第 225 回 日本神経学会九州地方会
第 131 回 日本脳神経外科学会九州支部会
プログラム

日時：2019 年 3 月 16 日（土）
受付開始：午前 8 時 00 分
開始時間：午前 8 時 30 分（神経内科）
午前 8 時 55 分（脳神経外科）
神経学会
脳神経外科学会
ランチョンセミナー
合同セッション
FD 講習会

8 時 30 分〜16 時 58 分
8 時 55 分〜16 時 10 分
12 時 20 分〜13 時 20 分
13 時 50 分〜14 時 38 分
16 時 30 分～17 時 30 分

会場：神経内科：福岡大学病院 新館 メディカルホール
脳神経外科：福岡大学病院 新館 多目的室

会長：福岡大学神経内科学
久留米大学脳神経外科

坪井 義夫
森岡 基浩
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会場案内

 アクセス
 地下鉄
 天神から・・・七隈線「天神南駅」乗車 「福大前駅」下車 改札出て右 2 番出
口
 博多駅・福岡空港から・・・空港線「天神駅」下車
大前駅」下車

七隈線「天神南駅」乗車

改札出て右 2 番出口

 タクシー
 博多駅から約 30 分
 天神から約 25 分
 福岡空港から約 40 分
 西鉄バス
 天神から・・・14 番、114 番、140 番

「福大病院」下車 （約 30 分）

 博多駅から・・・114 番 「福大病院」下車

（約 40 分）

 車
 前原方面から（内回り）
・・・野芥 IC
 空港方面から（外回り）
・・・堤 IC
＊患者様用の駐車場が御座いますがなるべく公共の交通機関でお越しください
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「福

会場配置図

3 月 16 日（土）


日本神経学会九州地方会：福岡大学メディカルホール



日本脳神経外科学会九州支部会：福岡大学メディカルホール地下 1 階

多目的ホール

（スターバックス奥）


合同セッション：福岡大学メディカルホール



日本神経学会九州地方会 世話人会：福岡大学病院 臨床大講堂



日本脳神経外科学会九州支部会 理事会：福岡大学病院



FD 講習会（脳神経外科）
：福岡大学メディカルホール地下 1 階 多目的ホール（スター

同窓会ラウンジ

バックス奥）

3 月 17 日（日）


生涯教育講演会（神経内科）
：福岡大学メディカルホール



日本神経学会九州支部主催 神経学的ハンズオン：福大メディカルホール地下 1 階
目的ホール
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多

連絡事項
＜神経学会＞
1)

講演時間：

6分

2)

質疑：

2分

3)

発表形式：

PC、液晶プロジェクタ 1 台（Windows のみ）

4)

メディア： USB メモリーのみ。USB メモリーには演題番号のラベルをつけ、ファイル名は、
演題番号-演者。拡張子（例： A-49-福大太郎。pptx）としてください。

5)

動画：

PowerPoint 内の動画のみとします。

6)

抄録：

神経学会所定の用紙に記入の上、当日のスライド受付時に必ずご提出くださ

い。
（注）発表者は、遅くとも発表の 30 分前には受付して下さい。

＜脳神経外科学会＞
1)

脳神経外科専門医の方は、IC 会員カードでの専門医クレジット登録となります。IC 会員カ
ードをご持参下さい。IC 会員カードをお持ちでない方は、専門医番号での登録が可能です。

2)

現在、日本脳神経外科学会が行う学術総会・支部学術集会における発表者は、利益相反
conflict of interest(COI)状態を開示する義務があります。COI 自己登録および発表スラ
イドにその旨を記載することが必要ですのでご注意ください。
（詳細は日本脳神経外科学会
ホームページをご参照下さい。）

3)

講演時間は 6 分（予鈴 5 分）、質疑応答 2 分です。
（例年より短くなっていますのでご注意
ください。）

4)

本支部会終了後に FD 講習会を開催します。詳細は、プログラムをご参照ください。
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プログラム概要

午前の部

A 会場（メディカルホール）

B 会場（多目的室）

その他会場

神経学会

脳神経外科学会

理事会・世話人会

8:30 開会の辞

8:55 開会の辞

坪井 義夫（福岡大学）

森岡 基浩（久留米大学）

8:35-9:23

9:00-9:40

セッション 1

セッション 1

座長

座長
コメンテーター

稲富 雄一郎（済生会熊本病院）

脳腫瘍１

9:23-10:03

9:40-10:12

セッション 2

セッション 2

座長

座長
コメンテーター

薬師寺 祐介（佐賀大学）

脳腫瘍２

10:03-10:43

10:12-10:52

セッション 3

セッション 3

座長

座長
コメンテーター

木村 成志（大分医科大学）

篠島 直樹（熊本大学）
吉田 光一（長崎大学）

脳腫瘍３

10:43-11:23

10:52-11:32

セッション 4

セッション 4

座長

座長
コメンテーター

渡嘉敷 崇（沖縄病院）

溝口 昌弘（九州大学）
籾井 泰朋（大分大学）

中野 良昭（産業医科大学）
渡邊 孝 （宮崎大学）

脊椎・脊髄、外傷、感染
山畑 仁志（鹿児島大学）
山本 真文（久留米大学）

11:23-12:03

11:32-12:12

セッション 5

セッション 5

座長

座長

福田 健治（福岡大学）

コメンテーター

田中 俊一（鹿児島大学）

藤岡 伸助（福岡大学）

脳血管障害１

12:20-13:20

12:20-13:20

12:20-13:20

ランチョンセミナー1

ランチョンセミナー2

脳神経外科学会

座長
演者

座長
演者

九州支部 理事会

坪井 義夫（福岡大学）
佐光 亘 （徳島大学）

大倉 章生（済生会福岡総合病院）
廣畑 優 （久留米大学）

※ 同窓会ラウンジ
13:25-13:45
神経学会 九州地方会
世話人会
※ 臨床大講堂
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午後の部
A 会場（メディカルホール）

B 会場（多目的室）

神経学会

脳神経外科学会

13:50-14:38
合同セッション
座長 中根 俊成（熊本大学）
増岡 淳 （佐賀大学）
14:50-15:30

14:50-15:30

セッション 6

セッション６ 脳血管障害２

座長 大窪 隆一（藤元総合病院）

座長
コメンテーター

15:30-16:10

15:30-16:10

セッション 7

セッション 7 脳血管障害３

座長 白石 裕一（長崎大学）

座長
コメンテーター

出雲 剛
西村 中

大田 元 （宮崎大学）
大森 雄樹（熊本大学）

16:10-16:58
セッション 8
座長 磯部

16:58

紀子（九州大学）

閉会の辞

16:10

坪井 義夫（福岡大学）

閉会の辞

森岡 基浩（久留米大学）
16：30-17：30
FD 講習会
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（長崎大学）
（九州大学）

ランチョンセミナーのご案内
ランチョンセミナー１
日時

2019 年 3 月 16 日(土)

12:20〜13:20

場所 福岡大学メディカルホール（A 会場）
座長 坪井 義夫（福岡大学神経内科）
演者 佐光 亘（徳島大学神経内科）
演題 「進化するパーキンソン病・症候群バイオマーカー」
共催 第 225 回日本神経学会九州地方会、協和発酵キリン株式会社

ランチョンセミナー２
日時

2019 年 3 月 16 日(土)

12:20〜13:20

場所 福岡大学メディカルホール地下 1 階

多目的ホール（B 会場）

座長 大倉 章生（済生会福岡総合病院）
演者 廣畑 優（久留米大学脳神経外科）
演題 脳動脈瘤に対する血管内治療
共催 第 131 回日本脳神経外科学会九州支部会、ニプロ株式会社

7

日本神経学会九州地区 生涯教育講演会のご案内
平成 31 年 3 月 17 日（日）9 時 30 分～
会場：福大メディカルホール（福岡大学病院 新診療棟１F)
〒814-0180 福岡市城南区七隈 7－45－1

TEL：092-801-1011

参加費：4,000 円

プログラム：
9 時 30 分～10 時 20 分

座長： 佐賀大学

原 英夫

「脳卒中診療における理想的な院内体制とは」
演者：松本 省二（藤田医科大学

10 時 20 分～11 時 10 分

脳卒中科）

座長：九州大学

吉良 潤一

「分子病態生理に基づいた免疫性ニューロパチーの再分類」
演者：山崎 亮（九州大学大学院医学研究院

11 時 20 分～12 時 10 分

座長：久留米大学

神経内科学講座）

谷脇 考恭

「脊髄小脳変性症に関する最新知見」
演者：石川 欽也（東京医科歯科大学

12 時 10 分～13 時 00 分

長寿・健康人生推進センター）

座長：福岡大学

坪井 義夫

「随意運動と不随意運動」
演者：宇川 義一（福島県立医科大学

神経再生医療学講座）
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神経学的診察ハンズオンのご案内
日時：2019 年 3 月 17 日（日曜日）時間：14:00～15:20
場所：多目的ホール（福岡大学病院 新診療棟、福大メディカルホール地下)
〒814-0180

福岡市城南区七隈 7－45－1

Tutor： 橋本 洋一郎
大窪 隆一

TEL：092-801-1011

（熊本市民病院

神経内科）

（藤元総合病院

神経内科）

参加費：3,000 円
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プログラム
（神経学会）

神経学会の演題は「A-○」という演題番号です。
合同セッションの抄録は「合同-○」という演題番号です。
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開会の辞

8:30

坪井 義夫

セッション 1
座長
A-1

8:35〜9:23
稲富 雄一郎（済生会熊本病院）

左内頚動脈閉塞症を 3 度発症し、最終的にランブル疣贅に関連した脳塞栓症と

診断した一例
中澤祐介 1）梅谷啓太 1）高下純平 1）橋本哲也 1）田中正人 1）森重徳継 2）
加藤誠也 3）川尻真和 1）山田猛 1）
1) 済生会福岡総合病院 脳神経内科
2) 済生会福岡総合病院 心臓血管外科
3) 済生会福岡総合病院 病理診断科

A-2

延髄外側梗塞を発症し多発動脈解離を認めた線維筋性異形成の一例

山元伸昭、柴田憲一、中垣英明、長野祐久
福岡市民病院神経内科

A-3

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
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
国立病院機構 九州医療センター 脳血管・神経内科

A-4

約 30 年前の開頭血腫除去術後に左後頭葉の皮質下出血を発症した脳アミロイ

ドアンギオパチーの一例
星野有紀、井手俊宏、江里口誠、薬師寺祐介、原英夫
佐賀大学医学部内科学講座 神経内科

A-5

カルバマゼピンによる徐脈の関与が考えられた心原性脳塞栓症の一例

穂原貴裕、平嶺敬人、宮下史生、脇田政之、松岡秀樹
国立病院機構鹿児島医療センター 脳血管内科

A-6

ヘルペス脳炎と鑑別が困難であった鉄欠乏性貧血による脳静脈洞血栓症の一

例
古賀浩之、金丸和樹、小川剛、望月仁志、中里雅光、塩見一剛
宮崎大学附属病院 神経内科
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セッション 2
座長
A-7

9:23〜10:03
薬師寺 祐介（佐賀大学）

慢性リンパ性白血病に対してオファツムマブ使用中に進行性多巣性白質脳症

を発症した一例
橋本侑 1）辻本篤志 1）立石貴久 1）小川亮介 2）
1) JCHO 九州病院 神経内科 2)同血液内科

A-8

非交通性水頭症を呈したびまん性大細胞性 B 細胞性リンパ腫(DLBCL)の一例

高山茅
鹿児島市立病院 神経内科

A-9

AIDS 発症後に小脳虫部に粗大な腫瘤性病変を呈した EB ウイルス陽性びまん

性大細胞型 B 細胞性リンパ腫の一例
金子浩之、樋口雄二郎、矢野直志、﨑山佑介、荒田仁、松浦英治、髙嶋博
鹿児島大学病院 脳神経内科

A-10

難治性頸部痛を主徴とした primary diffuse leptomenigeal gliomatosis の

1 剖検例
桑野孔仁子 1）岡留格 1）梅原藤雄 1）霧島茉莉 2）
1）南風病院 脳神経内科
2）鹿児島大学病院 病理診断科

A-11

右上肢麻痺を呈し、PET-CT にて腕神経叢浸潤を認めた悪性リンパ腫の 1 例

土師正太郎 1）佐光亘 1）村上永尚 1）大崎裕亮 1）岡本恵暢 2）曽我部公子 2）宇高憲吾 2）藤井志
朗 2）三木浩和 2）安倍正博 2）和泉唯信 1）
1）徳島大学病院 神経内科 2）同血液内科

セッション 3
座長
A-12

10:03〜10:43
木村 成志（大分医科大学）

シェーグレン症候群による三叉神経障害と鑑別を要した FOSMN 症候群の 1 例

居積晃希、松下拓也、雑賀徹、渡邉充、山﨑亮、吉良潤一
九州大学大学院医学研究院神経内科学

A-13

首下がり(head-drop)で発症した高齢発症重症筋無力症(MG)の一例

津村星汰、上床希久、髙島洋
佐賀県医療センター好生館 脳神経内科
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A14

急性発症で下肢の感覚障害、腱反射亢進の存在から脊髄症の鑑別を要した

hyperthyroid(thyrotoxic) myopathy の 1 例
吉田崇志、大窪隆一、末原雅人
藤元総合病院 神経内科

A-15

診断治療に難渋した Contactin-1 陽性 CIDP の 1 例

前田教寿 1）前田泰弘 1）宇根隼人 1）進村光規 1）中村憲道 1）高瀬敬一郎 1）
緒方英紀 2）吉良潤一 2）竹内啓喜 3）岡伸幸 4）
1）飯塚病院脳神経内科
2）九州大学病院神経内科
3）南京都病院脳神経内科
4）京都近衛リハビリテーション病院

A-16

転移性脳腫瘍による monomelic amyotrophy 一例

末次南月、森法道、雪竹基弘
高邦会 高木病院 神経内科

セッション 4
座長
A-17

10:43〜11:23
渡嘉敷 崇（沖縄病院）

脳梗塞を契機に診断に至った原発性アルドステロン症の 1 例

金城史彦、山城貴之、國場和仁、谷川健祐、當銘大吾郎、名嘉太郎、波平幸裕、城間加奈子、
石原聡、崎間洋邦、大屋祐輔
琉球大学医学部附属病院 第三内科

A-18

尿閉を合併した Wernicke 脳症の一例

佐藤光、溝田貴光、平山拓朗、長郷国彦
JCHO 諫早総合病院 神経内科

A-19

著しい好酸球増多を認めた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の 1 例

妹尾洋、渡嘉敷崇、赤嶺博行、立田直久、藤原善寿、藤﨑なつみ、城戸美和子、中地亮、
諏訪園秀吾
国立病院機構 沖縄病院 神経内科

A-20

ニボルマブ増量後に発症した脊髄ミオクローヌスの 1 例

髙畑克徳、田代雄一、吉村道由、荒田仁、松浦英治、髙嶋博
鹿児島大学 脳神経内科

13

A-21

ALS と 2 型糖尿病

福留隆泰、成田智子、前田泰宏、松屋合歓
長崎川棚医療センター臨床研究部・神経内科

セッション 5
座長
A-22

11:23〜12:11
藤岡 伸助（福岡大学）

進行性非流暢性失語を伴った筋萎縮性側索硬化症(ALS)の 1 例

本多由美 1）永利知佳子 1）長尾麻子 1）岡﨑敏郎 1）石﨑雅俊 1）
栗﨑玲一 1)）田北智裕 1）西田泰斗 1）前田寧 1）上山秀嗣 1）
水谷浩徳 2）白濱 諒 2）山下 賢 2）安東由喜雄 2）
1）NHO 熊本再春荘病院神経内科
2）熊本大学脳神経内科

A-23

繰り返す意識消失発作・けいれんが初発症状で転倒を契機に歩行障害が急激

に増悪したアレキサンダー病の 1 例
松山友美 1）佐竹真理恵 1）亀井僚太郎 2）吉田誠克 3）
1）国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 神経内科 2）同放射線科
3）京都府立医科大学 神経内科

A-24

ときめき感のアウラを呈した側頭葉てんかんの 1 例

吉村怜、赤松直樹、三好絢子、田中秀明、神崎由紀、谷脇予志秀、大原信司、重藤寛史
福岡山王病院 てんかん・すいみんセンター、脳神経機能センター

A-25

橋中心及び橋外性髄鞘崩壊症群を来した 1 例の画像変化

竹下翔、緒方利安、藤岡伸助、坪井義夫
福岡大学医学部 神経内科

A-26

当院に緊急入院したてんかん症例の検討

津川潤 1）栗原可南子 1）新居浩平 2）坂本王哉 2）井上律郎 2）森永裕介 2）
光武尚史 2）花田迅貫 2）東登志夫 1）2）坪井義夫 3）
1）福岡大学筑紫病院 脳卒中センター2）同脳神経外科
3）福岡大学医学部 神経内科
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ランチョンセミナー１
座長

坪井

12:20〜13:20
義夫（福岡大学）

演者：佐光 亘（徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床神経科学 助教）
演題：
「進化するパーキンソン病・症候群バイオマーカー」

＊世話人会（福岡大学医学部

臨床大講堂）

合同セッション
座長

合同-1

13:25〜13:45

13:50〜14:38
神経内科 中根 俊成（熊本大学）
脳神経外科 増岡 淳（佐賀大学）

細菌性髄膜炎を契機に発見された副鼻腔内下垂体腺腫の一例

辻野修平 1）林信孝 1）福元尚子 1）藤本武士 1）林之茂 2）
1）佐世保市総合医療センター 神経内科 2）同脳神経外科

合同-2

脳深部刺激療法の各種ターゲットにおける Directional steering の有用性

宮城靖、浦崎永一郎、江口弘子
医療法人相生会 福岡みらい病院 機能神経外科、脳神経外科、看護部

合同-3

増悪する limb shaking の後、右片麻痺、失語症をきたし、緊急で頸動脈ス

テント留置術を行った内頚動脈狭窄の 1 例
中垣英明 1）山元伸昭 1）柴田憲二 1）長野祐久 1）福島浩 2）
１）
福岡市民病院 神経内科 2）同脳神経外科

合同-4

A 型インフルエンザと脳梗塞を同時に発症した 2 例

1

霧島記念病院脳神経外科 2 林内科胃腸科病院
坂元 健一 1, 徳重 宏二 1, 平原 一穂 1, 上津原 甲一 2

合同-5

脳梗塞後に局所性ジストニアに対し定位的視床凝固術を施行した小児例

1

福岡大学医学部脳神経外科 2 福岡大学医学部神経内科 3 福岡大学医学部小児科
平尾 宜子 1, 森下 登史 1, 高木 友博 1, 藤岡 伸助 2, 藤田 貴子 3, 井上 亨 1

合同-6

頚動脈狭窄症に対する PCSK9 阻害剤の有用性

佐賀大学医学部脳神経外科
緒方 敦之, 井上 浩平, 吉岡 史孝, 中原 由紀子,
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増岡 淳, 阿部 竜也

セッション6

14:50〜15:30
大窪 隆一（藤元総合病院）

座長
A-27

ジストニア肢位に Muscle Afferent Block (MAB) が有効であった DRPLA の

一例
津田幸元、向野晃弘、村上慶高、増田曜章、中原圭一、中根俊成、安東由喜雄
熊本大 脳神経内科

A-28

アポモルフィン皮下投与が構音機能に効果を示した多系統萎縮症の一例

山田義貴 1）仲地耕 1）神里尚美 1）長谷川昌宏 2）
1）県立南部医療センター・こども医療センター神経内科 2）同耳鼻科

A-29

重症筋無力症症状を呈した抗 Lrp4 抗体陽性の筋萎縮性側索硬化症の一例

角華織、中道淳仁、堀大滋、籔内健一、木村成志、松原悦朗
大分大学医学部 神経内科学講座

A-30

バイオマーカーによりアルツハイマー病理を確認しえたロゴペニック型失語

上杉聡平、石橋正人、堀大滋、木村成志、松原悦朗
大分大学医学部 神経内科学講座

A-31

PRNP のオクタペプチドリピート挿入を認めた CJD の一例

堂園美香 1）有里敬代 1）延原康幸 1）丸田恭子 1）吉村明子 2）岡本裕嗣 2）
髙嶋博 2）園田至人 1）
1）南九州病院脳神経内科
2）鹿児島大学病院脳神経内科

セッション 7
座長
A-32

15:30〜16:10
白石 裕一（長崎大学）

視神経脊髄炎関連疾患の再発と鑑別を要した EBV 脊髄神経根炎の一例

松本航、中村優理、雑賀徹、松下拓也、山﨑亮、吉良潤一
九州大学大学院医学研究院神経内科学

A-33

認知機能低下、右顔面神経麻痺、左動眼神経麻痺を呈した水痘帯状疱疹ウイ

ルス（VZV）による多発性脳出血の一例
向井達也 1）茶谷裕 1）米川智 2）土井光 3）荒木武尚 1）
1）広島赤十字・原爆病院神経内科
2）広島厚生病院
3）土井内科神経内科クリニック
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A-34

診断に苦慮した肉芽腫性アメーバ性脳炎の一例

松岡隆太郎 1）長岡篤志 1）中岡賢治朗 1）北之園寛子 1）金本正 1）島智秋 1）吉村俊祐 1）宮崎禎
一郎 1）立石洋平 1）白石裕一 1）松井昂介 2）鎌田健作 3）尹漢勝 4）辻野彰 1）
1）長崎大学病院脳神経内科 2）同熱研内科 3）同脳神経外科 4）同病理診断科

A-35

外眼筋麻痺で発症した浸潤性副鼻腔アスペルギルス症の１例

高瀬敬一郎 1）吉村基 1）前田泰宏 1）宇根隼人 1）進村光規 1）前田教寿 1）中村憲道 1）
村上大輔 2）
1）飯塚病院脳神経内科
2）九州大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科学教室

A-36

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
北村泰佑、岡田卓也、三本木良紀、北山次郎
福岡赤十字病院 脳神経内科

セッション 8
座長
A-37

磯部

16:10〜16:58
紀子（九州大学）

頭痛を主訴とし髄液蛋白細胞解離を認めインフリキシマブ療法が著効した神

経ベーチェット病の 1 例
渡邉暁博 1）荒畑創 1）河野祐治 1）山本明史 1）笹ケ迫直一 1）三好絢子 2）
1）NHO 大牟田病院 脳神経内科
2）福岡山王病院 神経内科

A-38

両側帯状回皮質に対称性の病変を呈した MOG 抗体陽性の 2 症例

原田雅也、鎌田崇嗣、菊池真介、森高泰河、頼田章子、三浦史郎、谷脇考恭
久留米大学医学部神経内科

A-39

頭部 MRI で延髄内側に経時的信号変化を認めた Bickerstaff 型脳幹脳炎の 1

例
竹熊梨祐、進藤誠悟、波止聡司、三浦正智、和田邦泰、寺﨑修司
熊本赤十字病院 神経内科

A-40

抗 CV2 抗体を認めた浸潤性胸腺腫を伴う傍腫瘍性辺縁系脳炎の一例

黒木健至 1）津田幸元 1）植田明彦 1）安東由喜雄 1）中間達也 2）
1）熊本大脳神経内科
2）水俣市立総合医療センター脳神経内科
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A-41

無菌性髄膜炎様症状にて発症し、生検し得た抗 myelin oligodendrocyte

glycoprotein(MOG)抗体関連疾患の 1 例
成毛哲思 1）岩中行己男 1）橋本智代 1）岡田和将 1）金子仁彦 2）三須建郎 2）足立弘明 1）
1）産業医科大学 神経内科
2）東北大学医学部 多発性硬化症治療学・神経内科

A-42

抗 NMDAR 抗体及び抗 MOG 抗体陽性脳炎の 1 例

西田明弘、三嶋崇靖、鈴木総一郎、土井まいこ、藤岡伸助、坪井義夫
福岡大学神経内科

閉会の辞

坪井 義夫
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プログラム
（脳神経外科学会）

脳神経外科学会の演題は「B-○」という演題番号です。
合同セッションの抄録は「合同-○」という演題番号です。
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開会の辞

8:55

セッション 1

森岡

脳腫瘍 1
座長
コメンテーター

B-1

基浩

9:00〜9:40
溝口 昌弘（九州大学）
籾井 泰朋（大分大学）

高齢女性に発生した epithelioid glioblastoma の一例

1

敬愛会中頭病院脳神経外科 2 敬愛会中頭病院病理診断科 3 久留米大学医学部脳神経外科

4

久留米大学医学部病理学講座

大久保 卓 1,

B-2

土井 亮 1, 仲田 典広 2, 宮城 尚久 3, 古田 拓也 4, 杉田 保雄 4, 森岡 基浩 3

TERT mutation を 有 し た ”Diffuse astrocytoma, IDH1/2-wildtype with
molecular features of glioblastoma”の一例

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神経病理学
宮松 雄一郎 1, 赤木 洋二郎 1, 河村 陽一郎 1, 迎 伸孝 1, 有村 公一 1, 吉田 史章 1,
空閑 太亮 1, 秦 暢宏 1, 鈴木 諭 2, 溝口 昌弘 1, 飯原 弘二 1

B-3

Neoadjuvant radiochemotherapy 後に腫瘍摘出術を施行した視床膠芽腫の一例

九州医療センター脳神経外科
林 大輔, 松尾 諭, 天野 敏之, 中溝 玲

B-4

多発頭蓋外転移を来した gliosarcoma の一例

熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野
中垣 祐紀, 上田 隆太, 黒田 順一郎, 武笠 晃丈

B-5

診断に難渋した中枢神経原発悪性リンパ腫の一例

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科
比嘉 那優大, 米澤 大, 坂元 顕久, 内田 裕之,

セッション 2

吉本 幸司

脳腫瘍 2
座長
コメンテーター

B-6

9:40〜10:12
篠島 直樹（熊本大学）
吉田 光一（長崎大学）

脳出血で発症した小児 glioblastoma の一例

1

福岡大学病院救命救急センター 2 福岡大学医学部脳神経外科 3 福岡大学医学部病理学
神崎 貴充 1, 堀尾 欣伸 2, 高原 正樹 1, 田尻 崇人 1, 平田 陽子 1, 榎本 年孝 3,
野中 将 1, 安部 洋 1, 鍋島 一樹 3, 井上 亨 1
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B-7

腫瘍内出血にて発症した若年者の thalamic glioma (diffuse midline glioma,
H3K27M-mutated)の一例

1

宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 2 都城市郡医師会病院脳神経外科
3
宮崎大学医学部病理学講座腫瘍・再生病態学分野
奥山 洋信 1, 山下 真治 1, 田村 充 2, 末松 祐貴 1, 入佐 剛 1, 福島 剛 3, 竹島 秀雄 1

B-8
1

幼児に発症したトルコ鞍部黄色肉芽腫の一例
久留米大学医学部脳神経外科
1

音琴 哲也 ,

B-9

2

久留米大学医学部病理学講座

1

小牧 哲 , 古田 拓也 2, 坂田 清彦 1, 杉田 保雄 2, 森岡 基浩 1

後頭蓋窩嚢胞性病変に伴う水頭症に対して後頭蓋窩減圧を行った一例

長崎大学医学部脳神経外科
吉田 光一, 角田 圭司, 岡村 宗晃, 鎌田 健作,

セッション 3

B-10

脳腫瘍 3

松尾 孝之

10:12〜10:52
座長 中野 良昭（産業医科大学）
コメンテーター 渡邊 孝 （宮崎大学）

大型の表層性転移性脳腫瘍に対して行ったガンマナイフ照射後開頭摘出術の
経験

1

済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科
熊本大学医学部附属病院脳神経外科・機能神経外科先端医療寄付講座
3
熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野
森川 祐介 1, 山本 東明 1, 後藤 智明 1, 竹崎 達也 2, 竹島 裕貴 1, 高島 諒 1, 野村 和希 1,
鈴木 悠平 1, 植川 顕 1, 賀耒 泰之 1, 加治 正知 1, 山城 重雄 1, 武笠 晃丈 3
2

B-11

眼窩内 MALT リンパ腫に対する内視鏡下経鼻経篩骨洞的生検術の一例

佐賀大学医学部脳神経外科
正島 弘隆, 増岡 淳, 江橋 諒, 古川 隆,
下川 尚子, 中原 由紀子, 阿部 竜也

B-12

吉岡 史孝,

井上 浩平,

緒方 敦之,

高瀬 幸徳,

PRL 産生下垂体腺腫と clinically silent GH 産生下垂体腺腫を合併した
Multiple Endocrine Neoplasia type 1 の一例

1

熊本大学医学部附属病院脳神経外科・機能神経外科先端医療寄付講座
福岡脳神経外科病院 3 熊本大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内分泌代謝内科
4
熊本大学医学部附属病院病理診断科
田嶋 恒三 1, 篠島 直樹 1, 竹崎 達也 1, 武末 吉広 1, 矢野 茂敏 2, 武笠 晃丈 1,
近藤 龍也 3, 河島 淳司 3, 荒木 栄一 3, 三上 芳喜 4
2
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B-13

Subarcuate fossa に埋没した AICA-PICA 共通幹により難渋した聴神経腫瘍の

一手術例
久留米大学医学部脳神経外科
古賀 誉久, 坂田 清彦, 吉武 秀展, 音琴 哲也, 小牧 哲, 宮城 尚久, 中村 英夫,
森岡 基浩

B-14

診断から約 6 年で急性水頭症を呈し外科的摘出術を行った第三脳室コロイド
嚢胞の一例

大分三愛メディカルセンター脳神経外科
上杉 政司, 刈茅 崇, 中山 尚登

セッション 4

脊髄・脊椎、外傷、感染
座長
コメンテーター

B-15

産褥期骨粗鬆症により胸腰椎多発椎体骨折を来した一症例

1

新小文字病院脊髄脊椎外科 2 新武雄病院脊髄脊椎外科
日高 雅夫 1, 高橋 雄一 1, 久寿米木 亮 1, 佐々田 晋 1,

B-16

10:52〜11:32
山畑 仁志（鹿児島大学）
山本 真文（久留米大学）

3

東京品川病院脊髄脊椎外科
井上 崇文 2, 西田 憲記 3

頸椎症性脊髄症に対する後方除圧術後に著明な脊髄浮腫を生じた一例

1

地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科 2 久留米大学医学部脳神経外科
3
医療法人ニューロスパイン うちかど脳神経外科クリニック
江藤 朋子 1, 山下 伸 1, 杉 圭祐 1, 倉本 晃一 1, 森岡 基浩 2, 内門 久明 3

B-17

ステップダウン投与でのバルビツレート療法にて良好な転機を得た重症頭部
外傷の一例

1

久留米大学病院高度救命救急センター 2 久留米大学医学部脳神経外科
酒井 美江 1, 橋本 彩 1, 上瀧 善邦 1, 竹内 靖治 1, 吉富 宗健 1, 高須 修 1, 森岡 基浩 2

B-18

診断に苦慮した感染性硬膜下血腫もしくは硬膜下膿瘍の一例

1

長崎労災病院脳神経外科 2 長崎労災病院感染症内科
高平 良太郎 1, 広瀬 誠 1, 白川 靖 1, 古本 郎嗣 2, 北側 直毅 1

B-19

急性硬膜下血腫で発症した細菌性中大脳動脈瘤の一例

1

済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科
熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野
高島 諒 1, 徳田 高穂 1, 賀耒 泰之 1, 野村 和希 1, 鈴木 悠平 1, 森川 祐介 1, 植川 顕 1,
加治 正知 1,
後藤 智明 1,
山本 東明 1, 山城 重雄 1, 武笠 晃丈 2
2
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セッション 5

脳血管障害 1
座長
コメンテーター

B-20

11:32〜12:12
福田 健治（福岡大学）
田中 俊一（鹿児島大学）

進行する視野障害で発症した pure arterial malformation の一例

九州大学大学院医学研究院脳神経外科
桶谷 英司, 西村 中, 有村 公一, 岩城 克馬, 空閑 太亮, 秦 暢宏, 溝口 昌弘,
飯原 弘二

B-21

被殻出血を伴った基底核部 AVM に対して外科的摘出を行った一例

1

社会医療法人財団白十字会白十字病院脳神経外科
社会医療法人財団白十字会白十字病院臨床検査科 3 福岡大学医学部脳神経外科
手賀 丈太 1, 武村 有祐 1, 林 修司 1, 大谷 博 2, 井上 亨 3
2

B-22

少量の脳出血後、遅発性に発症した閉塞性水頭症の一例

北九州総合病院脳神経外科
長坂 昌平,

B-23

外尾 要, 呉島 誠, 野上 健一郎, 出井 勝

出血性脳梗塞で発症した高ホモシステイン血症の一例

1

済生会八幡総合病院脳神経外科 2 久留米大学医学部脳神経外科
藤森 香奈 1, 永瀬 聡士 1, 竹重 暢之 1, 岡本 右滋 1, 梶原 収功 1, 森岡 基浩 2

B-24

中脳上部のラクナ梗塞によって外眼筋運動麻痺を来した一例

高邦会高木病院脳神経外科
中原 公宏,

乙木 祐介

ランチョンセミナー2
座長

12:20〜13:20
大倉 章生（済生会福岡総合病院）

演者：廣畑 優（久留米大学 脳神経外科 教授）
演題：
「脳動脈瘤に対する血管内治療」

＊理事会（メディカルホール 2F 同窓会ラウンジ）
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12:20〜13:20

合同セッション
座長

13:50〜14:38
神経内科 中根 俊成（熊本大学）
脳神経外科 増岡 淳（佐賀大学）

合同-1 細菌性髄膜炎を契機に発見された副鼻腔内下垂体腺腫の一例
辻野修平 1）林信孝 1）福元尚子 1）藤本武士 1）林之茂 2）
1）佐世保市総合医療センター 神経内科 2）同脳神経外科

合同-2

脳深部刺激療法の各種ターゲットにおける Directional steering の有用性

宮城靖、浦崎永一郎、江口弘子
医療法人相生会 福岡みらい病院 機能神経外科、脳神経外科、看護部

合同-3

増悪する limb shaking の後、右片麻痺、失語症をきたし、緊急で頸動脈ス

テント留置術を行った内頚動脈狭窄の 1 例
中垣英明 1）山元伸昭 1）柴田憲二 1）長野祐久 1）福島浩 2）
２）
福岡市民病院 神経内科 2）同脳神経外科

合同-4 A 型インフルエンザと脳梗塞を同時に発症した 2 例
1

霧島記念病院脳神経外科 2 林内科胃腸科病院
坂元 健一 1, 徳重 宏二 1, 平原 一穂 1, 上津原 甲一 2

合同-5

脳梗塞後に局所性ジストニアに対し定位的視床凝固術を施行した小児例

1

福岡大学医学部脳神経外科 2 福岡大学医学部神経内科 3 福岡大学医学部小児科
平尾 宜子 1, 森下 登史 1, 高木 友博 1, 藤岡 伸助 2, 藤田 貴子 3, 井上 亨 1

合同-6

頚動脈狭窄症に対する PCSK9 阻害剤の有用性

佐賀大学医学部脳神経外科
緒方 敦之, 井上 浩平, 吉岡 史孝, 中原 由紀子,
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増岡 淳, 阿部 竜也

セッション6

脳血管障害2
座長
コメンテーター

B-25

14:50〜15:30
出雲 剛（長崎大学）
西村 中（九州大学）

遠位後下小脳動脈解離性動脈瘤破裂 12 年後に右中大脳動脈瘤破裂を来した
一例

1

福岡市民病院脳神経外科 2 福岡大学医学部脳神経外科
松田 浩大 1, 福島 浩 1, 吉野 慎一郎 1, 平川 勝之 1, 井上 亨 2

B-26

急速な増大により TIA 症状を呈した大型中大脳動脈瘤

産業医科大学脳神経外科
藤 圭太, 宮地 裕士, 中野 良昭,
酒井 恭平, 山本 淳考

B-27

齋藤 健, 北川 雄大,

SAH をきたした PICA caudal loop の動脈瘤

池友会福岡和白病院脳神経外科
三小田 亨弘, 清澤 龍一郎, 三本木 千尋, 梶原 真仁,
福山 幸三

B-28

鈴木 恒平, 近藤 弘久,

駒谷 英基, 原田 啓,

一ノ瀬 誠,

症候性血栓化総頚動脈瘤に対して高血流バイパス併用下総頚動脈遮断術を施
行した一例

長崎大学医学部脳神経外科
松永 裕希, 出雲 剛, 諸藤 陽一,

B-29

堀江 信貴, 案田 岳夫, 松尾 孝之

反復する大量の鼻出血で発症した仮性内頚動脈瘤の一例

1

宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 2 都城市郡医師会病院脳神経外科
3
宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頚部外科学教室 4 宮崎大学医学部外科学講座心臓血管外科分野
末松 裕貴 1, 入佐 剛 1, 山下 真治 1, 渡邊 孝 1, 大田 元 1, 横上 聖貴 1, 田村 充 2,
奥田 匠 3, 白崎 幸枝 4, 竹島 秀雄 1

セッション 7

脳血管障害 3
座長
コメンテーター

B-30

15:30〜16:10
大田 元 （宮崎大学）
大森 雄樹（熊本大学）

特発性内頚動脈解離の一例

1

福岡赤十字病院脳神経外科 2 福岡赤十字病院脳血管内科 3 福岡大学医学部脳神経外科
垰本 僚太 1, 吉岡 努 1, 平田 陽子 1, 継 仁 1, 北村 泰佑 2, 三本木 良紀 2, 北山 次郎 2,
井上 亨 3
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B-31

動眼神経麻痺で発症した外向き paraclinoid aneurysm の一例

福岡大学医学部脳神経外科
田尻 崇人, 福田 健治, 堀尾 欣伸, 福本 博順,
井上 亨

B-32

小林 広昌, 野中 将,

安部 洋,

上錐体静脈洞部硬膜動静脈瘻に対する流出静脈遮断術に際し、術中血管撮影
でシャントの閉塞の確認が可能であった一例

小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科
小倉 健紀, 波多野 武人, 安藤 充重, 千原 英夫, 鈴木 啓太,
鎌田 貴彦, 東 英司, 坂井 翔建, 阪本 宏樹, 永田 泉

B-33

山上 敬太郎,

近藤 大祐,

脳動静脈奇形に伴う破裂前脈絡叢動脈瘤に対し NBCA で瘤内塞栓術を行った
一例

1

佐世保中央病院脳神経外科 2 佐世保中央病院 3 福岡大学筑紫病院脳神経外科
4
福岡大学医学部脳神経外科
吉永 貴哉 1, 古賀 隆之 1, 佐原 範之 2, 天本 宇昭 1, 竹本 光一郎 1, 阪元 政三郎 1, 東 登
志夫 3, 井上 亨 4

B-34

脳血管内治療が奏功した外傷性椎骨動静脈瘻の一例

大分大学医学部脳神経外科
津田 聖一, 久保 毅, 久光 慶紀,
森重 真毅, 内田 晋, 藤木 稔

麻生 大吾, 札場 博貴, 大西 晃平,

閉会の辞

松田 浩幸,

森岡 基浩
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FD 講習会

16:30～17:30

会場：福岡大学医学部メディカルホール多目的室
[注意事項]
１）本支部会終了後に行います。講習会の最初から最後まで視聴して頂くことを受講要件とします。途中退
席はいかなる理由があっても無効となります。
２）受講の事前登録は不要です。当日会場での登録となります。
３）
（社）日本脳神経外科学会 IC カードでの受講確認を行いますので、受講のご希望の先生は、必ずご自身
の IC 会員カードを受付にお持ちください。
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