
第 220回日本神経学会 

九州地方会プログラム・抄録集 

 

日   時 ： 平成 29 年 12 月 16 日（土） 8：30～15：54 

受付開始 ： 8：30～   

会   場 ： 琉球大学医学部 臨床講義棟 2 階 大講義室 

当   番 ： 琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学    大屋 祐輔 

会   費 ： 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  アプリケーション：Power Point 2007 以降   

4. 対 応 メデ ィ ア  ： USB メモリーのみ 

5. フ ァ イ ル 名  ： 演題番号-演者名.ｐｐｔx（例：57-琉球太郎.pptx）  としてください 

6. ビ デ オ  ： Power Point 内の動画のみとします 

7. 抄  録  ： 神経学会の所定の用紙に記入の上、スライド受付時に 

必ず提出してください。 
 

((注))  発表者の方は、遅くとも発表の 30 分前までにメディアを提出してください。 

 

世話人会はランチョンセミナー終了後、12：30 より臨床講義棟 1 階 小講義室にて 

開催致します。 

 

ランチョンセミナーのご案内 

日 時 ： 平成 29 年 12 月 16 日（土）  12：00～12：30 

場 所 ： 琉球大学医学部  臨床講義棟 2 階 大講義室 

座 長 ： 国立病院機構 沖縄病院 神経内科部長 渡嘉敷 崇 先生 

講 演 ： 「てんかん診療 up-to-date」 

       福岡山王病院 てんかん・すいみんセンター長/ 

       国際医療福祉大学 教授 重藤 寛史 先生 

共 催 ： 第 220 回日本神経学会九州地方会 

       第一三共株式会社 



会場へは、病院側入口 (タクシー乗り場近く）
『病院夜間入口』より院内を通り、案内板を
ご確認下さい。

会場：臨床講義棟２F大講義室

医学部側入口

病院側入口

夜間入口

タクシー乗り場

会場へのご案内
－　琉球大学医学部　臨床講義棟　２F　－



座長一覧 

 

セッション 時間 演題番号 氏名 所属 

1 9：00～9：48 1～6 湧川佳幸 永冨脳神経外科病院 

2 9：48～10：36 7～12 崎間洋邦 琉球大学 

3 10：36～11：16 13～17 山下 賢 熊本大学 

4 11：16～11：56 18～22 木村成志 大分大学 

 12：00～12：30  ランチョンセミナー 

 12：30～13：30  世話人会 

5 13：30～14：18 23～28 望月仁志 宮崎大学 

6 14：18～15：06 29～34 山崎 亮 九州大学 

7 15：06～15：54 35～40 遠藤一博 北中城若松病院 

 



 

セッション 1 （9：00～9：48）          湧川佳幸（永冨脳神経外科病院） 

 

1． 脳梗塞を発症した乳頭状線維弾性腫の 1例 

九州医療センター脳血管センター  脳血管・神経内科 坂田いつか 
 

2． 経食道心エコー検査で二重心房中隔を診断し得た多発脳梗塞の一例 

国立病院機構九州医療センター 臨床研究センター 脳血管センター 脳血管・神経内科 大坪巧育 
 

3． VEGF阻害薬の硝子体内注射後に発症した脳塞栓症の１例 

済生会熊本病院 神経内科 水谷浩徳 
 

4． 頸部血管超音波検査で判明した Bow hunter 症候群の 1例 

今村総合病院 神経内科 下田祐郁 
 

5． 可逆性拡散強調画像高信号病変を呈した脳梗塞の 1例 

福岡市民病院 神経内科 稲水 佐江子 
 

6． 内頸動脈の解離性動脈瘤による外転神経麻痺の 1例 

熊本大学大学院生命科学研究部 神経内科学 白濱 諒 
 

 

セッション 2 （9：48～10：36）         崎間洋邦（琉球大学） 

 

7． MRI-T２*強調画像の脳静脈拡張像を契機に早期診断に至った横静脈洞血栓症の 1症例 

社会医療法人財団白十字会白十字病院 臨床研修センター 阿部千恵 
 

8． 鑑別診断に苦慮し脳静脈洞血栓症と考えられた一例 

聖マリア病院 脳血管内科 岡本 彩 
 

9． ラクナ梗塞の加療中, アミロイドアンギオパチーによる皮質下出血を発症した 1例 

済生会福岡総合病院 神経内科 高下純平 
 

10． 続発性血管炎による脳梗塞を呈した結核性髄膜炎の一例 

福岡赤十字病院 脳神経内科 北村泰佑 
 

11． 肺炎球菌性髄膜炎後、遅発性に脳血管炎を発症した 1例 

長崎大学病院 脳神経内科 中岡 賢治朗 
 

12． 認知障害を契機に診断に至った無セルロプラスミン血症の 1例 

南風病院 神経内科 梅原藤雄 
 

 

 



 

セッション 3 （10：36～11：16）           山下 賢（熊本大学） 

 

13． 運動性失語と右上下肢のミオクローヌスにて発症した Gerstmann‐Sträussler‐

Scheinker 病（GSS）の１例 

産業医科大学 神経内科 平野晋資 
 

14． 長期経過をたどったDCTN1 F52L変異を伴う Perry症候群の一例の臨床・病理報告 

国立病院機構大牟田病院 神経内科 笹ケ迫 直一 
 

15． ミトコンドリア異常を伴い GARS遺伝子変異が確認された脊髄性筋萎縮症の 1例 

鹿児島大学病院 神経内科 穂原貴裕 
 

16． 認知機能障害、小脳性運動失調、網膜色素変性症を来し mtDNA 解析にて tRNA 遺伝子

新規変異(5547_5548insT)を認めた一例 

大分大学医学部附属病院 神経内科 堀 大滋 
 

17． 視神経炎を契機に診断に至った脳腱黄色腫の 1例 

宮崎大学医学部 内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野 久冨木 冠 
 

 

セッション 4 （11：16～11：56）             木村成志（大分大学） 

 

18． 抗精神病薬内服による眼球上転発作をきたした 1例 

福岡青洲会病院 脳神経内科 松瀬 大 
 

19． 網膜格子状変性症のレーザー光凝固療法後に Adie 瞳孔と対光・近見反射解離を認めた一

症例 

京都博愛会病院 神経内科 大井長和 
 

20． 嚥下性失神を合併した Parkinson 病の 1例 

伊万里有田共立病院 神経内科 末次南月 
 

21． 興味ある経過を示した慢性硬膜下血腫合併脳脊髄液減少症の 1 例  

日本赤十字社長崎原爆病院 内科 伊藤尚子 
 

22． NSAIDｓの関与が示唆された好酸球性髄膜炎の一例 

琉球大学医学部附属病院 第三内科 山田義貴 

 

 

 

 



 

ランチョンセミナー（12：00～12：30） 

 

「てんかん診療 up-to-date」 

 

福岡山王病院 てんかん・すいみんセンター長/ 

国際医療福祉大学 教授 重藤 寛史 先生 

 

 

 

世話人会・昼食（12：30～13：30） 

 

 

 

 

セッション 5（13：30～14：18）             望月仁志（宮崎大学） 

 

23． Tumefactive demyelinating lesion を呈した MOG 抗体関連疾患の 1例 

熊本大学大学院生命科学研究部 神経内科学 長尾洋一郎 
 

24． 痙攣で発症し、遅発性に視神経炎を来した抗 MOG 抗体関連疾患の一例 

国立病院機構別府医療センター 神経内科 永田 諭 
 

25． 高度な自律神経障害を認めた抗 VGKC複合体抗体関連辺縁系脳炎の 1例 

九州大学大学院医学研究院 神経内科学 馬場俊和 
 

26． 妊娠により症状の増悪を繰り返した抗 MUSK 抗体陽性の重症筋無力症の１例 

福岡大学 神経内科 井上賢一 
 

27． 免疫吸着療法が著効した抗グリアジン抗体陽性小脳失調症の一例 

今給黎総合病院 神経内科 小田健太郎 
 

28． 抗ミトコンドリア M2抗体陽性であった好酸球性筋炎の 1例 

鹿児島大学病院 神経内科 谷口雄大 
 

 

 

 

 

 



 

セッション 6 （14：18～15：06）             山崎 亮（九州大学） 

 

29． 亜急性の末梢神経障害と辺縁系脳炎を呈した抗 PNMA2 抗体陽性の傍腫瘍性神経症候群

の 1例 

鹿児島市医師会病院 神経内科 武井 藍 
 

30． 抗 Lrp-4 抗体 ,抗 VGCC 抗体 ,抗 Amphiphysin 抗体陽性であった Paraneoplastic 

cerebellar degeneration-Lambert-Eaton myasthenic syndrome(PCD-LEMS)の一例 

大分大学 神経内科 中道淳仁 
 

31． 著明な髄液中蛋白上昇、髄糖低下を認めた二次性中枢神経リンパ腫の一例 

長崎みなとメディカルセンター 脳神経内科 山下 彩 
 

32． Fisher-Guillain-Barre overlap症候群の急性期にくも膜下出血を発症した 1例 

福岡記念病院 脳神経内科 田代典章 
 

33． 15年後に再発した Miller Fisher 症候群の１例 

国立病院機構沖縄病院 神経内科 川合優子 
 

34． 上顎癌術後経過中に封入体筋炎を発症した 1例 

飯塚病院 神経内科 前田教寿 
 

 

セッション 7 （15：06～15：54）           遠藤一博（北中城若松病院） 

 

35． 無菌性髄膜炎に弛緩性対麻痺と神経因性膀胱を合併した一例 

佐世保市総合医療センター 神経内科 福元尚子 
 

36． ステロイド療法で認知機能と活動性アミロイド関連画像異常が改善した一例 

佐賀大学医学部 神経内科 上床希久 
 

37． 単純ヘルペス脳炎後に大脳白質病変が出現した 1例 

伊万里有田共立病院 神経内科 後藤公文 
 

38． 水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)関連脳血管炎及び脊髄炎が急速に進行し剖検にて脊髄に

VZVを確認し得た一例 

九州大学大学院医学研究院 神経内科学 前田泰宏 
 

39． 頭頸部型破傷風の病態：全身型破傷風 3症例との比較検討 

藤元総合病院 神経内科 金子浩之 
 

40． 鼻汁増多が先行する細菌性髄膜炎を繰り返した症例 

鹿児島市立病院 神経内科 川浪優 



経路：那覇バスターミナル～牧志～儀保～本院～長田～
中部商業高校前～琉大北口

●タクシー・乗用車での所要時間

所要時間：那覇バスターミナルより本院まで約 50 分

※モノレール儀保駅からバス（97 番）で約 30 分

●バス（那覇バス）

◆那覇市街より約 25 分
◆沖縄市街より約 20 分

◆那覇空港より約 35 分
◆モノレール首里駅から約 10 分




