
第２３１回　日本神経学会
九州地方会プログラム ・ 抄録集

日　　　時 ：令和 3年 3月 20 日 （土） 午前 8時 58 分～午後 16 時 10 分

会　　　場 ： Web 開催 （事前参加登録制）

当　　　番 ：福岡大学医学部医学科　脳神経内科学教室

	 　　		坪井　義夫

開催要項 ：

1． 演	題	数 ： 34 演題

2． 一般演題 ：発表 6分、 質疑 2分 （計 8分／題）

　　　　　　　　　	発表者のスライドは、 発表者の声掛けを合図に、 ホストサイドでページ送りを行います。

3． 質　　　疑 ： ZOOM ウェビナーの挙手機能を使用。

　　　　　　　　　	 	座長が、質問者をパネリスト （音声・ビデオ有り） に昇格させて、直接質疑を行います。

質問者は、 原則顔出しにて演者に対して質問をしていただきます。

4． 計　　　時 ： 	チンベルは使用しません。 デジタル時計表示を行い、時間が来たら座長に静止していた

だきます。

5． セッション間 ： 10 分

　　　　　　　　　	 	座長 ・講師は、 本番 1週間前に入室時間ならびに入室用 URL をサポートセンターよ

りメールにてご案内いたします。

【世話人会】
16 時 20 分～ 16 時 50 分 （30 分程度、 終わり次第終了）

【ランチタイムセミナーのご案内】
日　時 ：令和 3年 3月 20 日 （土） 12 ： 00 ～ 12 ： 45

ランチタイムセミナー	1
座　長 ：坪井　義夫　先生 （福岡大学医学部医学科　脳神経内科学教室　教授）

講　演 ： 「NMOSD における新たな治療戦略～ IL-6 を阻害する重要性～」

講　師 ：竹下　幸男　先生 （山口大学大学院医学系研究科　神経内科学講座　助教）

共　催 ：中外製薬株式会社

ランチタイムセミナー	2

座　長：藤岡　伸助　先生（福岡大学医学部医学科　脳神経内科学教室　講師）

講　演：「PD 関連疾患に伴う睡眠障害」

講　師：鈴木　圭輔　先生（学校法人獨協学園　獨協医科大学　内科学（神経）　教授）

共　催：協和キリン株式会社

【宮崎大学医学部内科学講座　第３内科　中里雅光教授　退任挨拶】

13 時より、宮崎大学の中里雅光教授の退任のご挨拶を放映いたします。Room A にてラン

チタイムセミナー 1 をご視聴の方は、そのままのチャンネルでお待ちください。Room B

にてランチタイムセミナー 2 をご視聴の方は、セミナー 2 ご視聴後、Room A に入りなお

し、お待ちください。
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日程表

敬称略

セッション 時間 演題 座長氏名 所属

1 	 9:00 ～ 	 9:40 1 ～ 5 橋口　昭大 鹿児島大学

2 	 9:50 ～ 10:30 6 ～ 10 江里口　誠 佐賀大学

3 10:40 ～ 11:20 11 ～ 15 磯部　紀子 九州大学

12:00 ～ 12:45 ランチタイムセミナー１、 ランチタイムセミナー２

13:00 ～ 13:05
宮崎大学医学部	内科学講座	第 3 内科 

中里　雅光　教授　退任挨拶

4 13:05 ～ 13:45 16 ～ 20 緒方　利安 福岡大学

5 13:55 ～ 14:35 21 ～ 25 渡嘉敷　崇 沖縄病院

6 14:45 ～ 15:25 26 ～ 30 木村　成志 大分大学

7 15:35 ～ 16:07 31 ～ 34 津川　　潤 福岡大学筑紫病院
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プログラム



第 231 回　日本神経学会九州地方会　プログラム

セッション 1（9:00～9:40） 座長：橋口　昭大（鹿児島大学）

1 ステロイド治療が有効であった孤発性成人発症ネオマリンミオパチーの 1例

 長崎大学病院　脳神経内科 島　　智秋　他

2 多発単神経障害を呈した乳房原発びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫の 1例

 佐賀大学医学部附属病院　脳神経内科 津村　圭亮　他

3 潰瘍性大腸炎に両側下腿の限局性筋膜炎を合併した 1例

 久留米大学　内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門 平野　晋資　他

4 ペンブロリズマブ使用後に免疫関連有害事象として筋炎を発症した 1例

 藤元総合病院　神経内科 平方　翔太　他

5  胸腺腫・ネフローゼ症候群・天疱瘡を合併し、四肢末端の異常感覚と感覚失調を呈

した抗 Contactin-1 抗体陽性 CIDP の 1 例

 九州大学病院　脳神経内科 野上健一郎　他

セッション 2（9:50～10:30） 座長：江里口　誠（佐賀大学）

6  造影 MRI で錐体尖に硬膜欠損を同定し得た特発性中頭蓋髄液漏による再発性細菌性

髄膜炎の 1例

 JCHO 九州病院　脳神経内科 田代　　匠　他

7 神経梅毒による外眼筋麻痺の 1例

 福岡市民病院　脳神経内科 向井　達也　他

8 皮疹と MRI 所見により早期診断に至った VZV 髄膜炎の 1例

 福岡和白病院　脳神経内科 橋口　大毅　他

9 マイコプラズマ肺炎に続発した脳症の 1例

 沖縄県立中部病院　神経内科 伊利　孝宣　他

10 先行する認知機能低下により診断が困難であったクリプトコッカス髄膜炎の 1例

 琉球大学病院　第三内科 神崎　佑佳　他
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セッション 3（10:40～11:20） 座長：磯部　紀子（九州大学）

11 Chromosomally integrated HHV-6 を伴った NMDA 受容体脳炎の 1例

 九州大学　脳神経内科 岩尾　和紀　他

12 初発時髄液中のみ抗 MOG 抗体陽性であった抗 MOG 抗体関連疾患の 1例

 国立病院機構熊本再春医療センター　脳神経内科 本多　由美　他

13 免疫治療が有効であった抗 GAD 抗体関連脳症の 1例

 大分大学　神経内科 水上　　健　他

14 抗 GAD 抗体陽性小脳失調症に stiff-person 症候群を併発した 1例

 鹿児島大学病院　脳神経内科 増田　未来　他

15 膠芽腫との鑑別を要した抗 MOG 抗体関連疾患の 1例

 鹿児島大学　脳神経内科 武　　義人　他

ランチタイムセミナー 1（12:00 ～ 12:45）

座長：福岡大学医学部医学科　脳神経内科学教室　教授 坪井　義夫　先生

講演：『NMOSD における新たな治療戦略～ IL-6 を阻害する重要性～』

講師：山口大学大学院医学系研究科　神経内科学講座　助教 竹下　幸男　先生

共催：中外製薬株式会社

ランチタイムセミナー 2（12:00 ～ 12:45）

座長：福岡大学医学部医学科　脳神経内科学教室　講師 藤岡　伸助　先生

講演：『PD 関連疾患に伴う睡眠障害』

講師：学校法人獨協学園　獨協医科大学　内科学（神経）　教授 鈴木　圭輔　先生

共催：協和キリン株式会社

 13:00～13:05　宮崎大学医学部 内科学講座 第 3内科　中里 雅光教授 退任挨拶

セッション 4（13:05～13:45） 座長：緒方　利安（福岡大学）

16 神経梅毒 /HIV 感染症に伴う若年再発性脳梗塞の 1例

 国立病院機構九州医療センター　脳血管・神経内科 松浦　洋介　他

17  脳血管造影 3D イメージの fusion により造影剤を使用せずに頸動脈ステント留置術

(CAS) を行った 1例

 福岡大学筑紫病院　脳卒中センター 山田　美穂　他
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18	 一過性閉じ込め症候群を来した椎骨、脳底動脈解離の 1例

	済生会熊本病院　脳神経内科	 稲富雄一郎　他

19	 rt-PA 投与直前に判明した Stanford	A 型　偽腔閉鎖型大動脈解離の 1 例

	国立病院機構　福岡東医療センター　脳神経内科	 丸山　貴子　他

20	 	水痘帯状疱疹ウイルス関連血管症による高度中大脳動脈狭窄に対し経皮的脳血管形

成術が奏功した 1例

	熊本大学　脳神経内科	 岡田雄二朗　他

セッション	5（13:55～14:35）	 座長：渡嘉敷　崇（沖縄病院）

21	 	頭痛，複視，好酸球増多，肺病変を呈し，好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の診断に

至った肥厚性硬膜炎の生検例

	小倉記念病院　脳神経内科	 白石　　渉　他

22	 自己免疫性胃炎による亜急性連合性脊髄変性症の 1例

	南風病院　脳神経内科	 小林　　亮　他

23	 両側聴覚伝導路に沿った病変を認め、聴力消失に至った炎症性脱髄疾患の 1例

	聖マリア病院　脳血管内科	 脇坂　祐毅　他

24	 メフロキン療法が一定の効果を認めた PML の 1 例、年余の経過

	藤元総合病院　脳神経内科	 穂原　貴裕　他

25	 重症筋無力症および Lambert-Eaton 症候群の併存した 1例

	大分大学　神経内科学講座	 岩尾槙太郎　他

セッション	6（14:45～15:25）	 座長：木村　成志（大分大学）

26	 ハロペリドールが無効であった hemichorea の 1 例

	国立病院機構　沖縄病院　神経内科	 小山　倫子　他

27	 脳卒中様エピソードを呈した神経核内封入体病の 1例

	長崎大学病院　脳神経内科	 忽那　史也　他

28	 小脳性運動失調と主徴としたコケイン症候群の姉妹例

	福岡大学　脳神経内科	 高橋　信敬　他
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29 傍腫瘍性小脳変性症と鑑別を要したクロイツフェルト・ヤコブ病の 1例

 佐世保市総合医療センター　脳神経内科 足利　裕哉　他

30 Spastic paraplegia-46 の 1 例

 産業医科大学病院　脳神経内科 横井　美央　他

セッション 7（15:35～16:07） 座長：津川　潤（福岡大学筑紫病院）

31 頭蓋内動脈狭窄をきたした Erdheim-Chester 病の 1例

 福岡大学　脳神経内科 白川佐智子　他

32 大脳皮質内中心の多発微小出血を呈した血管内大細胞型 B細胞性リンパ腫の 1例

 熊本大学　脳神経内科 永松　秀一　他

33 大脳島皮質および頭頂葉皮質の脳梗塞により対側舞踏運動を生じたと考えられた 1例

 宮崎大学医学部付属病院　脳神経内科 鈴木　あい　他

34  CLIPPERS様画像所見を呈しEBVの関連を認めた中枢神経原発悪性リンパ腫の70歳男

性例

 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　脳神経内科 林　　正裕　他
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