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       第 203 回日本神経学会 

九州地方会プログラム・抄録集 
 

日時 平成 25 年 9 月 7 (土) 午前 8時 30 分~午後 5時 10 分 

               (受付時間：午前 8時～) 

会場 鹿児島大学医学部 鶴陵会館 大ホール（ウィリアム・ウィリスホール） 

当番 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 神経病学講座 神経内科・老年病学 髙嶋 博 

会員 当日会員 1,000 円 

 

 

＜講演要領＞ 

1. 講 演 時 間 ： 6 分 

2. 質       疑 ： 2 分以内 

3. プロジェクター： PC 液晶１台 (OS: Windows のみ : Power Point) 

4. 対応メディア ： USB フラッシュメモリのみ。 

USB フラッシュメモリには演題番号、演者名のラベルをつけ、ファイル名は 

“演題番号̶演者名.拡張子” (例：51-鹿大太郎.ppt) としてください。 

5. ビ  デ  オ ： Power Point 内の動画のみとします。(要連絡) 

6. 抄     録 ： 発表者は、郵送した抄録用紙を完成させ発表当日受付に提出して下さ

い。 

 

（注意）発表者の方は、遅くともご発表 30 分前までに、メディアをご提出ください。 

 

＜世話人会＞ 

  当日セミナー終了後(12:05～)、鶴陵会館 中ホールにて開催致します。 

 

 

＜セミナーのご案内＞ 

日時 ： 平成 25 年 9 月 7 日(土) 11:35～12:05 

場所 ： 鹿児島大学医学部 鶴陵会館大ホール（ウィリアム・ウィリスホール） 

座長 ： 鹿児島大学大学院 神経内科・老年病学 教授 髙嶋博 

講演 ： 「パーキンソン病における酸化ストレス」 

      福岡大学 神経内科 講師 深江治郎先生 

共催 ： 第 203 回日本神経学会九州地方会 

         エフピー株式会社 

   (セミナー終了後 昼食を用意しています。) 
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  第 203 回日本神経学会九州地方会	 会場のご案内	 

	 

 
 

 

※駐車場をご利用の方は、入構する際受け取った「駐車カード」を必ず持参して下さい。無料券を受付

にてお渡しいたします。	 	 

	 

※11 時 35 分からのセミナーは地方会会場と同じ鶴陵会館（大ホール）で行われますが、昼食会場は医学

部の第一および第二講義室となっております。お弁当は同昼食会場のほうに用意しておりますのでセミ

ナーが終わりましたら同講義室でお弁当を受け取りそこで昼食を済ませてください。	 

	 

 
 
 
 
 
 

      

 

会場及び 

世話人会会場 

（鶴陵会館） 

第一・第二講義室 
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         座 長 一 覧 
 

セッション 時間 演題 No. 氏名  所属 

1 8:30~9:18 1-6 米 原 敏 郎  済 生 会 熊 本 病 院 

2 9:18~10:06 7-12 松 岡 秀 樹  鹿 児 島 医療 セ ン タ ー 

3 10:06~10:54 13-18 塩 見 一 剛  宮 崎 大 学 

4 10:54~11:34 19-23 中 根 俊 成  長崎 川棚医療センター 

セミナー  11:35~12:05  

昼休み・世話人会  12:05~13:15 

【世話人会に引き続き、第 55 回日本神経学会学術大会 学術委員会九州部会を行います】 

5 13:15~14:03 24-29 桑 城 貴 弘  九 州 医 療 セ ン タ ー 

6 14:03~14:51 30-35 渡 嘉 敷  崇  琉 球 大 学 

7 14:51~15:39 36-41 重 藤 寛 史    九 州 大 学 

 休憩     

8 15:50~16:30 42-46 山 下 賢  熊 本 大 学 

9 16:30~17:10 47-51 松 浦 英 治  鹿 児 島 大 学 
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   第 203 回 日本神経学会九州地方会 プログラム 
会場：	 鹿児島大学医学部	 鶴陵会館（ウィリアム・ウィリスホール）   

セッション１   (8:30-9:18) 	   座長: 米原	 敏郎            済生会熊本病院 

1. 化学療法関連の一過性脳虚血発作(TIA)に対してシロスタゾールが有効であった一例  

   聖マリア病院脳血管内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 松岡	 幹晃	 他 
 
2. 経食道心臓超音波検査(TEE)により，肺動静脈瘻(PAVF)を介した奇異性脳塞栓症と診断し得た一例 
   九州医療センター脳血管・神経内科         芝原	 友也	 	 他 
 
３. 肺動静脈瘻に合併した奇異性脳塞栓症の 1 例	 	       
   済生会福岡総合病院神経内科                    中里	 祐毅	 	 他 
 
４．数日で進行する脊髄円錐・円錐上部障害を呈した海綿状血管腫の１例    
    NHO 沖縄病院神経内科                                 藤﨑	 なつみ	 他 
 
5．椎体梗塞をともなった胸髄梗塞の 1 例      
    南風病院神経内科    	 	 	 	 	 	 	 	      前之園	 健太	 他 
 
6．右側病巣の症状に乏しかった両側延髄内側梗塞の 1 例	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 鹿児島医療センター脳血管内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 永田	 	 龍世	 他 
	 

セッション２   (9:18-10:06)     座長: 松岡	 秀樹           鹿児島医療センター 

7．内科的治療に抵抗性で再発を繰り返し 2 次予防に難渋したアテローム血栓性脳梗塞の 1 例 

    製鉄記念八幡病院	 脳卒中センター                                      四宮	 綾子	 他 
 
8．けいれん重積発作で発症した若年性脳梗塞の 1 例   
	 	 	 	 国立病院機構	 福岡東医療センター	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 吉川	 容司	 	 他 
 
9．脳底動脈高度狭窄の治療判断に、頸部血管エコーが有効であった一例    
   国立病院機構	 九州医療センター	 脳血管内治療科/脳血管・神経内科	 	 	 	 	 	 	 鶴崎	 雄一郎	 	 他	 
 
10. 急性期無症候性脳梗塞を合併した高血圧緊急症の 2 症例	 	 	     
    長崎大学病院	 脳卒中センター                                        濱邊	 順平	 他 
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11．産褥子癇に伴う posterior	 reversible	 encephalopathy	 syndrome(PRES)の１例   
    小倉記念病院	 神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 藤井	 敬之	 他 
 
12. 重度貧血の補正により PRES を生じた 1 例	 
	 	 	 	 九州厚生年金病院神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 白石	 渉	 	 	 	 他 
	 

セッション３	 	 (10:06-10:54)	 	 座長:	 塩見	 一剛	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 宮崎	 大学	 

13．緩徐進行性の経過を辿った NMOSD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	                   酒井 和香	 他 
 
14．術後 1 年 9 ヵ月後のエンドキサンパルス療法が有効であった遷延性抗 NMDAR 抗体脳炎の 1 例 
	 	 鹿児島市医師会病院神経内科                 有水	 琢朗	 他 
 
15．延髄から全脊髄に渡る長大な造影効果病変を呈し、ガンシクロビルが奏功した EBV 関連脳脊髄炎の 1例 
	 	 長崎大学第一内科                           向野	 晃弘	 他 
 
16．急激な脳浮腫を来した脳症の一例 
	 	 佐賀大学医学部附属病院	 神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 江里口	 誠	 他 
 
17. 発作時に視覚性失認を来した症候性てんかんの 1 例 
    済生会熊本病院神経内科                         	 	 	  稲富	 雄一郎	 	 他 
 
18. ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）を合併した重症筋無力症（MG）の一例 

  健康保険諫早総合病院神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 堀	 麻美	 	 他 
 

セッション 4 (10:54-11:34) 座長: 中根	 俊成	                長崎川棚医療センター 

19. 当科にかかっているパーキンソン病患者に対する臨床的検討 
	 	 大分県立病院神経内科                               	 	 	 	 	 	      法化図 陽一   他 
 
20．小脳症状を呈した進行性核上性麻痺の二例   
    大分大学医学部神経内科学講座	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 佐々木	 雄基	 他 
 
21．PEG-J 挿入により小腸重積を来した神経筋疾患の２症例    
     NHO 西別府病院	 神経内科                   島﨑	 里恵	 他 
 
22. Parkinホモ変異に PINK1ヘテロ変異が併発した若年発症パーキンソン病の 1例  
    熊本大学	 神経内科    	 	 	                    金 正浩  他 
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23. パーキンソン病の off症状にプレガバリンが有効であった一例  
    大分大学医学部神経内科学講座                                           麻生 泰弘	 他 

        セミナー ：  11:35-12:05 
                          世話人会・昼食   ：  12:05-13:15 
 
       【世話人会に引き続き、第 55 回日本神経学会学術大会 学術委員会九州部会を行います】 

 

セッション 5   (13:15-14:03)     座長: 桑城	 貴弘	          	 	 	 九州医療センター 

24. 当院におけるリバーロキサバンの経管投与実績                               	 	  
     今村病院分院脳卒中センター神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 萩原	 隆朗	 他 
 
25.	 有痛性 Horner 症候群のみを呈した内頸動脈解離の 1 例    
     福岡市民病院	 神経内科                        貞島	 祥子	 他 
 
26.	 経過中に両側声帯麻痺をきたした脳梗塞の 1 例 
     熊本赤十字病院	 神経内科                             吉岡	 祐希	 	 他 

 
27. 非高血圧,	 非喫煙者の未破裂脳動脈瘤と EPA/AA 比低値,	 高 LDL-C 血症との関連  
     沖縄県立南部医療センター・こども医療センター	 神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 仲地	 耕	 他 
 
28. 部分的動眼神経麻痺と同側の小脳失調を呈しトラクトグラフィで病巣が上小脳脚交叉と接することが	 
	 	 	 	 明らかとなった中脳梗塞の 1例	 	 

    熊本機能病院熊本機能病院	 総合リハ科、神経内科                        福永	 貴美子	 他 
 
29. 長崎県東彼杵郡における急性期脳卒中患者登録研究：非都市部での実態調査	 
	 	 	 	 長崎川棚医療センター	 臨床研究部	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 中根	 俊成	 他	  
      

セッション 6   (14:03-14:51)     座長: 渡嘉敷	 崇              	 琉球大学 

30.	 両側視床病変を呈した高齢発症の Neuropsychiatric	 systemic	 lupus	 erythematosus	 (NPSLE)	 の一例 
	 	 	 聖マリア病院	 脳血管内科	                               	 	 	 	 	         和田	 晋一	 他 
 
31．肺炎軽快後にふらつき,嘔気,頭痛を主訴として発症したノカルジア脳膿瘍の 1 例   
     福岡記念病院脳神経内科   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     田代	 典章	 	 他 
 
32. 視神経乳頭炎を認めた小児の ADEM の一症例     
     京都博愛会病院神経内科   	 	 	 	 	 	 	 	 	       大井	 長和	 他 
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33. CSF1Rスプライシング異常による Hereditary diffuse leukoencephalopathy with axonal spheroids  
   (HDLS)の一例	  
    九州大学大学院医学研究院神経内科学                   	 	 	 	           齋藤 万有	 他 
 
34. 特異な画像所見を呈した神経ベーチェット病の 1 例     
    福岡大学病院	 神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 竹下	 翔	 	 	 他 
 
35. 溶連菌感染に合併した脳幹脳症の 1 例     
    済生会福岡総合病院神経内科    	 	 	          田口	 智之	 他 
 
セッション 7   (14:51-15:39)     座長: 重藤 寛史               	 	 	 九州大学 

36. 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                                    藤本	 武士	 他 

 

37. IVIｇ療法が著効した Acute	 sensory	 ataxic	 neuropathy の 1 例               
    日赤長崎原爆病院内科                                  白石	 恵子	 他 
 
38. 経過とともに多彩な抗ガングリオシド抗体が加わっていったギラン・バレー症候群の 1 例 
     NHO 沖縄病院	 神経内科                                                   中地	 亮	 他 
 
39. 子宮頸がんワクチン接種後に遅発性上腕神経叢炎を惹起した二例    
     沖縄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 
 
40. 背部痛を初発症状とし、プレガバリンが疼痛に有効であったギラン・バレー症候群(GBS)の一例  
     佐賀県医療センター好生館	 脳神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 西久保友公子	 他 
 
41. 急性水頭症発症後に進行性四肢麻痺を来した Guillain-Barre 症候群の 1 例 
     福岡大学神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 米良	 英和	 他 
 

休憩：	 	 15:39-15:50 
 
 
 

セッション 8   (15:50-16:30)     座長: 山下	 賢                	 	 熊本大学 

42. 痙性対麻痺で発症しMNDが疑われた遺伝性 CJDの一例    
    鹿児島大学病院	 神経内科                                                 兒玉 憲人	 他 
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43. 頭部 MRI	 拡散強調画像の線状高信号が診断の契機となった神経核内封入体病の 1 例   
     熊本大学大学院生命科学研究部	 神経内科学分野	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 加藤	 勇樹	 他 
 
44. 眼咽頭型筋ジストロフィーと精神疾患を示した核内封入体病の剖検例	 
    国立病院機構大牟田病院神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 荒畑	 創	 他	 
 
45. ごく軽度の眼瞼下垂以外の眼症状に乏しかった眼咽頭型筋ジストロフィーの一家系	 
	 	 	 	 九州大学大学院医学研究院神経内科学	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 林	 史恵	 	 他	 

 
46. ステロイドが著効した首下がりの一例  
     琉球大学医学部附属病院	 第三内科                                     城間 加奈子 他 
 

セッション 9   (16:30-17:10)     座長: 松浦	 英治              鹿児島大学 

47. Waldenström's Macroglobulinemia（WM）に multifocal motor neuropahty（MMN）が合併した１例      
    産業医科大学神経内科                            野原 聡平	 他 
 
48. びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫（DLBCL）経過中に末梢神経障害を来し PET-CT で集積無く	 	 
	 	 	 	 診断に苦慮した Neurolymphomatosisの一例  	 

    宮崎大学神経呼吸代謝内分泌学講座	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 岩切	 由佳	 他 
 
49．頭蓋咽頭腫による再発性の chemical	 meningitis を呈した 1 例 
	 	 	 飯塚病院神経内科	  	                                                     迫田	 礼子	 他 
 
50. 筋力低下・高 CK 血症で発症した MCTD の１例     
    国立病院機構	 南九州病院	 神経内科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 岡田	 敬史	 他 
 
51. 脳表ヘモジデリン沈着症の一例 
    鹿児島大学病院	 神経内科                                               濱田 祐樹	 他 
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第 203 回日本神経学会九州地方会	 	 交通のご案内	 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速を利用される方 

■県外から車でいらっしゃる方  

九州自動車道を南下、鹿児島 ICをスルーし、次の「山田 IC」で降りてください。最初の信号(ガソリンス

タンドが目の前)を右へ。桜ヶ丘団地・鹿児島市方面に向かってください。さらに3つ目の信号、「桜ヶ丘

団地入り口」(上記地図のガソリンスタンドの三叉路)を右折し桜ヶ丘団地へあがってきてください。 

■鹿児島空港リムジンバス  

空港から鹿児島市内行きリムジンバスに乗車、「天文館」または 「鹿児島中央駅」で下車します。  

JR を利用される方 

■  鹿児島中央駅までおいでください。中央駅からはタクシーで鹿児島大学病院までは 20分強、料金でおよそ

2500円程度です。(詳細な料金はタクシーにお尋ねください。) 中央駅から JR指宿枕崎線にのりかえる場

合は「宇宿駅」で下車し（鹿児島中央駅から 10分程度）、宇宿駅からは徒歩で 1５分（約 1.4Km）、 あるい

は「宇宿小学校前バス停」から鹿児島市営バス・鹿児島交通バスの便があります（バスで 2stop）。 

 


