
第 209回 日本神経学会 

九州地方会プログラム・抄録集 
 

日 時：平成 27年 3月 14日（土）午前 9時 00分～午後 17時 09分 

受付開始： 午前 8時 30分 

会 場：福岡大学メディカルホール（福岡大学病院） 

当 番：福岡大学医学部神経内科学教室  坪井 義夫 

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-福大太郎.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 50 分より、福岡大学多目的ホールにて

開催いたします。 

ランチョンセミナーのご案内 

日 時：平成 27年 3月 14日（土） 12：20～12：50 

場 所：福岡大学メディカルホール（福岡大学病院） 

座 長：福岡大学医学部神経内科学教室 教授  坪井 義夫  

講 演： ウェアリング・オフ‐あらためて考える病態と治療‐ 

公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 

神経内科 副部長  齋木 英資  先生 

共 催：第 209回日本神経学会九州地方会、協和発酵キリン株式会社



平成 26 年度日本神経学会九州地区生涯教育講演会 

 

会期：平成 27 年 3 月 15 日（日）9 時 30 分～13 時(予定) 

会場：福岡大学メディカルホール（福岡大学病院） 

     〒814-0180 福岡市城南区七隈 7-45-1  TEL:092-801-1011(代表） 

参加費：4,000 円 

 

プログラム： 

9 時 30分～10時 20分            座長：久留米大学 谷脇 考恭 

「神経変性疾患の病態抑止治療を目指して 

―球脊髄性筋萎縮症（SBMA）研究より」 

演者：足立 弘明        （産業医科大学医学部神経内科） 

 

10時 20 分～11時 10分           座長：福岡大学 坪井 義夫 

「めまいの診断と治療」 

演者：城倉 健 （横浜市立脳卒中・神経脊椎センター） 

 

11時 20 分～12時 10分           座長：済生会福岡総合病院 山田 猛 

「長崎大学病院における脳梗塞急性期治療」 

演者：辻野 彰         （長崎大学病院脳神経内科） 

 

12時 10 分～13時        座長：佐賀大学 原 英夫 

「多発性硬化症の最前線」 

演者：松下 拓也        （九州大学大学院医学研究院神経治療学寄附講座） 

 

 

神経学的診察ハンズオン： 

14時～15時 20分 

（平成 26年度九州地区生涯教育講演会の終了後に実施します） 

会場：福大メディカルホール地下・新館多目的室（福岡大学病院内） 

Tutor：        

坪井 義夫（福岡大学医学部 神経内科 教授）  

有村 公良（医療法人三州会 大勝病院 院長） 

 



座長一覧 

 

セッション 時間 演題 氏名 所属 

1 9：00～9：48 1～6 中垣 英明 済生会福岡総合病院 

2 9：48～10：36 7～12 緒方 利安 福岡大学 

3 10：36～11：24 13～18 木村 成志 大分大学 

4 11：24～12：12 19～24 山下 賢 熊本大学 

 12：20～12：50 ランチョンセミナー 

 12：50～13：20 世話人会、昼休み 

5 13：25～14：13 25～30 村井 弘之 九州大学 

6 14：13～15：09 31～37 渡嘉敷 崇 琉球大学 

7 15：09～16：05 38～44 深江 治郎 福岡大学 

8 16：05～17：09 45～52 雪竹 基弘 佐賀中部病院 

 



第 209 回 日本神経学会九州地方会 プログラム 

会場：福岡大学メディカルホール 

セッション 1 (9:00-9:48)     座長：中垣 英明(済生会福岡総合病院) 

 

1. Dabigatran110mgBID療法中に心内血栓が検出され rivaroxaban15mgQD 内服 

へ変更後にその縮小・消失が観察された 1例 

九州医療センター脳血管内科・神経内科             和田 晋一 他 

 

2. 抗凝固薬の中止と変更で改善した脳表ヘモジデリン沈着症の 1例 

済生会熊本病院神経内科          稲富 雄一郎 他 

 

3. TACE療法後に多発性脳塞栓をきたした一例 

佐賀県医療センター好生館 脳神経内科        奈良崎 泰典 他 

 

4. テント部硬膜動静脈瘻により複数回の延髄梗塞をきたした 1例 

飯塚病院 神経内科                      鳥山 敬祐 他 

 

5. 顔面神経麻痺を呈した延髄外側梗塞の 2症例 

佐世保市立総合病院  神経内科                金本 正 他 

 

6. 左 Th8以下の解離性知覚障害のみを呈した延髄外側梗塞の 1例 

嬉野医療センター 神経内科                野中 俊章 他 

 

セッション 2 (9:48-10:36)           座長：緒方 利安 (福岡大学) 

 

7. 脳梗塞を契機に特異な形態変化を観察し得た頸動脈可動性プラークの１例 

鹿児島医療センター脳血管内科         脇田 政之 他 

 

8. 経胸壁心エコーで経時的変化を評価できた左室内血栓による心原性脳塞栓症の

一例 

今村病院分院脳卒中センター神経内科            正ヶ峯 啓太 他 

 



9. 胸腔鏡下左肺上葉切除術後に内頚動脈閉塞を来した 1例 

九州医療センター 脳血管センター脳血管・神経内科         北村 泰佑 他 

 

 

10. 血小板増加が軽度の JAK2 遺伝子変異陽性本態性血小板血症に合併した脳梗

塞の一例 

聖マリア病院脳血管内科 神経内科                 中西 泰之 他 

 

11. 家族性 ATⅢ欠乏症に伴う脳静脈洞血栓症の一例 

大分大学医学部神経内科学講座                     藤岡 秀康 他 

 

12. 全身性ミオクローヌスを呈し、体性感覚野に病変を認めた右内頚動脈閉塞症の 1

例 

南風病院 神経内科                        糸山 昌宏 他 

 

セッション 3 (10:36-11:24)             座長：木村 成志(大分大学) 

 

13. 両側内頸動脈解離の一例 

厚地脳神経外科病院                    有水 琢朗 他 

 

14. 成人発症の MELAS の脳卒中様発作の多彩な神経症状に L-アルギニン静注療

法が効果を認めた１症例 

浜の町病院 神経内科                松山 友美 他 

 

15. 右視力低下、右下顎神経麻痺で発症した乳癌硬膜転移の 1例 

国立病院機構福岡東医療センター 神経内科    大場 未紀 他 

 

16. 副腎皮質ステロイドに反応し，中枢神経系 T細胞性リンパ腫が疑われた 1例 

産業医科大学 神経内科                野原 聡平 他 

 

17. 開頭脳生検が診断の契機となった遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシス

（Val30Metホモ接合型） 

熊本大学 大学院生命科学研究部 神経内科学分野        野村 隼也 他 

 

 



18. 右側頭部にてんかん性放電を認めた恐怖感を呈する精神発作の一例 

福岡山王病院 脳・神経機能センター              鎌田 崇嗣 他 

 

セッション 4 (11:24-12:12)              座長：山下 賢(熊本大学) 

 

19. Interleaving stimulation 法の導入が有効であったパーキンソン病の 1 例 

長崎川棚医療センター 神経内科          中根 俊成 他 

 

20. 特発性血小板減少性紫斑病の経過中に両側バリスムが出現した 1例 

福岡大学病院 神経内科                  小倉 玄睦 他 

 

21. 特発性発作性運動誘発性舞踏アテトーゼ 5例の検討 

国立病院機構沖縄病院 神経内科                  宮城 哲哉 他 

 

22. 早期 Parkinson病および多系統萎縮症の DAT scan 

聖マリア病院神経内科                        坂本 藍子 他 

 

23. 超長期の銅キレート療法後の鉄沈着が疑われた Wilson病の一剖検例 

国立病院機構大牟田病院神経内科       河野 祐治 他 

 

24. 特発性後天性無汗症(IPSF)と考えた 1例 

        長崎川棚医療センター 神経内科                     前田 泰宏 他 

ランチョンセミナー (12:20-12:50) 

座長:福岡大学医学部神経内科学 教授  坪井 義夫 

『ウェアリング・オフ‐あらためて考える病態と治療‐』 

公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 

神経内科 副部長  齋木 英資  先生 

 

世話人会 (12:50-13:20)                         多目的ホール 



セッション 5 (13:25-14:13)            座長：村井 弘之(九州大学) 

 

25. Neuropsychiatric SLE が疑われた一例 

済生会福岡総合病院 神経内科                     吉村 基 他 

 

26. 中脳異常信号とパーキンソニズムを呈した肝性脳症の一例 

宮崎大学医学部附属病院第三内科         酒井 克也 他 

 

27. 精神症状，脳波異常を呈した抗 Ma2/Ta抗体陽性の脳症の一例 

鹿児島市医師会病院，神経内科          永田 龍世 他 

 

28. 急性意識障害で発症した高齢者の門脈体循環短絡脳症の１例 

福岡市民病院 神経内科                          貞島 祥子 他 

 

29. 亜急性の意識障害、ミオクローヌスを生じ奇形腫関連脳炎やCJDと鑑別を要した

アルコール関連脳症の１例 

佐賀大学神経内科                       中山 賢人 他 

 

30. ファモチジン脳症の 1例 

南風病院 神経内科                     吉田 崇志 他 

 

セッション 6 (14：13～15：09)         座長：渡嘉敷 崇(琉球大学) 

 

31. 脳膿瘍の治療中に発症したメトロニダゾール脳症の 1例 

熊本赤十字病院 神経内科                     松原 崇一朗 他 

 

32. アメーバ髄膜脳炎に対して多剤併用療法が奏功した一症例 

久留米大学病院 神経内科                     入江 研一 他 

 

33. 日本脳炎の画像所見 

済生会熊本病院神経内科              森岡 真美 他 

 

34. 血糖自己測定器(グルテストエブリ®)を用いた髄液糖測定の有用性に関する検討 

小倉記念病院神経内科                  白石 渉 他 



35. 演題取り下げ 

 

 

36. 網膜剥離術後に眼瞼下垂と複視が出現した Lrp4抗体陽性の一症例 

京都博愛会病院神経内科              大井 長和 他 

 

37. Stiff-person syndrome 様の症状を来した汎下垂体前葉機能低下症の一例 

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 7 (15：09～16：05)        座長：深江 治郎 (福岡大学) 

 

38. 頚椎症性神経根症に続発した腕神経叢障害の一例 

ＮＨＯ沖縄病院 神経内科                        吉田 剛 他 

 

39. 多発性単神経障害を契機に診断に至った Buerger病の 1例  

恒心会おぐら病院神経内科                    崎山 佑介 他 

 

40. GalNAc-GD1a 抗体が陽性であった神経痛性筋萎縮症の 1例 

大分大学医学部 神経内科学講座         片山 徹二 他 

 

41. FAP 肝をグラフトとしたドミノ肝移植後に高度のアミロイド沈着を呈した医原性アミ

ロイドーシスの１例 

熊本大学神経内科          井 建一朗 他 

 

42. 免疫異常の介在が疑われた難治性自律神経障害の 1例 

日本赤十字社 長崎原爆病院 神経内科            山田 寛子 他 

 

43. Brown-Séquard 症候群を呈したアトピー性脊髄炎の１例 

国立病院機構熊本再春荘病院 神経内科        長尾 洋一郎 他 

 

44. 視神経脊髄炎に自己免疫性自律神経障害を併発した一症例 

鹿児島大学病院 神経内科                      武井 潤 他 

 

 

 



セッション 8 (16：05～17：09)       座長：雪竹 基弘 (佐賀中部病院) 

 

45. 初発から 14 年後の再発を契機に抗 AQP4 抗体陽性が判明した NMO spectrum 

disorder（NMOSD）の 1例 

長崎大脳神経内科                             島 智秋 他 

 

46. 両側核間性眼筋麻痺を呈した抗アクアポリン４抗体陽性の一例 

JCHO諫早総合病院神経内科         上野 未貴 他 

 

47. 右 Bell麻痺と診断され、治療経過中に Heerfordt症候群を呈したサルコイドーシ 

スの 1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 

 

48. 頭痛で発症し、10 ヶ月後に眼瞼下垂、複視を呈した Tolosa-Hunt症候群の 1例 

福岡記念病院神経内科                       田代 典章 他 

 

49. 脳生検にて診断し得た脳アミロイドアンギオパチー関連血管炎の一例 

大分県立病院 神経内科                     兒玉 憲人 他 

 

50. 慢性リンパ性白血病の中枢神経浸潤との鑑別を要した中枢神経限局性血管炎

（PACNS）の一例 

琉球大学医学部附属病院第３内科                波平 幸裕 他 

 

51. 妊娠中にリウマチ性多発筋痛症様の症状をきたした一例 

福岡大学神経内科                         波戸崎 萌奈美 他 

 

52. 新規の GNE 遺伝子変異が明らかになった緩徐進行性の縁取り空胞を伴う遠位

型ミオパチー(Distal Myopathy with Rimmed Vacuoles; DMRV)の一例 

        九州大学大学院医学研究院神経内科学               向野 隆彦 他 

 

 
 
 
 

 

 


