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第 234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 12月 4日（土）午前 8時 40分～午後 16時 12分 

受付開始： 午前 7時 50分 

会 場：Web開催（事前登録制） 

当 番：長崎大学病院 脳神経内科  辻野 彰 

会 費：当日会員 2,000円 

 

開催要項： 

1. 講演時間： 6分 

2. 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） 

3. 発表形式： ZOOM配信（アプリケーション Power Point2013/2019） 

4. ビ デ オ： PowerPointを使用した動画のみとします。 

5.  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、12月 11日までにメール（ayakoyamaguchi@nagasaki-u.ac.jp 

宛て）にて提出ください。 

6. 世話人会：   地方会終了後、15時 50分～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 12月 4日（土） 12：00～13：00 

場 所：Web開催（ROOM・A） 

座 長：長崎大学病院 助教 宮崎 禎一郎 

講 演：NMOSD治療におけるエンスプリングの位置づけ 

東北医科薬科大学医学部 老年脳神経内科学 教授 中島 一郎 先生 

共 催：第 234回日本神経学会九州地方会、中外製薬株式会社 

 

日 時：令和 3年 12月 4日（土） 12：00～13：00 

場 所：Web開催（ROOM・B） 

座 長：長崎大学病院 助教 吉村 俊祐 

講 演：女性のライフイベントを考慮した MGの治療 ～ソリリス®症例を含めて～ 

東京女子医科大学 脳神経内科 特命担当教授 清水 優子 先生 

共 催：第 234 回日本神経学会九州地方会、アレクシオンファーマ合同会社

mailto:ayakoyamaguchi@nagasaki-u.ac.jp
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日程表 

敬称略 

セッション 時間 演題 氏名 所属 

1 8：40～9：20 1～5 金本 正 長崎大学 

2 9：20～10：00 6～10 三嶋 崇靖 福岡大学 

3 10：10～11：00 11～16 渡邉 充 九州大学 

4 11：00～11：50 17～22 長岡 篤志 長崎大学 

 12：00～13：00 ランチタイムセミナー 

5 13：10～13：50 23～27 吉村 俊祐 長崎大学 

6 14：00～14：50 28～33 三隅 洋平 熊本大学 

7 14：50～15：40 34～39 立石 洋平 長崎大学 

 15：50～16：20 世話人会 
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第 234 回 日本神経学会九州地方会 プログラム 

 

セッション 1 (8:40-9:20)              座長：金本 正 （長崎大学） 

 

1. 血栓回収療法時の造影所見により脳動脈閉塞機序を診断しえた 1例 

済生会熊本病院 脳神経内科         詹 翔叡 他 

 

2. 重度の急性左心不全と頻脈性心房細動を合併した心原性脳塞栓症に DOAC が

有効であった一例 

九州医療センター 脳血管・神経内科       古賀 さくら 他 

 

3. 突然の記銘力低下を呈した両側脳弓梗塞の一例 

国立病院機構長崎医療センター 脳神経内科   松本 泰葉 他 

 

4. 無痛性甲状腺炎を契機に発症した橋本病による類もやもや病の一例 

佐賀大学医学部内科学講座 脳神経内科      堤 将臣 他 

 

5. フィナステリドとミノキシジルを服用中に若年性脳梗塞を発症した 1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 2 (9:20-10:00)          座長：三嶋 崇靖 （福岡大学） 

 

6. 孤発性のパーキンソン病と筋萎縮性側索硬化症が合併した一例 

宮崎大学 脳神経内科                 酒井 克也 他 

 

7. アルツハイマー型認知症初期にローマ字主体の失書とタイピング障害を認めた 1

例 

久留米大学 呼吸器・神経・膠原病内科            盛満 真人 他 

 

8. 眼球運動異常を呈した球脊髄性筋萎縮症の一例 

産業医科大学 脳神経内科                          大成 佳奈 他 

 

9. 頭部 MRI画像所見を契機に診断に至った神経核内封入体病の一例 

佐世保中央病院 脳神経内科    長井 冴子 他 
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10. 脳梗塞と非痙攣性てんかん重積状態との鑑別を要した神経核内封入体病の一

例 

飯塚病院 脳神経内科                          進村 光規 他 

 

セッション 3 (10:10-11:00)              座長：渡邉 充 （九州大学） 

 

11. 脳幹病変の再燃とうっ血乳頭を呈した CLIPPERS 症候群の一例 

藤元総合病院 神経内科                      平方 翔太 他 

 

12. 一過性脳虚血発作様症状で発症し遺伝的要因が疑われた可逆性脳梁膨大部

病変を有する軽症脳炎/脳症の一例 

国立病院機構長崎医療センター 脳神経内科        副島 航介 他 

 

13. 当科で経験した自己免疫性 glial fibirillary acidic protein(GFAP)アストロサイトパ

チーの 1例 

大分大学 神経内科学講座           角 華織 他 

 

14. 脳アミロイドアンギオパチー関連炎症（CAA-I）様の臨床／画像を呈した抗 

amphiphysin 抗体（AMPH-Ab）陽性の傍腫瘍性白質脳炎の一例 

高邦会 高木病院 脳神経内科     美奈川 拡 他 

 

15. 線条体脳炎、視神経炎、脊髄炎、末梢神経炎を呈した抗 CV2 抗体陽性傍腫瘍

性神経症候群(PNS)の 1例 

九州大学病院 脳神経内科     松吉 彩乃 他 

 

16. 抗サイログロブリン抗体、抗 TPO 抗体高値を呈し、橋本脳症の小脳失調型と考

えられる一例 

宮崎県済生会日向病院 脳神経内科         法化図 陽一 他 

 

セッション 4 (11:00-11:50)                      座長：長岡 篤志  

 

17. 3, 4-diaminopyridine(3, 4-DAP) の効果が乏しかった重症 Lambert-Eaton 

myasthenic syndrome(LEMS) の 1例 

長崎大学病院 脳神経内科                    平山 拓朗 他 

 



- 5 - 

18. 浸潤性胸腺腫合併の抗 AChR 抗体陽性重症筋無力症の経過中に Thymoma-

Associated Multiorgan Autoimmunity (TAMA) を発症し、ステロイドと光線療法

が著効した１例 

国立病院機構 別府医療センター 脳神経内科  吉良 雄一 他 

 

19. 免疫グロブリン静注療法(IVIg)の反復で約 2 年間症状進行が抑止できている封

入体筋炎(抗 NT5C1A抗体陽性/HTLV-1抗体陰性)の 1例 

藤元総合病院 神経内科     吉田 崇志 他 

 

20. 嚥下障害をきたした抗 MDA5抗体陽性皮膚筋炎の一例 

琉球大学病院 第三内科                      神崎 佑佳 他 

 

21. パーキンソニズムを呈したリウマチ性多発筋痛症(PMR)の 1例 

福岡大学 脳神経内科                   緒方 裕基 他 

 

22. 18F-FDG-PET CTでの多発筋病変を契機に皮膚病理で診断した好酸球性多発

血管炎性肉芽腫症(EGPA)の一例 

)鹿児島大学病院 脳神経内科            川畑 裕太郎 他 

 

ランチタイムセミナー (12:00-13:00) 

ROOM・A 

座長 長崎大学  宮崎 禎一郎 

『NMOSD治療におけるエンスプリングの位置づけ』 

東北医科薬科大学医学部 老年脳神経内科学 教授 中島一郎 先生 

 

ランチタイムセミナー (12:00-13:00) 

ROOM・B 

座長 長崎大学  吉村 俊祐 

『女性のライフイベントを考慮した MGの治療 

～ソリリス®症例を含めて～』 

東京女子医科大学 脳神経内科 特命担当教授 清水優子 先生 
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セッション 5 (13:10-13:50)           座長：吉村 俊祐 （長崎大学） 

 

23. 当院に入院した新型コロナウイルス感染症患者の脳卒中 

福岡市民病院 脳神経内科             柴田 憲一 他 

 

24. 真菌感染症による両側内頚動脈閉塞をきたした１例 

熊本赤十字病院 脳神経内科                  岡田 雄二朗 他 

 

25. COVID-19ワクチン接種後の血小板減少症を伴う血栓症が疑われ治療に苦慮し

た多発脳塞栓症の 1例 

熊本大学 脳神経内科                        松尾 淳一 他 

 

26. 早期診断により救命し得たボツリヌス症 

熊本大学 脳神経内科      永松 秀一 他 

 

27. MR spectroscopy が診断に有用であった脳幹膿瘍の 1例 

福岡県済生会二日市病院 脳神経内科            平野 晋資 他 

 

 

セッション 6 (14:00-14:50)         座長：三隅 洋平 （熊本大学） 

 

28. ゲルソリン型（フィンランド型）家族性アミロイドポリニューロパチーの 1例 

福岡大学 脳神経内科               川澤 貴幸 他 

 

29. 神経伝導検査で脱髄所見を示したサルコイドニューロパチー 

熊本市民病院 脳神経内科          髙松 孝太郎 他 

 

30. COVID-19感染後に発症した Miller-Fisher症候群の一例 

NHO沖縄病院 神経内科                        山形 未来 他 

 

31. 新型コロナウイルスワクチン接種後に発症したギラン・バレー症候群の 1例 

大分県立病院 神経内科               青木 希実 他 

 

32. 早期のステロイドパルスとガンマグロブリン治療により改善した腕神経叢炎 

小倉記念病院 脳神経内科                   白石 渉 他 

 



- 7 - 

33. 工業用アルコール飲用が疑われたメタノール中毒の一例 

福岡県済生会福岡総合病院 脳神経内科        小俵 響子 他 

 

セッション 7 (14:50-15:40)         座長：立石 洋平 （長崎大学） 

 

34. 成人 Still病に合併した多発性硬化症の一例 

鹿児島大学 脳神経内科         中江 健太郎 他 

 

35. MRIにて長大病変を呈しシャントポイントの高位診断に苦慮した脊髄硬膜動静脈

瘻(SdAVF)の一例 

産業医科大学 脳卒中血管内科          田中 優子 他 

 

36. 脊髄長大病変で発症し視神経脊髄炎関連疾患(NMOSD)と鑑別を要した血管内

リンパ腫(IVL)の 1例 

佐賀県医療センター好生館 脳神経内科      飯田 紘太郎 他 

 

37. 透析導入を契機にてんかん発作を繰り返した脳卒中後てんかんの一例 

今村総合病院 脳神経内科                      森 拓馬 他 

 

38. 繰り返す意識消失発作で心原性失神と鑑別を要した側頭葉てんかんの 1例 

九州大学病院 脳神経内科      竹内 創 他 

 

39. 頭部 MRI 拡散強調画像で左内包後脚に高信号を認めた低血糖性片麻痺の一

例 

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター      神田 佳樹 他 

 

世話人会 (15:50-16:20)                            ROOM・B 

 

 


