
第 ２０７ 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９月２０日（土） 午前９時００分～午後５時１０分
（受付時間：午前８時３０分～）

会 場 大分大学医学部臨床大講義室 （２階）

当 番 大分大学医学部 神経内科学講座 松原 悦朗

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

（Windows：Power Point version２０１０）
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－大分太郎．ppt）としてください。

５．ビ デ オ：Power Point 内の動画のみとします。
６．抄 録：神経学会の所定の用紙に記入の上、

受付時に提出してください。

（注意）発表者の方は、遅くともご発表の３０分前までに、USBフラッシュ
メモリをご提出ください。

〈世話人会〉
当日ランチョンセミナー終了後、１２時３０分より臨床中講義室（１階）にて開催
致します。

＜ランチョンセミナーのご案内＞
日 時 平成２６年９月２０日（土） １２：００～１２：３０
場 所 大分大学医学部臨床大講義室 （２階）
座 長 大分大学医学部 神経内科学講座 教授 松原 悦朗
講 演 「経口ワクチンによるアルツハイマー病治療法の開発」

弘前大学医学部附属病院 神経内科 瓦林 毅 先生
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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 渡嘉敷 崇 琉球大学

２ ９：４０－１０：２０ ６－１０ 松岡 秀樹 鹿児島医療センター

３ １０：２０－１１：００ １１－１５ 深江 治郎 福岡大学

４ １１：００－１１：４０ １６－２０ 村井 弘之 九州大学

ランチョンセミナー １２：００－１２：３０

昼休み・世話人会 １２：３０－１３：００

５ １３：１０－１３：５０ ２１－２５ 鶴田 和仁 潤和会記念病院

６ １３：５０－１４：３０ ２６－３０ 中根 俊成 長崎川棚医療センター

７ １４：３０－１５：１０ ３１－３５ 雪竹 基弘 佐賀中部病院

８ １５：１０－１５：５０ ３６－４０ 岡田 和将 産業医科大学

９ １５：５０－１６：３８ ４１－４５ 山下 賢 熊本大学

１０ １６：３８－１７：１０ ４６－４９ 後藤 勝政 西別府病院

－１－
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第２０７回 日本神経学会九州地方会 プログラム
会場 ： 大分大学医学部臨床大講義室 （２階）

セッション１（９：００－９：４０） 座長：渡嘉敷 崇（琉球大学）

１ リバーロキサバン内服中にMicrobleeds 信号を認めていた右視床に脳出血を
発症した１例
九州医療センター 脳血管・神経内科 山中 圭 他

２ 真性多血症が関連し心筋虚血を同時期に併発した脳梗塞の一例
鹿児島医療センター 脳血管内科 山下ひとみ 他

３ MCTDに対してのステロイド内服中に発症した脳静脈洞血栓症の一例
厚地脳神経外科病院 有水 琢朗 他

４ アセタゾラミド負荷SPECT後に発症した脳梗塞の２症例
済生会熊本病院 神経内科 本多 由美 他

５ 抗血小板療法下に脳梗塞を発症したBuerger 病の１例
琉球大学医学部附属病院 第三内科 名嘉 太郎 他

セッション２（９：４０－１０：２０） 座長：松岡 秀樹（鹿児島医療センター）

６ 片側舞踏病で来院した脳梗塞に対して rt-PA 静注療法施行した一例
佐賀県医療センター好生館 脳神経内科 西久保友公子 他

７ 血栓溶解療法とSolitaire FR による血栓除去術を行い再開通が得られた内頚動
脈閉塞症の１例

済生会福岡総合病院 神経内科・脳血管内科 中垣 英明 他
８ rt-PA を投与した９４歳心原性脳塞栓症の一例

今村病院分院脳卒中センター 神経内科 萩原 隆朗 他
９ 経胸壁心エコーで経過を追えた大動脈弓部可動性血栓の１例

済生会熊本病院 神経内科 辛島 聡志 他
１０ コントラスト法による経頭蓋超音波ドプラ検査が肺動静脈瘻の診断に有用で

あった奇異性脳塞栓症の一例
国立病院機構 九州医療センター 脳血管・神経内科

佐藤 友紀 他

－２－



セッション３（１０：２０－１１：００） 座長：深江 治郎（福岡大学）

１１ 認知機能低下とパーキンソニズムを呈し血管内治療が奏功した頭蓋内硬膜動静
脈瘻の１例
飯塚病院 神経内科 高瀬敬一郎 他

１２ 特徴的な徴候を呈し進行した視床・中脳梗塞の１例
聖マリア病院 脳血管内科 芝原 友也 他

１３ 特発性限局性後下小脳動脈解離による脳梗塞の１例
長崎大学病院 脳神経内科 福田 侑甫 他

１４ 脊髄梗塞の２例
済生会福岡総合病院 神経内科・脳血管内科 吉村 基 他

１５ １０代の脳梗塞の３例
熊本赤十字病院 神経内科 松原崇一朗 他

セッション４（１１：００－１１：４０） 座長：村井 弘之（九州大学）

１６ 抗体価を経時的に測定した抗 Lrp４抗体陽性重症筋無力症の１例
熊本大学 神経内科 髙松孝太郎 他

１７ 大量免疫グロブリン療法後にタクロリムス単剤で寛解維持されている重症筋無
力症の一例
諫早総合病院 神経内科 西浦 義博 他

１８ Radiation-induced myopathy による首下がりを呈し、筋生検でネマリン小体
を認めた1例
九州大学大学院医学研究院 神経内科学 迫田 礼子 他

１９ 手根管症候群を伴ったRS３PE症候群の２例
南風病院 神経内科 大平 直子 他

２０ カリウム（K）に加えマグネシウム（Mg）補給が有用であった低カリウム性
ミオパチーの１例
日本赤十字社 長崎原爆病院 内科 三溝 和貴 他

－３－



ランチョンセミナー （１２：００－１２：３０）
座長 大分大学医学部 神経内科学講座 教授 松原 悦朗 先生
「経口ワクチンによるアルツハイマー病治療法の開発」
弘前大学医学部附属病院 神経内科 瓦林 毅 先生

昼休み・世話人会 １２：３０－１３：００
世話人会会場 ： 臨床中講義室（１階）

セッション５（１３：１０－１３：５０） 座長：鶴田 和仁（潤和会記念病院）

２１ 若年性認知症を合併したCMT４H（FGD４mutation）の１例
NHO沖縄病院 神経内科 藤﨑なつみ 他

２２ 若年性の視覚性認知障害を示した一例
佐賀大 神経内科 森 法道 他

２３ 急速進行性の認知機能低下で発症した間歇型一酸化炭素中毒の１例
佐世保市立総合病院 神経内科 藤本 武士 他

２４ 左手の hypermotor seizure 様の運動発作を認めた一症例
京都博愛会病院 神経内科 大井 長和 他

２５ 皮膚生検がCADASIL の診断に有用であった１例
福岡大学 神経内科 玉木 慶子 他

セッション６（１３：５０－１４：３０） 座長：中根 俊成（長崎川棚医療センター）

２６ 二重膜濾過血漿交換（DFPP）が著効した治療抵抗性抗SRP抗体陽性筋炎の
一例
鹿児島大学 神経内科 臼元亜可理 他

２７ 抗 ganglionic アセチルコリン受容体（gAChR）抗体陽性であった強皮症症例
長崎川棚医療センター 臨床研究部・神経内科 中根 俊成 他

２８ 副腎皮質ステロイドとタクロリムスが奏効した抗SRP抗体陽性筋症の一例
産業医科大学 神経内科 先成 裕介 他

２９ C型肝炎に対するペグインターフェロン加療中に生じた筋炎の１例
鹿児島市医師会病院 神経内科 永田 龍世 他

３０ サプリメントが原因と考えられた好酸球性筋炎・心筋炎の一例
北九州市立八幡病院 内科 末永 章人 他

－４－



セッション７（１４：３０－１５：１０） 座長：雪竹 基弘（佐賀中部病院）

３１ ALSと鑑別を要した免疫介在性運動ニューロン病の１例
鹿児島大学 神経内科 谷口 雄大 他

３２ 咽頭・頸部・上腕型Guillan-Barre 症候群のオーバーラップと考えた再発性
Fisher 症候群の１例
長崎川棚医療センター 前田 泰宏 他

３３ MELASにより食欲不振をきたし、乳酸アシドーシスから致命的な経過をとっ
た一例
長崎大学病院 脳神経内科 長岡 篤志 他

３４ 一側性の外眼筋麻痺をきたした再発性多発軟骨炎の一例
宮崎大学医学部附属病院 第三内科 酒井 克也 他

３５ 頸椎症術後に発症した脊髄サルコイドーシスの一例
福岡市民病院 神経内科 貞島 祥子 他

セッション８（１５：１０－１５：５０） 座長：岡田 和将（産業医科大学）

３６ 視神経脊髄炎関連疾患（NMOSD）に neuropathy を同時発症した１例
久留米大学病院 神経内科 入江 研一 他

３７ 全身性エリテマトーデスに合併した視神経脊髄炎関連疾患の１例
熊本大 神経内科 林 広隆 他

３８ ステロイドパルス療法が著効したBickerstaff 型脳幹脳炎の一例
産業医科大学 神経内科 松尾 嘉三 他

３９ 多発性硬化症の経過観察中に脊髄くも膜嚢胞を合併した１例
久留米大学病院 神経内科 水田 滋久 他

４０ 両側視神経炎に伴ったCharles Bonnet 症候群の１例
大分大学医学部 神経内科学講座 佐々木雄基 他

－５－



セッション９（１５：５０－１６：３８） 座長：山下 賢（熊本大学）

４１ １９７回のCTGリピート延長を呈した脊髄小脳変性症８型（SCA８）の一剖検
例
九州大学大学院医学研究院 神経病理学 前田 教寿 他

４２ 当科におけるドパミントランスポーターシンチグラフィの検討
国立病院機構熊本再春荘病院 神経内科 堀 寛子 他

４３ 当科におけるニュープロパッチの使用経験
大分県立病院 神経内科 法化図陽一 他

４４ 肝外門脈閉塞による上部消化管出血をきたして処置に苦慮した筋萎縮性側索硬
化症の１例

国立病院機構西別府病院 神経内科 石川 知子 他
４５ 頸椎症や転換性障害と診断され、後に先天性筋線維タイプ不均等症と判明した

一例
九州大学大学院医学研究院 神経内科学 水野 裕理 他

セッション１０（１６：３８－１７：１０） 座長：後藤 勝政（西別府病院）

４６ 傾眠を前景とし、当初は睡眠時無呼吸症候群を疑われたが、急速に意識障害が
進行した lymphomatosis cerebri の１例

小倉記念病院 神経内科 白石 渉 他
４７ 睡眠時随伴症（NREM parasomnia）とてんかんとの鑑別が難しかった一症例

潤和会記念病院 神経内科 中尾 紘一 他
４８ 発熱、尿閉のみを呈したElsberg 症候群の１例

大分赤十字病院 神経内科 姫野 隆洋 他
４９ 姿勢反射障害と被害妄想が顕著であったレビー小体型認知症（DLB）の剖検例

大分大学医学部 神経内科 木村 成志 他

－６－
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