
第 2 0 2 回九州地方会プログラム 

    会場 佐賀大学医学部臨床大講堂（2階） 

 

セッションⅠ（9:00-9:40）座長：高島 洋（佐賀県医療センター好生館） 

 1. 脳梗塞として rt-PA投与を行った脊髄硬膜外血腫の 1例 

    佐賀大 神経内科     中城博子他  

 2. 脳底動脈瘤に基づく動脈原性脳塞栓症と考えられた脳梗塞の１例 

    琉球大学医学部附属病院 第三内科   崎間洋邦他 

 3. Isolated shoulder palsyを呈した脳梗塞の一例 

    健康保険諫早総合病院 内科    上野未貴他 

 4. DWI-ASPECTS 4点で t-PA静注療法と脳血管内治療を施行した超急性期 

    脳梗塞の 1 例 

    熊本赤十字病院 神経内科    中間達也他 

 5. 両側内頸動脈解離の診断に経口腔頸部血管エコー(TOCU)が有用であった 

    脳梗塞の一例 

    九州医療センター 脳血管・神経内科   中西泰之他 

 

 

セッションⅡ（9:40-10:20）座長：山田 猛（済生会福岡総合病院） 

 6. 高ホモシステイン血症の関与が疑われた内頸動脈解離による若年性 

    脳梗塞の 1例 

    長崎川棚医療センター・西九州脳神経センター 神経内科  権藤雄一郎他 

 7. C5/6頸椎圧迫骨折に起因する頭位回旋時の椎骨動脈圧迫から脳梗塞を 

    繰り返した１例 

  済生会熊本病院 脳卒中センター 神経内科   三浦正智他 

 8.  内科治療に抵抗した解離性椎骨動脈瘤に対して経皮的母血管閉塞術を 

      施行した 1 例 

   国立病院機構 九州医療センター 脳血管神経内科  桑水流康介他 

 9.CAS施行 45日後に遅発性痙攣を生じた一例 

   済生会福岡総合病院 神経内科・脳血管内科  吉村基他 

10.透析症例の急性期脳卒中診療について 

   今村病院分院 脳卒中センター神経内科   長友理笑他 

 



セッションⅢ（10:20-11:00）座長：重藤 寛史（九州大学） 

11.近点視障害を認めた GBSの１症例 

   京都博愛会病院 神経内科    大井長和他 

12.左眼瞼下垂や構音障害で来院し胸腺腫も合併していたが、中咽頭 

   扁平上皮癌による Horner症候群と考えられた症例 

  鹿児島大学神経病学講座 神経内科・老年病学   田邊肇他 

13.スポーツにおける動作の障害とジストニア 

   長崎川棚医療センター・西九州脳神経センター 神経内科 中根俊成他 

14.下腿の著明な偽性肥大を呈した Charcot-Marie-Tooth病の一例 

  佐世保市立総合病院 神経内科    藤本武士他 

15. 本邦初の家族性アミロイドポリニューロパチー（FAP ATTR Ala45Asp）の 

   1症例 

 熊本大学 神経内科     道鬼つかさ他 

 

 

 

セッションⅣ（11:00-11:40）座長：岡田 和将（産業医科大学 神経内科学） 

16.ギランバレー症候群(GBS)の治療中に敗血症及び critical illness 

   polyneuropathy(CIP)を呈した 1例  

   川内市医師会立市民病院 神経内科   泊晋哉他  

17.急性 E型肝炎に伴って Guillain-Barré 症候群を発症した一例 

   福岡大学病院 神経内科     深江治郎他 

18. 片側性の多発脳神経麻痺と持続性吃逆を呈した水痘・帯状疱疹ウイルス 

   感染症の一例 

   NHO沖縄病院      吉田剛他 

19.血液透析中に頚髄髄内膿瘍を来たした一例 

   九州厚生年金病院 神経内科    岩永育貴他 

20.全身性エリテマトーデス、抗リン脂質抗体症候群(APS)に発症した 

   進行性多巣性白質脳症の一例 

   大分県立病院 神経内科    安藤 匡宏他，  



ランチョンセミナー 12:00-12:30 

座長 佐賀大学医学部内科学講座神経内科部門 教授 原 英夫 

「iPS細胞技術を用いた神経変性疾患の研究」 

京都大学 iPS 細胞研究所 准教授 井上治久先生 

 

昼休み・世話人会 12:30-13:30 

世話人会会場  医学部臨床小講堂（1階 3114 室） 

 

セッションⅤ（13:30-14:10）座長：稲富 雄一郎（済生会熊本病院 神経内科） 

21. 良好な転帰を辿った延髄出血の一例 

    鹿児島医療センター 脳血管内科   髙口剛他 

22. 低容量ピル（レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール）を内服し、 

   発症時に脳梗塞を併発した神経ベーチェット病（NBD）の 1例 

   九州厚生年金病院 神経内科    雜賀徹他 

23. Transient cerebral arteriopathy (TCA) と考えられた小児脳梗塞の 1例 

  大分大 神経内科     藪内健一他 

24. 脊髄症を来たした胸椎椎体血管腫の 1例 

   南風病院 神経内科      池上眞由美他 

25. 血小板減少を伴った高血圧性脳症の 1例 

    福岡市民病院 神経内科     芥川宜子他 

 

セッションⅥ（14:10-14:50）座長：中根 俊成（長崎川棚医療センター） 

26. 心筋への MIBG集積低下を認め,進行性認知機能低下と 

    片側パーキンソニズムを呈した一例  

    豊見城中央病院 神経内科     遠藤一博他 

27. パーキンソン病治療薬徐放製剤の嚥下困難感の検討 

    県立南部医療センター・こども医療センター 神経内科 神里尚美他 

28. 物忘れ外来におけるパーキンソン病関連疾患頻度の検討 

    NHO大牟田病院 神経内科    古谷博和他 

29. Logopenic progressive aphasia の一例 

    産業医科大学医学部 神経内科学   松尾嘉三他 

30. 本邦初の声帯および咽頭麻痺を伴う遠位型ミオパチー（VCPDM）の 

    1家系 2症例 

   熊本大学医学部附属病院 神経内科    俵望他 



セッションⅦ（14:50-15:30）座長：塩見 一剛（宮崎大学） 

31. 記銘力低下、失調症状で発症し、エンドキサンパルスが有効であった 

    T細胞性悪性リンパ腫症との異同が問題となった一症例  

   鹿児島市医師会病院 神経内科    武井潤他 

32. 痙攣重積発作で発症した急性脳症の一例 

      宮崎大学医学部付属病院 第三内科   谷口晶俊他 

33. 意識消失発作で来院した抗 VGKC複合体抗体関連辺縁系脳炎の一例 

   佐賀県医療センター好生館 脳神経内科   先成裕介他 

34. 健忘症状のみを呈し FDG-PETでの両側海馬代謝亢進を認め， 

    難治性であった抗 VGKC複合体抗体陽性辺縁系脳炎の１例 

    九州大学大学院医学研究院神経内科学    向野隆彦他 

35.経過中に舞踏運動を呈した癌性髄膜炎の 1例 

  済生会熊本病院 神経内科    永沼雅基他 

 

 

 

セッションⅧ（15:30-16:10）座長：雪竹基弘（佐賀大学） 

36. 外傷性の症候性てんかんと鑑別が困難であった、髄液抗 GluRε2、1、 

   δ2抗体を呈したステロイド反応性の後頭葉てんかんの 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 

37. 慢性関節リウマチとシェーグレン症候群に cerebral amyloid 

   angiopathy-related inflammation(CAA-I)を合併した一剖検例 

   国立病院機構大牟田病院神経内科   渡邉暁博他 

38. 発熱・精神症状を呈し髄液 ADA高値より結核性髄膜炎と診断した一例 

    済生会福岡総合病院 神経内科   園田和隆他 

39. 成人 T細胞白血病(ATLL)に伴うニューロパチーの症例 

    鹿児島大学神経病学講座 神経内科・老年病学 武井藍他 

40. Tumefactive MSとの鑑別が困難であった悪性リンパ腫の一例 

 大分大 神経内科      堀大滋他 



セッションⅨ（16:10-16:42）座長：木村成志（大分大学） 

41.頭蓋内に限局した末梢性 T細胞リンパ腫の一例 

   長崎大学病院 神経内科       宮崎禎一郎他 

42. 多発脳神経麻痺を呈し剖検にて診断を確定し得たびまん性大細胞型 

   B細胞性リンパ腫の一例 

   飯塚病院 神経内科      金藤秀治他 

43.馬尾症候群を契機に早期診断、加療しえた血管内悪性リンパ腫症(IVL)の 

   一例 

   聖マリア病院 脳血管内科    和田 晋一他 

44. 18年に亘り進行性の痙性対麻痺を呈した後、筋線維束性収縮やミオキミア 

   が出現した抗 voltage-gated potassium channel (VGKC)複合体抗体陽性の 

   １例 

   九州大学大学院医学研究院 神経内科学   齋藤万有他 

 

 

祝賀会のお知らせ 

 

 当日学会終了後に医学部会館（食堂）にて熊本俊秀先生および辻

貞俊先生の退官祝賀会を予定しております。 万障お繰り合わせの上、

ご参加頂きますようお願い致します。 

 


