第 200 回 日本神経学会
九州地方会プログラム・抄録集
日

時：平成 24 年 12 月 22 日（土）午前 8 時 20 分～午後 16 時 40 分
受付開始： 午前 8 時 00 分

会

場：熊本大学 医学総合研究棟 3 階 「講習室」

当

番：熊本大学大学院生命科学研究部神経内科学分野

会

費：当日会員 1,000 円

安東由喜雄

開催要項：
1. 講演時間：

6分

2. 質

2 分以内

疑：

3. 発表形式：

PC、 液晶プロジェクタ１台
（OS： Windows のみ アプリケーション Power Point2010）

4. 対応メディア： USB メモリーのみ
（USB メモリーには演題番号、演題名のラベルをつけ、ファイル名
は演題番号-演題名.拡張子（例：21-熊大太郎.ppt）として下さ
い。
5. ビ デ オ：

PowerPoint を使用した動画のみとします。

6. 抄

日本神経学会所定の用紙に記入の上、学会当日のスライド受付

録：

時に必ずご提出ください。
（注）発表者の方は、遅くとも発表の３０分前にメディアをご提出ください。
世話人会：ランチョンセミナー終了後、12 時 30 分より、熊本大学大学院生命科学研
究部 教育図書棟 4 階第 3 講義室にて開催いたします。

ランチョンセミナーのご案内
日 時：平成 24 年 12 月 22 日（土） 12：00～12：30
場 所：熊本大学医学部総合研究棟 ３Ｆ 「講習室」
座 長：熊本大学大学院生命科学研究部神経内科学分野 教授 安東由喜雄
講 演：「脳梗塞の急性期治療と再発予防―抗血小板療法を中心にー」
独立行政法人 国立循環器病研究センター
脳神経内科 医長 山上宏 先生
共 催：第 200 回日本神経学会九州地方会、大塚製薬株式会社
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第 200 回 日本神経学会九州地方会 プログラム
会場：熊本大学 医学総合研究棟 3 階「講習室」
セッション 1 (8:20-9:00)
1.

座長：橋本 洋一郎 （熊本市民病院）

血管型 Ehlers-Danlos 症候群に合併した脳梗塞の 1 例
済生会熊本病院 脳卒中センター 神経内科

2.

松尾 圭将他

脳梗塞超急性期に頸部血管エコーにて急性大動脈解離の頸動脈への伸展を
確認しえた 1 例
熊本赤十字病院神経内科

3.

倉富 晶他

右椎骨動脈解離発症 3 年後に対側の椎骨動脈解離を来たした 1 例
国立病院機構 九州医療センター 脳血管神経内科

4.

外側仙骨動脈を流入血管とした高齢発症脊髄硬膜動静脈瘻の１例
福岡東医療センター 脳血管内科

5.

セッション 2 (9:00-9:40)

重光 良香他

座長：木村 成志

酒井 和香他

瞳孔不同を伴い外眼筋は保たれていた両側傍正中視床梗塞の 1 例
佐世保市立総合病院 神経内科

9.

賣豆紀 智美他

両側眼瞼下垂で発症した Claude 症候群の 1 例
長崎川棚医療センター

8.

（大分大学）

急性発症の認知機能低下、記憶障害を呈した海馬虚血の 2 例
製鉄記念八幡病院 脳卒中センター

7.

高橋 基他

後方循環領域に 2 年間で 6 回の発作を反復した若年性脳梗塞の 1 例
諫早総合病院 神経内科

6.

森 興太他

野中 俊章他

左放線冠の小ラクナ梗塞による失構音が疑われる 3 例
沖縄県立南部医療センター

小嶺 幸弘他

10. 左橋被蓋部脳梗塞により左外転神経障害のみを呈した CADASIL の１例
社会医療法人 豊見城中央病院 神経内科

セッション 3 (9:40-10:20)

遠藤 一博他

座長：湧川 佳幸（九州医療センター）

11. 降圧剤投与後に脳梗塞を発症し，急性期 CAS 後に過灌流症候群を呈した内頚
動脈狭窄症の 1 例
済生会福岡総合病院 神経内科

中垣 英明他

12. 脳梗塞超急性期の血管内治療の意義
九州医療センター 脳血管神経内科
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鶴崎 雄一郎他

13. 左房粘液腫による心原性脳塞栓症に対して t-PA 療法及び腫瘍切除術を施行し
た一例
佐賀大学医学部附属病院 神経内科

高瀬 浩二郎他

14. Chronic encapsulated intracerebral hematoma(CEIH)の拡大により症状の増悪を
認めた皮質下出血の 1 例
鹿児島医療センター脳血管内科

有水 琢朗他

15. 肺動静脈瘻塞栓術後に肝性脳症を発症した Rendu-Osler-Weber 病の一例
長崎大学病院脳卒中センター

橋本 法修他

セッション 4 (10:20-11:00)
16.

座長：綾部 光芳（久留米大学）

67

Ga-SPECT が診断確定に有用であった感染性硬膜下血腫の 1 例
南風病院 神経内科

池上 眞由美他

17. 高気圧酸素療法と抗菌薬投与で著明に改善したリステリア脳膿瘍の 1 例
熊本大学医学部附属病院 神経内科

井手尾 勝政他

18. 髄液 ADA 高値を認め，抗結核薬が奏功した髄膜脳炎の 2 例
国立病院機構別府医療センター 神経内科

林田 翔太郎他

19. 溶血性尿毒症症候群を生じた肺炎球菌性髄膜炎の 1 例
熊本市民病院 神経内科

俵 望他

20. 両側の視力障害で発症した水痘-帯状疱疹ウイルスによる多発脳神経炎の一
例
産業医科大学神経内科

久米本 貴利他

セッション 5 (11:00-11:56)

座長：村井 弘之（九州大学）

21. ムンプス予防接種後に急性散在性脳脊髄炎(ADEM)をきたした一症例
京都市立病院 神経内科

十川 純平他

22. 皮膚所見を伴わない possible neuro-Sweet disease の１例
小倉記念病院 神経内科

藤井 敬之他

23. 造影頭部 MRI で左前頭頭頂部に限局した病変を認めた神経 Behcet 病の一例
聖マリア病院 脳血管内科

松下 知永他

24. 画像上広範な脳・脊髄病変を呈しながら、軟膜病変が主体で実質障害の乏しい
神経サルコイドーシスの 1 例
NHO 沖縄病院神経内科

須田 晃充他

25. もの忘れを主訴とし、視索病変を伴ったリンパ球性視床下部漏斗下垂体炎
南風病院 神経内科

梅原 藤雄他
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26. Behcet 病と骨髄異形性症候群（以下 MDS）に合併した肥厚性硬膜炎の 1 例
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 神経内科

長谷川 樹里他

27. 肥厚性硬膜炎の 3 年後にステロイド反応性脳症を呈した一例
福岡市民病院 神経内科

長野 祐久他

ランチョンセミナー (12:00-12:30)
座 長：熊本大学大学院生命科学研究部 教授 安東 由喜雄
講 演：「脳梗塞の急性期治療と再発予防―抗血小板療法を中心にー」
独立行政法人 国立循環器病研究センター
脳神経内科 医長 山上宏 先生
世話人会 (12:30-13:00)
セッション 6 (13:00-13:40)

教育図書棟４階 第３講義室
座長：雪竹 基弘

（佐賀大学）

28. 二重膜濾過血漿交換法が著効した吃逆発症 NMO spectrum disorder の 1 男性
例
NHO 熊本医療センター 神経内科

小阪 崇幸他

29. 大脳から脳幹部に及ぶ広範な病変をきたし、抗 AQP-4 抗体を含めた複数の自
己抗体を認めた 1 例
琉球大学医学部附属病院 第三内科

波平 幸裕他

30. 単純部分発作の治療中、病歴から発見された NMO 未発症・抗 AQP4 抗体陽性
者
NHO 沖縄病院神経内科

藤﨑 なつみ他

31. 抗 GQ1b 抗体と抗 AQP4 抗体が陽性であった多発脳神経障害の一例
大分大学医学部総合内科学第三講座 神経内科

高柳 義和他

32. GBS 予後予測因子を適用して治療を行い転帰良好であった一例
佐賀県立病院好生館 脳神経内科

セッション 7 (13:40-14:20)

座長：本村 政勝

岩﨑 めぐみ他

（長崎大学）

33. 初診時に CK 異常高値を認めステロイドパルス療法が著効した Isaacs 症候群の
一例
飯塚病院神経内科

進村 光規他

34. 周期性発熱と高 IgD 血症を伴った Morvan 症候群と重症筋無力症の合併例
九州大学大学院医学研究院神経内科学
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高下 純平他

35. ステロイド反応性の筋不随意運動を合併した自己免疫性髄膜脳炎の 1 例
熊本大学医学部附属病院 神経内科

森 由紀子他

36. GluRδ2 抗体陽性の小脳炎の１例
沖縄県立南部医療センター

富樫 佑一他

37. 亜急性四肢麻痺・意識障害で発症したステロイド反応性良好な抗 NMDA-R 抗体
関連脳症の一例
宮崎大学 第三内科

秋月 渓一他

セッション 8 (14:20-15:08)

座長：前田 寧

（熊本大学）

38. プレセニリン 1 遺伝子(PSEN1)に L381V 変異を認めた痙性対麻痺を伴う非典型
的アルツハイマー病の 1 例
国立病院機構大牟田病院 神経内科

菅原 三和他

39. 家 族 歴 を 認 め ず 脳 生 検 を 契 機 に 診 断 し 得 た hereditary diffuse
leukoencephalopathy with axonal spheroids (HDLS)の 1 例
九州大学大学院医学研究院神経内科学

齋藤 万有他

40. MRI 拡散強調画像にて皮質直下白質の高信号を認めた神経細胞核内封入体
病の一例
鹿児島大学 神経内科

永田 龍世他

41. 毛細血管拡張性運動失調症の一卵性双生児例
NHO 熊本再春荘病院神経内科

増田 曜章他

42. 小脳性運動失調にて発症し L-アルギニン投与が奏功したミトコンドリア異常症
の一例
鹿児島大学病院 神経内科

大山 徹也他

43. 近位筋優位の筋力低下を主徴とし、剖検にて初めて診断しえた AA 型アミロイド
ーシスの 1 例
大分県立病院神経内科

セッション 9 (15:08-15:56)

法化図 陽一他

座長：法化図 陽一（大分県立病院）

44. 多発神経根障害を呈した成人 T 細胞白血病リンパ腫の一例
飯塚病院神経内科

迫田 礼子他

45. 顔面神経麻痺をきたした成人 T 細胞白血病の 2 例
済生会福岡総合病院 神経内科

園田 和隆他

46. 馬尾生検で診断にいたった悪性リンパ腫の症例
長崎大学病院 第一内科

中嶋 秀樹他
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47. パーキンソニズムを初発症状とした門脈体循環短絡による肝性脳症の 1 例
社会保険大牟田天領病院神経内科

岡本 定久他

48. Bruns 眼振で発症した Wernicke 脳症の 1 例
大分赤十字病院神経内科

福田 昌英他

49. 低血糖脳症により不全型 Gerstmann 症候群と健忘失語を呈した ACTH 単独欠
損症の臨床経過について
総合リハビリテーションセンター 城南病院 神経内科

セッション 10 (15:56-16:36)

小出 達也他

座長：赤松 直樹（産業医科大学）

50. 脳表ヘモジデリン沈着症と脳脊髄液減少症を合併した 1 例
産業医科大学神経内科

松尾 嘉三他

51. 三叉神経痛とミエロパチーを来たした脳脊髄液減少症の 1 例
大分大学医学部総合内科学第 3 講座

藪内 健一他

52. 難治性疼痛に対して脊髄刺激治療が有効であった 1 例
長崎川棚医療センター

中根 俊成他

53. Stiff-leg 症候群の一症例
京都市立病院 神経内科

藤田 篤史他

54. 急性発症の失語にて来院し、Aphasic status epilepticus (ASE) と診断した成人
男性例
NHO 熊本医療センター神経内科
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岡 保伸他

