエルゴメトリンにより誘発された可逆性脳血管攣縮症候群	2例の臨床的検討
1 東京医科歯科大学大学院 脳神経病態学、2 東京医科歯科大学大学院 心肺統御麻酔
学、3 東京医科歯科大学大学院 生殖機能協関学
○石橋　哲 1、石橋　智子 2、関口　将軌 3、槇田　浩史 2、水澤　英洋 1

19-D-13	 子宮筋腫術後に雷鳴頭痛とともにけいれん重積状態となった	RPLSの１例
町田市民病院 脳神経外科
○内田　一好、松森　隆史、大塩　恒太郎

19-D-14	 女性の月経関連頭痛におけるナラトリプタンの有効性に関する検討
山王クリニック
○石井　直子

19-D-15	 月経関連片頭痛に対するナラトリプタンの有効性の検討
聖光会鷹の子病院 頭痛外来（脳神経外科）
○貞本　泰孝

19-D-16	 女性の片頭痛患者における「冷え症」の合併頻度に関する検討
1 牧田産婦人科医院、2 甲南病院 神経内科、3 六甲アイランド病院 産婦人科
○牧田　和也 1、北村　重和 2、稲垣　美恵子 3

19-D-17	 閉経後の片頭痛患者の特徴に関する実態調査（第1報）
1 慶應義塾大学 産婦人科、2 慶應義塾大学 神経内科
○牧田　和也 1、平沢　晃 1、柴田　護 2、清水　利彦 2、青木　大輔 1、鈴木　則宏 2
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11月20日（土）　Ａ会場（天空センター）

シンポジウム２．片頭痛の病態･治療の最前線　9：00～11：00
 座長：鈴木　則宏（慶應義塾大学 医学部 神経内科）　　　　　　　
 中島　健二（鳥取大学 脳神経医科学講座 脳神経内科学分野）
S2-1	 片頭痛の疫学と遺伝子研究

鳥取大学医学部 脳神経内科学分野
○古和　久典

S2-2	 片頭痛における神経原性炎症
北里大学 医学部 神経内科学
○濱田　潤一

S2-3	 片頭痛におけるCortical	Spreading	Depression	（CSD）
富永病院 神経内科・頭痛センター
○竹島　多賀夫

S2-4	 片頭痛における慢性化のメカニズム
慶應義塾大学 医学部 神経内科
○清水　利彦

S2-5	 片頭痛の新規治療薬
慶應義塾大学 医学部 神経内科
○鈴木　則宏

招待講演３　11：00～11：50
 座長：坂井　文彦（国際頭痛センター）
Trigeminal	Autonomic	Cephalalgias-	what	is	new?

Headache Group - Department of Neurology,  
University of California, San Francisco, San Francisco, CA, USA
○Peter J. Goadsby

ランチョンセミナー４　（田辺三菱製薬株式会社）　12：00～13：00
 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）
LS4	 Recent	advances	in	Neuroendovascular	Techniques

Pennsylvania State University-M.S. Hershey Medical Center, U.S.A.
○Kevin M. Cockroft



－ 126 － － 127 －

シンポジウム３．頭痛のプライマリーケア：診断と治療（2）
 13：10～15：10
 座長：北川　泰久（東海大学八王子病院 神経内科）
 喜多村　孝幸（日本医科大学 脳神経外科）　
S3-1	 耳鼻咽喉科的疾患による頭痛

帝京大学医学部附属溝口病院 耳鼻咽喉科
○室伏　利久

S3-2	 精神疾患と慢性頭痛との関連について
東邦大学医療センター大森病院
○端詰　勝敬、小田原　幸、坪井　康次

S3-3	 咀嚼筋障害による頭痛
慶應義塾大学 医学部歯科口腔外科学教室
○和嶋　浩一

S3-4	 女性特有の頭痛
神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック 内科
○五十嵐　久佳

S3-5	 小児の頭痛－小児頭痛の慢性化のリスク要因について
筑波学園病院小児科・あいの発達クリニック神経小児科
○藤田　光江
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11月20日（土）　Ｂ会場（天空ノース）

教育講演１　9：00～9：30
 座長：山本　纊子（並木病院）
群発頭痛の診断と治療

東京女子医科大学 頭痛外来
○清水　俊彦

教育講演２　9：30～10：00
 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）
緊張型頭痛の診断と治療

埼玉医科大学 神経内科
○荒木　信夫

片頭痛 8　10：00～11：00
 座長：寺本　純（寺本神経内科クリニック）

20-B-01	 【指定発言】	
トリプタン系薬剤の片頭痛治療効果に関する受容体結合占有理論に基づく解析
1 東京薬科大学 薬学部、2 東海大学医学部付属八王子病院 薬剤科、3 東海大学医学部
付属八王子病院 神経内科
○高柳　理早 1、鈴木　優司 2、渡邊　昌之 2、徳岡　健太郎 3、北川　泰久 3、

山田　安彦 1

20-B-02	 トリプタン製剤を内服翌日に心筋梗塞と左椎骨動脈解離をほぼ同時に併発した	
1症例
大津赤十字病院 脳神経外科
○竹市　康裕

20-B-03	 月経関連片頭痛に対するナラトリプタンの効果と問題点
1 医療法人 高崎ペインクリニック、2 新潟大学脳研究所 神経内科
○下畑　敬子 1、下畑　享良 2、小野　哲 1、茂木　僚一郎 1、石倉　秀昭 1、宮下　興 1

20-B-04	 MATRIX	;	Migrainer	Assess	TRIptan	eXamination	2
1 筑波大学 水戸地域医療教育センター 脳神経外科、2 筑波大学 人間総合科学研究科 
脳神経外科学、3 秋本脳神経外科
○柴田　靖 1、秋本　学 3、遠藤　聖 1、松村　明 2
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20-B-05	 スマトリプタン自己注射キット使用による頭痛発作減少の検討
秋葉原駅クリニック
○大和田　潔

片頭痛 9　11：00～11：50
 座長：辻　貞俊（産業医科大学 神経内科学）

20-B-06	 頭痛外来における重度の片頭痛発作に対するイミグラン皮下注30例の検討
医療法人斐水会 ながせき頭痛クリニック 脳神経外科
○永関　慶重、永関　ルミ、石川　初美、長谷　佳子、長谷　英明、小林　俊、

永関　真司、永関　三根子

20-B-07	 片頭痛に対するトリプタン間での変更の有効性の検討
かく脳神経外科クリニック
○郭　泰植

20-B-08	 頭痛外来におけるトリプタン製剤選択の現状
北里大学 医学部 神経内科学
○小川　果林、濱田　潤一、望月　秀樹

20-B-09	 片頭痛予防薬の効果〜調剤薬局のデータを用いた分析〜
1 北里大学大学院 薬学研究科、2 日野市立病院 耳鼻咽喉科
○中川　靖一 1、古田　智裕 1、五島　史行 2

20-B-10	 長時間作動型トリプタンとNSAIDsの併用における有用性の検討
東海大学医学部 内科学系神経内科
○永田　栄一郎、塚本　祐子、森谷　祐介、瀧澤　俊也、高木　繁治

20-B-11	 片頭痛の発作症状と良導絡的治療効果の相関分析
医療法人社団 北長岡診療所
○板倉　亨通

ランチョンセミナー５　（MSD株式会社）　12：00～13：00
 座長：永廣　信治（徳島大学 脳神経外科）
LS5-1	 低髄液圧性頭痛の診断と治療

日本医科大学 脳神経外科
○喜多村　孝幸

LS5-2	 脳腫瘍と頭痛
東京医科大学八王子医療センター 脳神経外科
○池田　幸穂
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片頭痛 10　13：10～14：10
 座長：目々澤　肇（医療法人社団茜遥会 目々澤醫院）

20-B-12	 呉茱萸湯、苓桂朮甘湯が奏効した慢性片頭痛の１症例
国立病院機構 名古屋医療センター 脳神経外科
○津金　慎一郎、高橋　立夫、須崎　法幸、今川　健司

20-B-13	 片頭痛に対する鍼治療効果（第4報）	
－薬物療法が無効あるいは用いにくい症例の検討－
1 埼玉医科大学 東洋医学センター、2 埼玉医科大学 東洋医学センター 神経内科・脳
卒中内科
○菊池　友和 1、山口　智 1、小俣　浩 1、田中　晃一 1、鈴木　真理 1、磯部　秀之 1、

三村　俊英 1、荒木　信夫 2

20-B-14	 片頭痛に対する鍼治療効果　第5報	―前兆のある片頭痛患者の検討―
1 埼玉医科大学 東洋医学センター、2 埼玉医科大学 東洋医学センター 神経内科・脳
卒中内科
○山口　智 1、小俣　浩 1、菊池　友和 1、田中　晃一 1、鈴木　真理 1、磯部　秀之 1、

三村　俊英 1、荒木　信夫 2

20-B-15	 片頭痛重症度と痛みに対する破局的思考およびQOLの検討	
－大学生を対象として－
1 東邦大学医療センター大森病院 心療内科、2 北海道医療大学
○小田原　幸 1、端詰　勝敬 1、本谷　亮 2、天野　雄一 1、久我原　明朗 1、

岩崎　愛 1、佐谷　健一郎 1、坪井　康次 1

20-B-16	 常に移動する痛みと治療効果を認める23年経過の片頭痛女性の１例
東京都立大塚病院 内科（神経内科）
○萩原　万里子

20-B-17	 カミナリ頭痛〜雷の接近により誘発される片頭痛
獨協医科大学 神経内科
○相場　彩子、辰元　宗人、星山　栄成、斎須　章浩、平田　幸一

顔面・顎関節・頸部頭痛　14：10～14：50
 座長：駒場　祐一（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

20-B-18	 第２報　咬合性外傷による頭痛の検討　－症例報告－
1 野田矯正歯科クリニック、2 ほりぐち歯科
○野田　隆夫 1、堀口　尚司 2

20-B-19	 頚椎硬膜内髄外腫瘍による頚性頭痛の１例
1 湘南鎌倉総合病院 脳神経外科、2 湘南鎌倉総合病院 神経内科
○権藤　学司 1、中林　圭介 1、谷野　慎 1、渡辺　剛史 1、川田　純也 2
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20-B-20	 当院における非定型歯痛、非定型顔面痛、舌痛症の検討
たかせ内科医院
○高瀬　靖

20-B-21	 強烈な顔面痛を伴う中頭蓋窩転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療
1 総合青山病院 脳神経外科・サイバーナイフセンター、2 総合青山病院 脳神経外
科、3 愛知医科大学 放射線科
○水松　真一郎 1、河村　敏紀 3、龍　浩志 2、土屋　直人 2、野村　契 2
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11月20日（土）　Ｃ会場（天空サウス）

血管障害 4　9：00～10：00
 座長：立花　久大（兵庫医科大学 内科学総合診療科）

20-C-01	 【指定発言】頭頸部痛のみを呈した特発性脳動脈解離の臨床的検討
埼玉医科大学国際医療センター 神経内科・脳卒中内科
○丸山　元、名古屋　春満、傳法　倫久、武田　英孝、棚橋　紀夫

20-C-02	 当院SCUにおける椎骨動脈解離の危険な症状：頭痛、後頚部痛
日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○金丸　拓也、阿部　新、大久保　誠二、高山　洋平、原田　未那、

村賀　香名子、須田　智、上田　雅之、桂　研一郎、片山　泰朗

20-C-03	 後頚部痛のみを呈した椎骨動脈解離の転帰
防衛医科大学校 脳神経外科
○長田　秀夫、苗代　弘、南村　鎌三、鷲見　賢司、大谷　直樹、大角　篤司、

戸村　哲、鈴木　隆元、都築　伸介、島　克司

20-C-04	 雷鳴頭痛で発症した椎骨動脈解離の１例
岡山済生会総合病院 脳神経外科
○高橋　健治、服部　靖彦、後藤　浩之、伊勢田　恵一、吉田　秀行、

中島　正明、坪井　雅弘

20-C-05	 ３Ｔ－ＭＲＩにより後大脳動脈解離を診断し得た片頭痛様症状を呈した脳梗塞の	
１例
脳神経疾患研究所総合南東北病院 神経内科
○金星　匡人、李　東旭、金子　知香子、久保　仁、下地　眞哉、山本　悌司、

片山　宗一

血管障害 5　10：00～11：00
 座長：三品　雅洋（日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター）

20-C-06	 頭蓋内椎骨動脈系解離における頭痛と虚血性脳卒中
聖マリアンナ医科大学 神経内科
○白石　眞、秋山　久尚、清水　高弘、長谷川　泰弘

20-C-07	 側頭動脈炎加療中に新生内頚動脈背側部動脈瘤の2回目破裂後に親動脈が閉塞した
1例
1 岡山旭東病院 脳神経外科、2 岡山旭東病院 神経内科
○溝渕　雅之 1、津野　和幸 1、吉岡　純二 1、河田　幸波 2、柏原　健一 2
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20-C-08	 画像検査が診断に有用であった側頭動脈炎の１例
1 東京都保健医療公社 荏原病院 神経内科、2 日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病
リウマチ部門
○齊藤　智成 1、野原　千洋子 1、長尾　毅彦 1、田久保　秀樹 1、片山　泰朗 2

20-C-09	 Carotidyniaについて
1 広島大学 脳神経内科、2 名古屋市立東部医療センター 東市民病院 神経内科、3 名古
屋市立大学 放射線科
○山脇　健盛 1、山田　健太郎 2、櫻井　圭太 3、竹田　育子 1、大槻　俊輔 1、

松本　昌泰 1

20-C-10	 頭痛とdrop	attackにて発症した高齢発症大動脈炎症候群の1例
日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○阿部　新、西山　康裕、大久保　誠二、高山　洋平、原田　未那、

村賀　香名子、須田　智、上田　雅之、桂　研一郎、片山　泰朗

20-C-11	 頭痛のみを呈した海綿静脈洞硬膜動静脈瘻の１症例
天理よろづ相談所病院 神経内科
○新出　明代、奥宮　太郎、樽野　陽亮、寺田　由起、神吉　理枝、景山　卓、

末長　敏彦

20-C-12	 睡眠中の後頚部痛で発症した頭蓋頚椎移行部硬膜動静脈瘻の１例
日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○須田　智、阿部　新、村賀　香名子、金丸　拓也、高山　洋平、大久保　誠二、

上田　雅之、桂　研一郎、片山　泰朗

血管障害 6　11：00～11：50
 座長：池田　幸穂（東京医科大学八王子医療センター 脳神経外科）

20-C-13	 大脳円蓋部限局性クモ膜下出血の１例
1 兵庫医科大学 内科学総合診療科、2 ベリタス病院 脳神経外科
○山西　敏之 1、横田　正幸 2、松井　聖博 1、橋本　満喜子 1、奥　智子 1、

團野　大介 1、川端　啓太 1、立花　久大 1

20-C-14	 家族性発症の若年くも膜下出血の2例
中津川市民病院 脳神経外科
○三井　勇喜、野田　智之、永井　俊也、浅野　良夫

20-C-15	 くも膜下出血で発症した頸椎硬膜動静脈瘻
1 日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター、2 日本医科大学 脳神経外科、3 日本医
科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○國保　倫子 1、三品　雅洋 1、金　景成 1、小南　修史 1、小林　士郎 1、寺本　明 2、

片山　泰朗 3
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20-C-16	 頭痛発症のくも膜下出血（SAH）の患者は的確にSAHと診断されていたか？
山口大学医学部 脳神経外科
○米田　浩、白尾　敏之、石原　秀行、小泉　博靖、出口　誠、吉川　功一、

野村　貞宏、梶原　浩司、藤井　正美、鈴木　倫保

20-C-17	 本邦のCADASIL	4家系に於ける頭部MRI画像所見の特徴
岡山大学 神経内科
○高宮　資宜、表　芳夫、名古谷　章子、出口　健太郎、松浦　徹、阿部　康二

20-C-18	 Reversible	cerebral	vasoconstriction	syndrome	（RCVS）を考えた若年性
脳梗塞の１例
齋藤記念病院 脳神経外科
○高　正圭、壷井　祥史、福田　修

ランチョンセミナー６　（大塚製薬株式会社）　12：00～13：00
 座長：篠原　幸人（国家公務員共済組合連合会 立川病院）
LS6-1	 Trial	of	Efficacy	and	Safety	of	Cilostazol	on	the	Progression	of	

Symptomatic	Intracranial	Stenosis	Comparing	Clopidogrel:	Trial	of	
Cilostazol	in	Symptomatic	Intracranial	Stenosis-2	（TOSS-2）
Department of Neurology, Asan Medical Center, University of Ulsan, Korea
○Sun U. Kwon

LS6-2	 日本発の抗血小板療法のエビデンス（CSPSⅡ）と忍容性に関する工夫
杏林大学医学部神経内科・脳卒中センター
○西山　和利

低髄圧 1　13：10～14：10
 座長：北原　功雄（千葉徳洲会病院 脳脊髄神経外科）

20-C-19	 脳槽シンチグラフィーでRIの直接漏出所見を認めなかった高校生の脳脊髄液減少症
の検討
1 熊本市民病院 神経内科、2 埼玉医大 神経内科、3 熊本大学 神経内科
○光藤　尚 1、山本　文夫 1、伊藤　康幸 1、橋本　洋一郎 1、荒木　信夫 2、

平野　照之 3、内野　誠 3

20-C-20	 CTミエログラフィーにて観察した腰椎穿刺後髄液漏出	
―脳脊髄液減少症診断の限界―
1 都留市立病院 脳神経外科、2 山梨大学 医学部 脳神経外科、3 都留市立病院 整形外
科
○渡辺　新 1、堀越　徹 2、関戸　弘道 3、小俣　朋浩 1、永井　智恵子 3、木内　博之 2
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20-C-21	 硬膜下血腫を引き起こした特発性低髄液圧性頭痛の１例
信州大学医学部附属病院 高度救命救急センター
○上田　泰明

20-C-22	 低髄圧頭痛にイソバイド投与され慢性硬膜下血腫を発症した1例
筑波大学 水戸地域医療教育センター / 総合病院水戸協同病院 脳神経外科
○柴田　靖、遠藤　聖

20-C-23	 急速に脳ヘルニアをきたし前脊髄動脈症候群を併発した低髄液圧症候群の１例
徳島大学 脳神経外科
○松下　展久、平澤　元浩、永廣　信治

20-C-24	 Trendelenburg体位による起立性頭痛のスクリーニング
こばやし小児科・脳神経外科クリニック 脳神経外科
○小林　修一

20-C-25	 血液透析が症状の増悪に関与した特発性低髄液圧症候群の１例
1 福島県立医科大学医学部 神経内科学講座、2 福島県立医科大学医学部 脳神経外科
学講座、3 福島県立医科大学医学部 整形外科学講座
○吉原　章王 1、守谷　新 1、松田　希 1、菊地　サエ子 1、望月　仁志 1、

杉浦　嘉泰 1、宇川　義一 1、松本　由香 2、二階堂　琢也 3

低髄圧 2　14：10～14：50
 座長：大鳥　達雄（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

20-C-26	 死亡に至った低髄液圧症候群の１例
川崎医科大学 脳神経外科
○横須賀　公彦、松原　俊二、宮本　健志、戸井　宏行、松崎　和仁、

平野　一宏、宇野　昌明

20-C-27	 特発性脳脊髄液減少症の治療
近畿大学 脳神経外科
○奥田　武司、加藤　天美

20-C-28	 低髄圧性頭痛に対する当院での治療方針
1 市立吹田市民病院 脳神経外科、2 市立吹田市民病院 麻酔科、3 大阪大学 医学部脳神
経外科
○宮尾　泰慶 1、木田　英樹 2、嶋田　延光 1、吉峰　俊樹 3

20-C-29	 安静臥床のみで症状の改善が得られた低髄液圧症候群３症例の検討
1 松戸市立病院 神経内科、2 千葉大学医学部附属病院 神経内科
○伊藤　敬志 1、福島　剛志 1、米津　禎宏 2、早川　省 2、小島　重幸 1

20-C-30	 小児外傷後症候群の保存治療
東札幌脳神経クリニック
○高橋　明弘
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11月20日（土）　Ｄ会場（オーロライースト）

その他二次性頭痛 1　9：00～10：00
 座長：北川　泰久（東海大学付属八王子病院 神経内科）

20-D-01	 甲状腺、副甲状腺手術により片頭痛様の頭痛が著しく軽減した2例
1 三越厚生事業団診療所、2 帝京大学
○横山　雅子 1、船津　和夫 1、近藤　修二 1、山下　毅 1、細合　浩司 1、高見　博 2

20-D-02	 バレニクリンと頭痛
茅ヶ崎徳洲会総合病院 神経内科
○伊藤　恒、服部　紗苗、佐野　輝典、亀井　徹正

20-D-03	 初診時に診断できなかった脳静脈・静脈洞血栓症を発症した中高年男性の１例
社会保険 下関厚生病院 脳神経外科
○江口　裕規、大下　昇、志摩　秀広、安藤　彰

20-D-04	 PolyopiaとPalinopsiaを伴う拍動性頭痛
奈良県立医科大学 神経内科
○形岡　博史、上野　聡

20-D-05	 慢性硬膜下血腫術後も頭痛が継続した多巣性線維硬化症の1例
1 平塚市民病院 脳神経外科、2 平塚市民病院 内科
○宮崎　宏道 1、田伏　将尚 1、菊地　亮吾 1、石山　直巳 1、荻原　通 2

20-D-06	 救急対応を要した頭蓋頸椎移行部病変による後頭・後頸部痛の診断と治療
1 東京医科大学八王子医療センター 脳神経外科、2 国際医療福祉大学三田病院 脊
椎・脊髄センター、3 社会保険中央総合病院 脳神経外科、4 東京医科大学 脳神経外
科
○神保　洋之 1、池田　幸穂 1、大塚　邦紀 1、朝本　俊司 2、武田　泰明 3、原岡　襄 4

20-D-07	 慢性間欠性頭痛を呈した若年Wilson病女性の１例
1 西宮協立脳神経外科病院 神経内科、2 兵庫医科大学 内科学総合診療科
○西村　裕之 1、立花　久大 2

その他二次性頭痛 2　10：00～11：00
 座長：小松本　悟（足利赤十字病院 内科）

20-D-08	 後頭部の神経痛を来たした椎骨動脈の血管炎を伴うC3-4領域の帯状疱疹
1 平塚共済病院 神経内科、2 横浜市立大学 神経内科
○中江　啓晴 1、城倉　健 1、山本　良央 1、三富　睦美 1、黒岩　義之 2

20-D-09	 環軸椎椎間関節異常に伴う頚原性頭痛（CGH）
ツカザキ病院 脳神経外科
○下川　宣幸、夫　由彦、塚崎　裕司、杉野　敏之、川上　太一郎、金城　雄太
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20-D-10	 眼窩尖端に発症し頭痛を呈した深在性真菌症の１例
真生会富山病院 内科
○豊田　茂郎

20-D-11	 鼻をかんだ直後に側頭部の拍動性頭痛を呈した急性中耳炎の1例
1 島根県立中央病院 神経内科、2 島根大学医学部 内科学講座内科学第三
○豊田　元哉 1、山口　修平 2

20-D-12	 拍動性頭痛のみを呈した脳幹型高血圧性脳症の５１歳男性例
山口県立総合医療センター 神経内科
○福迫　俊弘、安部　真彰、田崎　彩子

20-D-13	 高血圧性頭痛とその管理―ＡＢＰＭ（携帯型血圧測定装置）を中心として―
八戸西病院 脳神経外科・頭痛外来
○小穴　勝麿

20-D-14	 有痛性眼筋麻痺の3例―原因は炎症性肉芽腫性病変とは限らない―
1 山口大学医学系研究科 神経内科、2 国立病院機構関門医療センター 神経内科
○川井　元晴 1、大石　真莉子 1、中野　雄太 1、清水　文崇 1、尾本　雅俊 1、

春木　明代 1、古賀　道明 1、神田　隆 1、柏村　陽子 2、田中　信一郎 2

その他二次性頭痛 3　11：00～11：50
 座長：卜部　貴夫（順天堂大学医学部 脳神経内科）

20-D-15	 片頭痛患者におけるラトケのう胞の臨床的意義
東京女子医科大学 脳神経外科 頭痛外来
○清水　俊彦

20-D-16	 塩酸ロメリジン追加により片頭痛様発作が減少した髄膜腫摘出術後てんかんの1例
1 中村記念病院 神経内科、2 中村記念南病院 神経内科、3 中村記念病院 脳神経外科
○仁平　敦子 1、佐光　一也 1、溝渕　雅広 1、阿部　剛典 1、田中　久貴 1、

村上　宣人 2、相本　康晴 2、伊東　民雄 3

20-D-17	 マラソンにより頭痛が誘発された、中脳水道狭窄症（aqueductal	stenosis）の
1例
帝京大学ちば総合医療センター 脳神経外科
○山田　昌興、山田　創、恩田　泰光、中口　博、村上　峰子、保谷　克巳、

松野　彰

20-D-18	 頭痛以外の神経症状を伴わない椎骨脳底動脈解離8例の転帰
1 医療法人 稲村脳神経外科クリニック、2 独立行政法人 国立病院機構　九州医療セ
ンター脳血管内科
○稲村　孝紀 1、森　真由美 2、矢坂　正弘 2、岡田　靖 2
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20-D-19	 潜水病における頭痛
東京都保健医療公社荏原病院 脳神経外科
○土居　浩

20-D-20	 治療困難な透析に関連する頭痛の１例
1 北千住東口腎クリニック 内科、2 日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ
部門
○中田　悠皓 1、臼田　和弘 2、柏木　哲也 2、片山　泰朗 2

頭痛一般 1　13：10～14：10
 座長：桂　研一郎（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

20-D-21	 頭痛患者におけるうつ病性障害の検討
日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門
○臼田　和弘、石渡　明子、片山　泰朗

20-D-22	 頭部不快感を主訴とした女性患者と抑うつ状態、頭部ＭＲＩ所見との関連の検討
1 日本医科大学 内科　神経・腎臓・膠原病リウマチ部門、2 スタンフォード大学 脳
神経外科
○西山　穣 1、角南　英子 1、西山　康裕 2、片山　泰朗 1

20-D-23	 病院・介護施設勤務者における慢性頭痛の疫学調査
財団法人脳神経疾患研究所付属南東北福島病院 脳神経外科
○佐藤　光夫、生沼　雅博、仲野　雅幸、浅利　潤、渡邉　一夫

20-D-24	 「頭痛クリニック」開院７年間の検証―頭痛患者はどの程度掘り起こされたか？―
医療法人斐水会 ながせき頭痛クリニック 脳神経外科
○永関　慶重、永関　ルミ、石川　初美、長谷　佳子、長谷　英明、小林　俊、

永関　真司、永関　三根子

20-D-25	 立川病院脳神経外科における頭痛初診患者の分析
国家公務員共済組合連合会立川病院 脳神経外科
○福永　篤志、清水　克悦

20-D-26	 中学生の歯肉炎におけるアンケート調査と健診結果の比較	―頭痛性疾患の関連―
みやび歯科
○目々澤　雅子

20-D-27	 高齢化地域における頭痛患者の受診状況
1 医療法人微風会 三次神経内科クリニック花の里、2 広島大学 脳神経内科、3 広島大
学 原爆放射線医科学研究所
○和泉　唯信 1、織田　雅也 1、日地　正典 1、伊藤　聖 1、中村　毅 2、宮地　隆史 2、

丸山　博文 3
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頭痛一般 2　14：10～14：50
 座長：上田　雅之（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

20-D-28	 インドメタシン反応性頭痛の５例
埼玉医科大学 神経内科
○二宮　充喜子、中里　良彦、田村　直俊、大江　康子、瀧口　直子、大熊　彩、

荒木　信夫

20-D-29	 クモ膜下出血の診断に関する民事判例から示唆されるもの
帝京大学 医学部 脳神経外科
○浅野　修一郎、中込　忠好

20-D-30	 余暇活動に伴って生じる慢性頭痛の２症例
1 医療法人育生会 篠塚病院 北関東神経疾患センター、2 医療法人育生会 篠塚病院、
3 ねごろ神経内科クリニック、4 神奈川歯科大学附属 横浜クリニック
○田中　真 1、池田　祥恵 1、相原　優子 1、相原　芳昭 2、根来　清 3、五十嵐　久佳 4

20-D-31	 乳がん患者の頭痛
県立がんセンター新潟病院 脳神経外科
○高橋　英明

20-D-32	 マインドマップと電子カルテ用頭痛問診テンプレートを用いた医学生教育
獨協医科大学
○斎須　章浩、辰元　宗人、星山　栄成、相場　彩子、平田　幸一
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11月20日（土）　Ｅ会場（シンシアノース）

群発頭痛・TAC　9：00～10：05
 座長：永田　栄一郎（東海大学医学部 神経内科）

20-E-01	 群発頭痛352例の13年間の変遷
1 たかせ内科医院、2 市立豊中病院 神経内科
○高瀬　靖 1、中野　美佐 2、巽　千賀夫 2

20-E-02	 当院における群発頭痛171例の検討
たかせ内科医院
○高瀬　靖

20-E-03	 群発頭痛に対するトリヘキシフェニジルの予防的投与の検討
たかせ内科医院
○高瀬　靖

20-E-04	 潜在性群発頭痛の顕在化を確認しえた1症例
寺本神経内科クリニック
○寺本　純

20-E-05	 持続する特発性Raeder症候群を伴った群発頭痛の1例
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 脳神経外科
○工藤　雅子 1、高橋　智 1、高橋　純子 1、米澤　久司 1、藤原　俊朗 2、

小原　智子 1、寺山　靖夫 1

20-E-06	 頭痛発作時に洞不全症候群を呈した群発頭痛の１例
埼玉医科大学 神経内科
○伊藤　康男、近藤　清香、溝井　令一、荒木　信夫

20-E-07	 群発頭痛発作期予防薬としてのSSRI（パキシル）の効果
日本医科大学 脳神経外科
○佐藤　俊、山崎　道生、喜多村　孝之、寺本　明

20-E-08	 β-サラセミアと網膜色素変性症を合併し、topiramateが奏効したSUNAの１例
トヨタ記念病院 神経内科
○伊藤　泰広、小倉　礼、今井　和憲、鈴木　淳一郎、西田　卓、加藤　隆士、

安田　武司

頭部神経痛・中枢性顔面痛　10：05～11：00
 座長：神谷　達司（神谷医院）

20-E-09	 ガンマナイフ治療後三叉神経痛の臨床症状問題
千葉徳洲会病院 脳脊髄神経科
○北原　功雄、大嶋　秀一
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20-E-10	 神経血管減圧術後再発三叉神経痛の臨床症状問題
千葉徳洲会病院 脳脊髄神経外科
○北原　功雄、大嶋　秀一

20-E-11	 三叉神経痛に漢方治療が有効であった2例
岡山済生会総合病院 脳神経外科
○高橋　健治、服部　靖彦、後藤　浩之、伊勢田　恵一、吉田　秀行、

中島　正明、坪井　雅弘

20-E-12	 ICHD-2での片側顔面痛診断の問題点1―三叉神経痛と神経損傷痛との区別
北見クリニック 脳神経外科
○北見　公一

20-E-13	 ICHD-2での片側顔面痛診断の問題点2―中枢性顔面痛について
北見クリニック 脳神経外科
○北見　公一

20-E-14	 ノイロトロピンが有効であった貨幣状頭痛の１例
兵庫医科大学 内科学　総合診療科
○團野　大介、松井　聖博、山西　敏之、橋本　満喜子、澁谷　直美、

小畔　美弥子、奥　智子、川端　啓太、立花　久大
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11月20日（土）　日本医科大学同窓会橘桜会館
（日本医科大学14号館）２階 橘桜ホール

市民公開講座　「頭痛をもっと知ろう」 16：00～17：30
  （共催：グラクソ・スミスクライン株式会社）
開会挨拶	 片山　泰朗（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

パート1
座長：喜多村　孝幸（日本医科大学 脳神経外科）
１．片頭痛とは
 臼田　和弘（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

２．肩こりのある頭痛とは
 酒巻　雅典（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

３．脳卒中が原因となる頭痛・脳梗塞
 大久保　誠二（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）

パート2
座長：片山　泰朗（日本医科大学 内科 神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）
脳卒中が原因となる頭痛：クモ膜下出血・脳出血

上山　博康（旭川赤十字病院 脳神経外科）

閉会挨拶 喜多村　孝幸（日本医科大学 脳神経外科）




