
 

第 233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 9月 18日（土） 9時 00分～15時 30分 

入室開始： 8時 30分 

会 場： Web 開催（事前参加登録制） 

当 番： 熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経内科学講座 

   植田 光晴 

会 費： 非会員（当日会員） 2,000円 

 

開催要項 

講演時間： 6分 

質   疑： 2分以内（ZOOMの挙手機能を用い、座長が指名した方が発言） 

発表形式： ZOOM配信 

      アプリケーション： Microsoft PowerPoint 2013/2019 

動画は使用できません。 

 

後抄録： 神経学会所定の用紙（ホームページよりダウンロード）に作成し、 

9月 24日までにメール （shinkei233@kuh.kumamoto-u.ac.jp 宛）にて 

提出ください。 

 

世話人会 地方会終了後、15時 40分～16時 10分に ZOOMにて開催いたします。 

 

ランチタイムセミナーのご案内 

日 時： 令和 3年 9月 18日（土） 11時 50分～12時 50分 

会 場： Web 開催 

座 長： 熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経内科学講座 教授 植田 光晴 先生 

講 演： 「MRI でみる中高年の白質病変と血管周囲腔：最近のトピック」 

演 者： 熊本大学大学院生命科学研究部 放射線診断学講座 教授 平井 俊範 先生 

共 催： エーザイ株式会社 

mailto:shinkei233@kuh.kumamoto-u.ac.jp


日程表 

           敬称略 

セッション 時間 演題 氏名 所属 

1 9：00～9：40 1～5 立石 洋平 長崎大学 

2 9：50～10：38 6～11 岡田 和将 産業医科大学 

3 10：50～11：38 12～17 立石 貴久 久留米大学 

 11：50～12：50 ランチタイムセミナー 

4 13：00～13：48 18～23 寺﨑 修司 熊本赤十字病院 

5 14：00～14：40 24～28 松浦 英治 鹿児島大学 

6 14：50～15：30 29～33 山﨑 亮 九州大学 

 15：40～16：10 世話人会 

 



 

第 233 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： 立石 洋平 （長崎大学）  

 

1. 脳梗塞を 3度発症し血栓回収しえた Trousseau 症候群の 1例 

済生会福岡総合病院 臨床教育部    中村聡太 他 

 

2. 貧血進行に伴い症状の動揺を認めたアテローム血栓性脳梗塞の１例 

九州医療センター 脳血管神経内科    脇坂祐毅 他 

 

3. 来院時に甲状腺クリーゼの状態であった急性期脳梗塞の 1例 

長崎大学 脳神経内科     山下魁理 他 

 

4. 新型コロナウイルスワクチン接種後に発症した塞栓源不明脳塞栓症に関する検討 

国立病院機構福岡東医療センター 脳神経内科  吉野文隆 他 

 

5. 脊髄炎や脱髄と鑑別を要した脊髄硬膜動静脈瘻(SDAVF)の 1例 

九州大学病院 脳神経内科     林田仁志 他 

 

 

セッション 2 (9:50-10:38)               座長： 岡田 和将 （産業医科大学）  

 

6. 視神経周囲炎で発症した IgG4関連疾患の一例 

産業医科大学 脳神経内科     山城正喬 他 

 

7. 抗 GluK2抗体陽性自己免疫性脳炎の一例 

福岡大学 脳神経内科     林優佳 他 

 

8. 免疫療法が奏功した抗 Ri抗体陽性脳幹脳炎の一例 

鹿児島大学病院 脳神経内科    川畑裕太郎 他 

 

9. 当院で経験した自己免疫性 glial fibrillary acidic protein(GFAP)アストロサイトパチーの一例 

鹿児島大学 脳神経内科     山下悠亮 他 

 

 



 

10. SARS-CoV-2感染を契機に発症した抗 MOG抗体関連疾患の 1例 

佐賀大学 脳神経内科     川浪健 他 

 

11. SARS-CoV2 mRNAワクチン接種後抗 MOG 抗体関連視神経周囲炎の 1例  

熊本大学 脳神経内科     神宮隆臣 他 

 

 

セッション 3 (10:50-11:38)                  座長： 立石 貴久 （久留米大学）  

 

12. 多巣性の白質病変を呈し，良好な経過を呈した脳アミロイドアンギオパチー関連炎症

（CAA-I）の一例 

高邦会高木病院 脳神経内科    美奈川拡 他 

 

13. 微小出血を伴わない脳アミロイドアンギオパチー関連炎症の 1例 

久留米大学 脳神経内科     今居達也 他 

 

14. 幼少期の頭部外傷後に出現した脳アミロイド血管症の 42歳男性例 

大分大学 神経内科     鈴木皓介 他 

 

15. 腹腔鏡補助下胃瘻増設術によりレボドパカルビドパ持続経腸療法(LCIG療法)を導入した 

パーキンソン病の一例 

福岡大学 脳神経内科     矢野美穂 他 

 

16. 喉頭気管分離術後長期経過後に気管支狭窄症を来した筋萎縮性側索硬化症の 1例 

熊本南病院 脳神経内科     阪本徹郎 他 

 

17. 声帯外転麻痺を来した Sipinocerebellar ataxia 2 の一例 

 NHO 沖縄病院 脳神経内科     渡嘉敷崇 他 

 

ランチタイムセミナー (11:50-12:50) 

座長： 熊本大学 脳神経内科学 教授        植田 光晴 先生 

 

講演： 熊本大学 放射線診断学 教授        平井 俊範 先生 

「MRI でみる中高年の白質病変と血管周囲腔：最近のトピック」 



 

セッション 4 (13:00-13:48)             座長： 寺﨑 修司 （熊本赤十字病院）  

 

18. COVID-19の経過中に Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) を発症した 

一例 

国立病院機構別府医療センター    吉良雄一 他 

 

19. コロナワクチン後に生じたと考えられる脳脊髄液減少症により体位性頻脈発作を認めた 

一例 

宮崎大学 脳神経内科     長友優菜 他 

 

20. 高度貧血に対する急速輸血後に可逆性後頭葉白質脳症を発症し，その後に著明な後頭葉 

萎縮を呈した 2症例 

小倉記念病院 脳神経内科     白石渉 他 

 

21. くも膜下出血後の水頭症に対する LP シャント術後にパーキンソン症候群をきたした 1例 

九州大学病院 脳神経内科     竹内創 他 

 

22. TIA との鑑別に DWIが有効であったリウマチ性髄膜炎の一例 

熊本市民病院 脳神経内科     髙松孝太郎 他 

 

23. SARS-CoV-2ワクチン接種後に髄膜炎を発症した 2例 

佐世保市総合医療センター 脳神経内科   辻野耕平 他 

 

 

セッション 5 (14:00-14:40)                 座長： 松浦 英治 （鹿児島大学）  

 

24. ギラン・バレー症候群と鑑別を要した神経サルコイドーシスの 1例 

熊本大学 脳神経内科     不動藍生 他 

 

25. COVID-19感染後にギラン・バレー症候群を発症した 1例 

飯塚病院 脳神経内科     劉景晨 他 

 

26. 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチーとの鑑別を要した 2型糖尿病の若年男性の 

糖尿病性ニューロパチー 

福岡市民病院 脳神経内科     増永真理 他 



 

27. 右動眼神経麻痺で発症し、多発性単神経障害を呈した原発性シェーグレン症候群の一例 

県立宮崎病院 神経内科     野上健一郎 他 

 

28. 神経超音波検査が診断に有用であった分節性帯状疱疹性運動麻痺の 1例 

国立病院機構熊本再春医療センター 脳神経内科  俵望 他  

 

 

セッション 6 (14:50-15:30)                  座長： 山﨑 亮 (九州大学)   

 

29. GNE 遺伝子変異を認めた縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーの一例 

琉球大学病院 第三内科     當銘大吾郎 他 

 

30. 非常に長期の経過を辿り IVIgに反応が見られた筋炎の 1例 

長崎大学病院 脳神経内科     長岡篤志 他 

 

31. ペムブロリズマブによる免疫関連有害事象(irAE)として重症筋無力症・心筋炎・筋炎を生じた

一例 

沖縄県立中部病院 脳神経内科    三枝義尚 他  

 

32. 免疫介入のみで胸腺腫の自然消退を得た抗横紋筋抗体陽性全身型重症筋無力症の１例 

藤元総合病院 神経内科     平方翔太 他 

 

33. 軽度の低カリウム血症に伴いテタニー発作のみを呈した一例 

福岡中央病院 脳神経内科     柳原由記 他 

 

 

 

 

世話人会 (15:40-16:10)                                                 

 


