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第 205回 日本神経学会 

九州地方会プログラム・抄録集 
 

日 時：平成 26年 3月 22日（土）午前 9時 00分～午後 16時 46分 

受付開始： 午前 8時 30分 

会 場：九州大学 コラボ・ステーションⅠ 視聴覚ホール 

当 番：九州大学大学院医学研究院神経内科学分野  吉良 潤一 

会 費：当日会員 1,000円 

 

開催要項： 

1. 講演時間： 6分 

2. 質   疑： 2分以内 

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：21-九大太郎 .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   録： 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時に

あああああああ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、コラボ・ステーションⅠ  

共同セミナー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 26年 3月 22日（土） 12：00～12：30 

場 所：九州大学 コラボ・ステーションⅠ 視聴覚ホール 

座 長：九州大学大学院医学研究院神経内科学分野 教授 吉良 潤一 

講 演：画像から診るパーキンソン病 

久留米大学医学部内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門 

神経内科 教授 谷脇考恭 先生 

共 催：第 205回日本神経学会九州地方会、グラクソ・スミスクライン株式会社 
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平成 25 年度日本神経学会九州地区生涯教育講演会 

 

日 時：平成 26年 3月 23日（日）9時 30分～13時 

場 所：九州大学コラボ・ステーションⅠ 視聴覚ホール 

812-8582 福岡市東区馬出 3丁目 1番 1号 

TEL：092-642-5340 

参加費：4,000円 

 

プログラム： 

1. 9時 30分～10時 20分 

「神経感染症の診療」 

演者：亀井 聡 先生 （日本大学医学部 内科学系 神経内科学分野） 

（座長：久留米大学 綾部 光芳 先生） 

 

2. 10時 20分～11時 10分 

「難治性神経･筋疾患の病態解析と創薬 - 臨床神経内科医からの分子生物学」 

演者：古谷 博和 先生 (高知大学医学部老年病･循環器･神経内科学講座  

                                        神経内科学部門) 

（座長：九州大学 吉良 潤一 先生） 

 

（休憩 10分） 

 

3. 11時 20分～12時 10分 

「頭痛医療のトピックス： 新・慢性頭痛の診療ガイドライン 2013を中心に」 

演者：竹島 多賀夫 先生 (医療法人 寿会 富永病院)  

（座長：福岡大学 坪井 義夫 先生） 

 

4. 12時 10分～13時 

「アルツハイマー病新規治療開発の現況」 

演者：松原 悦朗 先生 (大分大学 医学部医学科 神経内科学講座) 

（座長：佐賀大学 原 英夫 先生） 

 

神経学的診察ハンズオン 
日 時：2014年 3月 23日（日） 時間：14:00～15:20 

場 所：九州大学コラボ・ステーションⅠ 

     〒812-8582 福岡市東区馬出 3丁目 1番 1号 

     TEL：092-642-5340  

 参加費：無料  

Tutor： 橋本洋一郎（熊本市民病院 神経内科 部長） 

谷脇  考恭（久留米大学医学部内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科

部門 神経内科 教授） 
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座長一覧 

 

セッション 時間 演題 氏名 所属 

1 9：00～9：40 1～5 稲富 雄一郎 済生会熊本病院 

2 9：40～10：20 6～10 山田 猛 済生会福岡総合病院 

3 10：20～11：00 11～15 岡田 和将 産業医科大学 

4 11：00～11：40 16～20 林 信太郎 九州大学 

 12：00～12：30 ランチョンセミナー 

 12：30～13：10 世話人会、昼休み 

5 13：10～13：50 21～25 中根 俊成 長崎川棚医療センター 

6 13：50～14：30 26～30 渡嘉敷 崇 琉球大学 

7 14：30～15：10 31～35 木村 成志 大分大学 

8 15：10～15：58 36～41 山下 賢 熊本大学 

9 15：58～16：46 42～47 大窪 隆一 鹿児島大学 
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第 205 回 日本神経学会九州地方会 プログラム 

会場：九州大学 コラボ・ステーションⅠ 視聴覚ホール 

 

セッション 1 (9:00-9:40)     座長：稲富 雄一郎 (済生会熊本病院) 

 

1. 脳梗塞急性期に開心術にて塞栓源を摘出した２症例 

長崎大学病院 脳卒中センター    濵邊 順平 他 

 

2. 緊急血行再建術中に出血性梗塞が観察された脳塞栓症の一例 

熊本大学 神経内科          松原 崇一朗 他 

 

3. 外傷性くも膜下出血後に発症した敗血症および HIT抗体陽性の脳梗塞の一例 

鹿児島市医師会病院 神経内科   有水 琢朗 他 

 

4. 血小板減少性紫斑病の治療経過中に多発性脳梗塞を発症した一例 

大分大学医学部 神経内科          麻生 泰弘 他 

 

5. 新規経口抗凝固薬内服中に発症した穿通枝脳梗塞の一例 

今村病院分院脳卒中センター 神経内科       萩原 隆朗 他 

 

セッション 2 (9:40-10:20)     座長：山田 猛 (済生会福岡総合病院) 

 

6. 経食道心エコー図検査によって、左房粘液腫を塞栓源として同定し得た若年性

脳梗塞の１例 

九州医療センター 脳血管•神経内科           三浦 聖史 他 

 

7. 片側の脳梗塞により一側性声帯麻痺を呈した 1例 

九州厚生年金病院 神経内科      白石 渉 他 

 

8. Basedow 病, 右中大脳動脈狭窄症を伴った一過性脳虚血発作の 1例 

鹿児島医療センター 脳血管内科    脇田 政之 他 

 

9. 歯周病が原因と考えられた若年性脳梗塞の一例 

健康保険諫早総合病院 神経内科       村川 茉里恵 他 

 

10. 顔面の変形視を主訴とした右脳梁膨大部梗塞の一例 

長崎川棚医療センター 神経内科    永石 彰子 他 
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セッション 3 (10:20-11:00)         座長：岡田 和将 (産業医科大学) 

 

11. 細菌性髄膜脳炎との鑑別を要した neuromyelitis optica の 1例 

熊本南病院神経難病センター 神経内科   阪本 徹郎 他 

 

12. 脊髄長大病変を有し視神経脊髄炎との鑑別を要した急性散在性脳脊髄炎の一例 

鹿児島市立病院 内科     谷口 雄大 他 

 

13. 免疫吸着療法継続によって失明から回復した NMO spectrum disorder の一例 

鹿児島大学 神経内科      森山 宏遠 他 

 

14. 視神経脊髄炎(以下 NMO)に合併した ANCA関連血管炎の 1例 

豊見城中央病院 神経内科         長谷川 樹里 他 

 

15. Longitudinally extensive spinal cord lesion を呈した神経サルコイドーシスの一例 

産業医科大学 神経内科      先成 裕介 他 

 

セッション 4 (11:00-11:40)            座長：林 信太郎 (九州大学) 

 

16. 脊椎手術後に発症したと考えられ、CT angiography(CTA)が診断に有用であった

脊髄硬膜動静脈瘻(DAVF)の 1例 

豊見城中央病院 神経内科     須田 晃充 他 

 

17. もの忘れで発症し、馬尾生検で確定診断をした軟髄膜原発悪性リンパ腫の一例 

福岡青洲会病院         小山 倫太郎 他 

 

18. 横断性脊髄症で発症した抗 Hu抗体陽性傍腫瘍性神経症候群の 1例 

飯塚病院 神経内科     高嶋 伸幹 他 

 

19. 小細胞癌に合併した傍腫瘍性脳脊髄炎の一例 

長崎大学病院 第一内科    吉村 俊祐 他 

 

20. 診断に苦慮した中枢神経原発リンパ腫様肉芽腫症の一例 

九州大学病院 腎・高血圧・脳血管内科    澁谷 直 他 
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ランチョンセミナー (12:00-12:30) 

座長 九州大学大学院医学研究院神経内科学分野  吉良 潤一 

『画像から診るパーキンソン病』 

久留米大学医学部 呼吸器・神経・膠原病内科 

神経内科 教授 谷脇考恭 先生 

 

世話人会 (12:30-13:00)                      共同セミナー室 

 

 

セッション 5 (13:10-13:50)  座長：中根 俊成 (長崎川棚医療センター) 

 

21. 副鼻腔癌を伴った Autoimmune autonomic ganglionopathy （AAG）の 1症例 

熊本大学 神経内科     本多 由美 他 

 

22. ＣＩＤＰと鑑別が困難であったＰＯＥＭＳ症候群の 1例 

佐賀大学 神経内科         岩﨑 めぐみ 他 

 

23. 臨床所見から Clouston 症候群と考えられ原因不明の末梢神経障害を伴った一例 

九州大学大学院医学研究院 神経内科学       横山 淳 他 

 

24. ツツガムシ病を先行感染として発症した Guillain-Barre症候群の 2症例 

宮崎大学 第三内科     酒井 克也 他 

 

25. 急性軸索障害と多発性伝導ブロックを呈した GVHD関連ニューロパチーの一例 

鹿児島大学病院 神経内科         正ヶ峯 啓太 他 

 

セッション 6 (13:50-14:30)          座長：渡嘉敷 崇（琉球大学） 

 

26. 外転神経麻痺を合併した慢性炎症性脱髄性多発神経根炎の一例 

大分県立病院 神経内科      日野 天佑 他 

 

27. IgM抗 GM1抗体、抗 GalNAcGD1a 抗体陽性腰仙部神経根炎の 1例 

南風病院 神経内科                        西藤 智照 他 

 

28. 抗 NMDA型グルタミンδ2受容体抗体陽性小脳炎の二例 

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 神経内科永田 恵蔵 他 
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29. 腫瘍非合併 N-methyl-D-aspartate (NMDA)受容体脳炎の１例 

沖縄県立中部病院 神経内科     旭 大悟 他 

 

30. 再発性多発軟骨炎を合併した自己免疫性脳炎の一例 

福岡大学病院 神経内科      木村 聡 他 

 

セッション 7 (14:30-15:10)          座長：木村 成志 (大分大学) 

 

31. CLIPPERS 症候群（Chronic Lymphocytic Inflammation with Pontine Perivascular 

Enhancement Responsive to Steroids）が疑われるも抗 GAD抗体陽性であった一例 

福岡東医療センター 神経内科   廣岡 さとみ 他 

 

32. 緩徐進行性に発症しステロイド，アシクロビルによって奏効した EBV関連脳脊髄

炎の一例 

聖マリア病院 脳血管内科                 佐原 範之 他 

 

33. 左尺骨神経障害と髄膜炎を合併した非典型的 Cogan症候群の１例 

済生会福岡総合病院 神経内科               佐野 謙 他 

 

34. 辺縁系脳炎を呈した神経梅毒の 1例 

福岡市民病院 神経内科     貞島 祥子 他 

 

35. 特異な画像所見を呈した CJDの１例 

大分大学 神経内科学講座    天野 優子 他 

 

セッション 8 (15:10-15:58)            座長：山下 賢 (熊本大学) 

 

36. 健常成人に生じた劇症型肺炎球菌性髄膜脳炎の 2症例 

佐世保市立総合病院 内科     山田 寛子 他 

 

37. 潰瘍性大腸炎 (UC)患者に発症した Streptococcus gallolyticus subsp. 

pasteurianus 髄膜炎の一例 

佐賀県医療センター好生館 脳神経内科     西久保 友公子 他 

 

38. 視神経乳頭炎を呈した神経ボレリア症の 1例 

別府医療センター 神経内科    高下 純平 他 
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39. 神経ボレリア症(NB)を想定した治療が奏効した多発性脳神経障害、脊髄・末梢

神経障害を伴う髄膜脳炎の 1例 

NHO 沖縄病院 神経内科     大山 徹也 他 

 

40. 本態性振戦と誤診されていた良性成人型家族性ミオクローヌスてんかん

(BAFME)の 1家系 

城南病院 神経内科     小出 達也 他 

 

41. 舞踏運動で発症した偽性 Ib型副甲状腺機能低下症に免疫治療が有効であった

一例 

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  比嘉 真理子 他 

 

セッション 9 (15:58-16:46)           座長：大窪 隆一 (鹿児島大学) 

 

42. 視覚障害・てんかん・認知機能障害を繰り返し、ミトコンドリア異常症が疑われた

一例 

聖マリア病院 脳血管内科        賣豆紀 智美 他 

 

43. 先天性ミオパチー類似の臨床所見を主徴とし潜在性の末梢神経障害を合併し

たミトコンドリアミオパチーの 1例 

九州大学大学院医学研究院神経内科学  鳥山 敬祐 他 

 

44. 成人期に球麻痺症状で発症した neurodegeneration with brain iron accumulation

の 1例 

大牟田病院 神経内科    入江 剛史 他 

 

45. 病初期より錐体路と脳梁に限局する DWI 高信号を呈した adult-onset 

leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia（ALSP）の 1例 

熊本南病院 神経内科    永利 聡仁 他 

 

46. 軽微な外傷を契機に不全四肢麻痺を来した成人型アレキサンダー病の 2例 

NHO 沖縄病院 神経内科      中地 亮 他 

 

47. 妊娠を契機に dystonia症状の増悪を認め、出産後レボドパ内服により症状の著

明な改善を認めた１例 

琉球大学病院 第三内科    波平 幸裕 他 
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会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州大学病院 〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1 

 

■ＪＲご利用の場合 

ＪＲ「吉塚駅」下車 徒歩 9分 

■市営地下鉄をご利用の場合 

地下鉄 2号線（箱崎線）「馬出九大病院前」下車 徒歩 2分 

福岡空港から 13分 ／ 博多駅から 10分 ／ 天神から 6分 

■西鉄バスをご利用の場合 

「県庁九大病院前」又は「警察本部前」下車 徒歩 3分、「九大病院」下車徒歩 1分 

博多駅から約 15分（系統番号 9・10・29） ／ 天神から約 15分（行先番号 1・12・13・

51・52等） 

■タクシーをご利用の場合 

ＪＲ博多駅から約 15分／ＪＲ吉塚駅から約 5分／西鉄福岡（天神）駅から約 15分 ／ 

福岡空港から約 15分 
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会場までの案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～自家用車で来られる先生へ～ 

・当日、駐車場は全て有料となっております。 

・正門から入構→外来棟前の駐車場 1 

 60分 200円､以後 30分毎 100円 

・正門から入構→百年講堂隣の駐車場 2・3 

 60分 100円､以後 30分毎 100円（8時間までは最大 600円､以後 30分毎 100円） 

 

※お見舞いの方も利用されるため、数に限りがあります。公共交通機関をご利用の上ご

来場くださいますよう、よろしくお願いいたします。 


