第 217 回 日本神経学会九州地方会
第 125 回 日本脳神経外科学会九州支部会
プログラム・抄録集

日時：2017 年 3 月 11 日（土）
受付開始：午前 8 時 00 分
開始時間：午前 8 時 30 分
神経学会
脳神経外科学会
ランチョンセミナー
合同セッション

8 時 30 分〜16 時 50 分
8 時 30 分〜16 時 35 分
12 時 10 分〜12 時 50 分
13 時 20 分〜14 時 00 分

会場：福岡大学医学部 RI 講義棟

坪井
産業医科大学脳神経外科学 西澤

当番：福岡大学神経内科学
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義夫
茂

会場案内
会場： 福岡大学医学部 RI 講義棟（福岡市城南区七隈 7-45-1）

 アクセス
 地下鉄
 天神から・・・七隈線「天神南駅」乗車 「福大前駅」下車
 博多駅・福岡空港から・・・空港線「天神駅」下車

七隈線「天神南駅」乗車

大前駅」下車（約 16 分）改札出て右 2 番出口
 タクシー
 博多駅から約 30 分
 天神から約 25 分
 福岡空港から約 40 分
 西鉄バス
 天神から・・・14 番、114 番、140 番 「福大病院」下車 （約 30 分）
 博多駅から・・・114 番

「福大病院」下車

 車
 前原方面から（内回り）・・・野芥 IC
 空港方面から（外回り）・・・堤 IC
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（約 40 分）

「福

＊患者様用の駐車場が御座いますがなるべく公共交通機関でお越しください

会場配置図

3 月 11 日


日本神経学会九州地方会：A 会場（RI 講義棟 大講堂（3 階）
）



日本脳神経外科学会九州支部会：B 会場（RI 講義棟 中 2 講堂（2 階））



合同セッション：A 会場（RI 講義棟 大講堂（3 階））



日本神経学会九州地方会 世話人会：基礎 2 講堂（2 階）



日本脳神経外科学会九州支部会 理事会：RI 講義棟 中 1 講堂（2 階）



FD 講習会（脳神経外科）
：B 会場（RI 講義棟 中 2 講堂（2 階））

3 月 12 日


生涯教育講演会（神経内科）
：福岡大学メディカルホール（福岡大学病院 新診療棟 1F）



日本神経学会九州支部主催 神経学的ハンズオン：多目的ホール（福大メディカルホー
ル地下)
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連絡事項
＜神経学会＞
1)

講演時間

6分

2)

質疑：

2分

3)

発表形式：

PC、液晶プロジェクタ 1 台（Windows のみ）

4)

メディア： USB メモリーのみ。USB メモリーには演題番号のラベルをつけ、ファイル名は、
演題番号-演者.拡張子（例： A-49-福大太郎.pptx）としてください。

5)

動画：

PowerPoint 内の動画のみとします。

6)

抄録：

神経学会所定の用紙に記入の上、当日のスライド受付時に必ずご提出くださ
い。

（注）発表者は、遅くとも発表の 30 分前には受付して下さい。

＜脳神経外科学会＞
１）

脳神経外科専門医の方は、IC 会員カードでの専門医クレジット登録となります。IC 会
員カードをご持参下さい。IC 会員カードをお持ちでない方は、専門医番号での登録が
可能です。

２）

現在、日本脳神経外科学会が行う学術総会・支部学術集会における発表者は、利益相反
conflict of interest(COI)状態を開示する義務があります。COI 自己登録および発表
スライドにその旨を記載することが必要ですのでご注意ください。（詳細は日本脳神経
外科学会ホームページをご参照下さい。）

３）

講演時間は 6 分（予鈴 5 分）、質疑応答 2 分です。
（例年より短くなっていますのでご注
意ください。）

４）

本支部会終了後に FD 講習会を開催します。詳細は、プログラムをご参照ください。
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プログラム概要

8:30

午前の部

A 会場（RI 大講堂）

B 会場（RI 中 2 講堂）

その他会場

神経学会

脳神経外科学会

理事会・世話人会

開会の辞

8:30

開会の辞

坪井 義夫（福岡大学）

西澤 茂（産業医科大学）

8:35-9:15

8:35-9:07

セッション 1

セッション 1

座長

座長
コメンテーター

山﨑 亮（九州大学）

脳血管障害(1)

9:15-9:55

9:10-9:42

セッション 2

セッション 2

座長

座長
コメンテーター

中根 俊成（熊本大学）

脳血管障害(2)

9:55-10:35

9:45-10:09

セッション 3

セッション 3

座長

座長
コメンテーター

稲富 雄一郎（済生会熊本病院）

青木 孝親（久留米大学）
内田 裕之（鹿児島大学）

脳血管障害(3)

10:35-11:15

10:11-10:35

セッション 4

セッション 4

座長

座長
コメンテーター

末原 雅人（藤元総合病院）

東 登志夫（福岡大学）
出雲 剛（長崎大学）

案田 岳夫（長崎大学）
野中 将（福岡大学）

脳血管障害(4)

増岡 淳（佐賀大学）
篠島 直樹（熊本大学）

11:15-11:55

10:37-11:09

セッション 5

セッション 5 脊髄・感染・外傷

座長

座長

花谷 亮典（鹿児島大学）

コメンテーター

服部 剛典（久留米大学）

渡嘉敷 崇（沖縄病院）

11:12-11:44
セッション 6 小児・水頭症

座長
コメンテーター

内田 晋（大分大学）
佐山 徹郎（九州大学）

12:10-12:50

12:10-12:50

12:10-12:50

ランチョンセミナー1

ランチョンセミナー2

脳神経外科学会

座長
演者

座長
演者

九州支部 理事会

坪井 義夫（福岡大学）
瓦井 俊考（徳島大学）

山本 淳考（産業医科大学）
掛田 伸吾（産業医科大学）

※ 2 階 RI 中 1 講堂
12:55-13:15
神経学会 九州地方会
世話人会
※ 2 階 基礎 2 講堂
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午後の部
A 会場（RI 大講堂）

B 会場（RI 中 2 講堂）

神経学会

脳神経外科学会

13:20-14:00
合同セッション

座長

松岡 秀樹（鹿児島医療センター）
吉本 幸司（九州大学 脳神経外科）

14:10-14:50

14:10-14:50

セッション 6

セッション 7 脳腫瘍(1)

座長

座長
コメンテーター

岡田 和将（産業医科大学）

渡邉 孝（琉球大学）
中野 良昭（産業医科大学）

14:50-15:30

14:53-15:25

セッション 7

セッション 8 脳腫瘍(2)

座長

座長
コメンテーター

緒方 利安（福岡大学）

上原 久生（宮崎大学）
中原 由紀子（佐賀大学）

15:30-16:10

15:28-16:00

セッション 8

セッション 9 脳腫瘍(3)

座長

座長
コメンテーター

木村 成志（大分医科大学）

山本 淳考（産業医科大学）
菅原 健一（琉球大学）

16:10-16:50

16:03-16:35

セッション 9

セッション 10 脳腫瘍(4)

座長

座長
コメンテーター

16:50

雪竹 基弘（佐賀中部病院）

閉会の辞

16:40

坪井 義夫（福岡大学）

矢野 茂敏（熊本大学）
横上 聖貴（宮崎大学）

閉会の辞

西澤 茂（産業医科大学）
17：00-18：00

FD 講習会
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ランチョンセミナーのご案内
ランチョンセミナー１
日時

2017 年 3 月 11 日(土)

12:10〜12:50

場所

福岡大学医学部 RI 講義棟

座長

坪井

義夫（福岡大学神経内科）

演者

瓦井

俊考（徳島大学神経内科）

演題

「遺伝性ジストニア Update」

共催

第 217 回日本神経学会九州地方会

大講堂（A 会場）

グラクソ・スミスクライン株式会社

ランチョンセミナー２
日時

2017 年 3 月 11 日(土)

12:10〜12:50

場所

福岡大学医学部 RI 講義棟

座長

山本

淳考（産業医科大学脳神経外科）

演者

掛田

伸吾（産業医科大学

演題

「頭蓋底領域の MRI 診断：最新技術からピットホールまで」

共催

第 125 回日本脳神経外科学会九州支部会

中 2 講堂（B 会場）

放射線科
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講師）

日本神経学会九州地区 生涯教育講演会のご案内
日時

2017 年 3 月 12 日(日)

場所

福岡大学メディカルホール（福岡大学病院 新診療棟 1F）

会費

4000 円

１．「しびれの臨床と病理

9:30〜13:00

－末梢神経疾患を中心に－」

座長： 谷脇 考恭（久留米大学 呼吸器・神経・膠原病内科部門）
演者： 小池 春樹（名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科）

２．「認知症と糖尿病：最近の話題」
座長： 吉良 潤一（九州大学 神経内科）
演者： 大八木 保政（愛媛大学大学院医学系研究科 老年・神経・総合診療内科学）

３．「地域完結型の脳卒中診療態勢の構築」
座長： 中島 誠（熊本大学 神経内科）
演者： 橋本 洋一郎（熊本市民病院 神経内科・地域医療連携部）

４．「最新の抗てんかん薬治療」
座長： 坪井 義夫（福岡大学 神経内科）
演者： 赤松 直樹（国際医療福祉大学 福岡保健医療学部）

日本神経学会九州支部主催 神経学的ハンズオンのご案内
日時

2017 年 3 月 12 日(日)

14:00〜15:20

場所

多目的ホール（福岡大学病院 新診療棟、福大メディカルホール地下)

会費

3000 円

Tutor： 魚住 武則（産業医科大学 若松病院）
佐藤 聡（長崎北病院 院長）
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プログラム
（神経学会）

神経学会の演題は「A-○」という演題番号です。
合同セッションの抄録は「合同-○」という演題番号です。

8

開会の辞

8:30

坪井 義夫

セッション１
座長

8:35〜9:15
山﨑 亮（九州大学）

A-1 メフロキン投与で症状の改善を認めた白質脳症（possible PML）の 1 例
鹿児島市医師会病院 神経内科
徳永 紘康, 正ヶ峯 啓太, 中川 広人, 園田 健

A-2

意識障害で来院し両側錐体路や脳梁に異常信号を認め、髄糖低下を来した

NMOSD の 1 例
国立病院機構長崎医療センター

¹神経内科, ²腎臓内科

案浦 花奈子¹, 山田 寛子¹, 島 智秋¹, 川﨑 智子², 岩永 洋¹

A-3

脳幹病巣により頭部自律神経症状を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作

(SUNA)を呈した抗 AQP4 抗体陽性視神経脊髄炎の一例
九州大学大学院医学研究院

神経内科学

水野 裕理, 篠田 紘司, 渡邉 充, 山﨑 亮, 吉良 潤一

A-4 肺多型癌合併・抗 NMDA 受容体抗体脳炎の一例
高邦会高木病院 1 神経内科, 2 呼吸器センター, 3 佐賀大学 神経内科
森 法道 1, 遠藤 智代子 1, 松尾 綾子 2, 山本 聡 2, 原 英夫 3

A-5

Fingolimod 内服中に Tumefactive demyelinating lesion を呈した多発性硬

化症の一例
産業医科大学 1 神経内科, 2 脳神経外科, 3 東北大学医学部 神経内科, 4 群馬大学医学部付属病院 病院病理部
小畑 雅子 1, 橋本 智代 1, 岩中 行己男 1, 岡田 和将 1, 鈴木 恒平 2, 高橋 利幸 3, 平戸 純子 4, 足立 弘明 1

セッション２
座長

9:15〜9:55
中根 俊成（熊本大学）

A-6 多彩な高次脳機能障害を認めた脳腱黄色腫症の 1 例
1

熊本大学 神経内科、2 熊本赤十字病院 神経内科

丸目 麻友美 1, 向野 晃弘 1, 山下 賢 1, 和田 邦泰 2, 安東 由喜雄 1

A-7

Levodopa induced dystonia を呈した進行性核上性麻痺の 1 例

福岡大学医学部

1

神経内科, 2 歯科口腔外科

野瀬 可南子 1, 藤岡 伸助 1, 梅本 丈二 2, 津川 潤 1, 三嶋 崇靖 1, 深江 治郎 1, 坪井 義夫 1
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A-8 頚部と右上肢の振戦が中心症状だった神経核内封入体病の一例
1

鹿児島大学病院 神経内科, 2 おぐら病院

児玉 憲人¹, 武井 藍¹, 牧美 充¹, 中村 友紀¹, 橋口 昭大¹, 野妻 智嗣², 髙嶋 博¹

A-9 パーキンソン病に対するデュオドーパ®の有効性や問題点について
産業医科大学若松病院 神経内科
武井 崇展，魚住 武則

A-10 左腰部帯状疱疹後に髄節を異にする多発脊髄病変(ADEM)を示した 32 歳女性
例
聖マリア病院 1 神経内科, 2 放射線科
馬場 健翔 1, 庄司 紘史 1, 出原 眞理加 2, 田中 厚生 2

セッション３

9:55〜10:35
稲富 雄一郎（済生会熊本病院）

座長

A-11 遷延する呼吸障害を伴った大腿骨頸部骨折後の脂肪塞栓症の一例
福岡市民病院 神経内科
徳丸 達也，芥川 宜子，貞島 祥子，中垣 英明，長野 祐久，由村 健夫

A-12

MELAS の脳卒中様症状の改善にレベチラセタムが有効と考えられた 1 例

製鉄記念八幡病院

脳血管・神経内科

坂井 翔建, 木村 俊介, 大屋 祐一郎, 大﨑 正登, 荒川 修治

A-13 急速に血管病変が進行した SLE による脳梗塞の 1 例
福岡大学医学部

神経内科

竹下 翔, 緒方 利安, 青柳 諒, 津川 潤, 坪井 義夫

A14 抗凝固療法下で消失した僧帽弁輪石灰化に付着した可動性構造物由来の脳梗
塞の一例
福岡東医療センター
橋本 剛, 石束 光司, 桑野 幸, 陣内 重郎, 中根 博

A-15 高ホモシステイン血症を伴った若年性静脈血栓症の 1 例
1

国立病院機構熊本医療センター, 2 熊本大学 神経内科

西 晋輔 1, 原 健太朗 1, 平原 智雄 1, 田北 智裕 1, 安東 由喜雄 2

セッション 4
座長
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10:35〜11:15
末原 雅人（藤元総合病院）

A-16 末梢神経障害と脊髄症の合併が考えられた血管内リンパ腫の一例
JCHO 諫早総合病院

1

神経内科，2 内科

西浦 義博 1，平山 拓朗 1，松尾 江美 2，福元 尚子 1，長郷 国彦 1

A-17

2,4-dinitrophenol による末梢神経障害

宮崎大学医学部附属病院 第三内科
伊豆元 心太郎, 谷口 晶俊, 鈴木 あい, 酒井 克也, 外山 晶子, 望月 仁志, 塩見 一剛, 中里 雅光

A-18

CIDP や遺伝性ニューロパチーとの鑑別を要した POEMS 症候群の 2 例

鹿児島大学病院 神経内科
濱田 祐樹, 湯地 美佳, 石戸 秀明, 下田 侑那, 﨑山 佑介, 中村 友紀, 橋口 昭大, 髙嶋 博

A-19 両側高位正中神経障害に免疫グロブリン大量療法が著効した１例
1

藤元総合病院

神経内科

1

2

嶺井第一病院 放射線科

1

武井 潤 , 大窪 隆一 , 末原 雅人 1, 末吉 健志 2

A-20 抗 SRP 抗体、抗 HMGCR 抗体陽性壊死性ミオパチーの 1 例
佐賀大学医学部内科学講座 神経内科
水田 将人, 美奈川 拡, 江里口 誠, 薬師寺 祐介, 原 英夫

セッション 5
座長

11:15〜11：55
渡嘉敷 崇（沖縄病院）

A-21 自殺企図のあるうつ病に電気ショック療法を行ったが昏迷状態となり廃用症
候群に至った症例
八幡大蔵病院
石川和彦

A-22 頚・胸髄の硬膜背側に広範な硬膜肥厚・石灰化を認め、硬膜生検にてピロリン
酸カルシウム沈着症と診断された一例
九州大学大学院医学研究院 神経内科学
前田 泰宏, 向井 達也, 橋本 侑, 眞﨑 勝久, 緒方 英紀, 松下 拓也, 山口 浩雄, 山下 謙一郎,
山﨑 亮, 吉良 潤一

A-23

Suspected lamotrigine - induced dropped head syndrome.

長崎川棚医療センター

神経内科・臨床研究部

前田 泰宏, 成田 智子, 松屋 合歓, 権藤 雄一郎, 福留 隆泰, 松尾 秀徳

A-24 長期的に画像の変化をフォローし得たメトロニダゾール誘発性脳症の一例
飯塚病院 神経内科
立石 貴久，岡留 敏樹，吉村 基，横山 淳，中村 憲道，高瀬 敬一郎

11

A-25 手掌頤反射の臨床的意義の検討
1

高知大学 神経内科，2NHO 大牟田病院・神内

宮本 由賀 1, 古島 朋美 1, 森田 ゆかり 1, 古田 興之介 1, 大崎 康史 1, 古谷 博和 1, 藤井 直樹 2

ランチョンセミナー１
座長

12:10〜12:50
坪井 義夫（福岡大学）

演者：瓦井 俊考（徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床神経科学 講師）
演題：
「遺伝性ジストニア Update」

＊世話人会（福岡大学医学部研究棟

合同セッション
座長

合同-1

基礎 2 講堂）

12:55〜13:15

13:20〜14:00
神経内科 松岡 秀樹（鹿児島医療センター）
脳神経外科 吉本 幸司（九州大学）

Current steering DBS が有用であった難治性パーキンソン病振戦の１例

医療法人相生会 福岡みらい病院 機能神経外科
宮城靖

合同-2 繰り返す脳塞栓症の塞栓源となった腕頭動脈の狭窄症に対してステント留
置術を施行した 1 例
1

熊本赤十字病院 神経内科, 2 熊本大学大学院生命科学研究部 神経内科学分野

長尾 洋一郎 1, 進藤 誠悟 1, 波止 聡司 1, 和田 邦泰 1, 寺崎 修司 1, 安東 由喜雄 2

合同-3 頸部血管エコーで診断しえた頭蓋外椎骨動脈解離の 1 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
柴田 曜，中西 泰之，高口 剛，中村 麻子，後藤 聖司，桑城 貴弘，矢坂 正弘，岡田 靖

合同-4 バクロフェン髄腔内投与が有効であった右下肢ミオクローヌスの1例
福岡山王病院 脳・神経機能センター
桑原 和久, 大原 信司, 河井 伸一, 松島 俊夫, 茶谷 裕, 重藤 寛史
12

合同-5 ジストニアにて発症した基底核部胚細胞腫瘍の1例
熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野
舎川 健史, 黒田 順一郎, 中村 英夫, 中川 隆志, 山田 和慶, 矢野 茂敏

セッション6
座長

14：10〜14：50
岡田 和将（産業医科大学）

A-26 来院時、悪性症候群の症状を呈した抗 NMDA 受容体脳炎の一例
佐世保市総合医療センター 神経内科
溝田 貴光，奥野 大輔，種岡 飛翔，宮﨑 禎一郎，藤本 武士

A-27 腫大した脳梁病変と大脳脚病変を認めた MOG 抗体陽性視神経脊髄炎関連疾患
の一例
長崎大学病院 1 脳神経内科, 2 病理部, 3 新潟大学脳研究所 細胞神経生理分野
上野 未貴 1, 野中 俊章 1, 長岡 篤志 1, 吉村 俊祐 1, 白石 裕一 1, 安倍 邦子 2, 田中 惠子 3, 辻野

彰1

A-28 初期眼球運動障害を経時的に記録し得た Fisher 症候群の１例
1

国立病院機構宮崎東病院神経内科，1 宮崎県立宮崎病院 神経内科，3 宮崎大学医学部 内科学講座神経呼吸内

分泌代謝学分野
髙妻 美由貴 1, 原 善根 2, 塩屋 敬一 1, 斉田 和子 1, 杉本 精一郎 1, 外山 晶子 3, 鈴木 あい 1, 酒井 克也
1
, 谷口 晶俊 3, 望月 仁志 3, 塩見 一剛 3, 中里 雅光 3

A-29 統合失調症との鑑別が困難であった卵巣腫瘍合併抗 NMDA 受容体抗体脳炎
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

1

脳血管神経内科, 2 精神神経科, 3 婦

人科
横井 美央 1, 植木 香奈 1, 中村 麻子 1, 中西 泰之 1, 高口 剛 1, 後藤 聖司 1, 桑城 貴弘 1, 和佐野 聡一郎
2
, 濱崎 洋一郎 3, 矢坂 正弘 1, 岡田 靖 1

A-30 超皮質性感覚失語から左中大脳動脈狭窄が発覚した神経ベーチェット病の 1
例
1

大分県立病院 神経内科, 2 大分大学病院 神経内科

谷口 雄大 1, 岡田 敬史 1, 石橋 正人 1, 木村 成志 2, 法化図 陽一 1

セッション 7
座長
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14:50〜15:30
緒方 利安（福岡大学）

A-31

Tolosa-Hunt 症候群類似のステロイド反応性を示した Septic cavernous

sinus thrombosis の 1 例
川内市医師会立市民病院 神経内科
髙田 良治，泊 晋哉，森山 宏遠

A-32 早期肺腺癌が発症に関与したと考えられた脳梗塞の 1 例
琉球大学医学部附属病院 第三内科
谷川 健祐，國場 和仁，崎間 洋邦，波平 幸裕，城間 加奈子，石原 聡，大屋 祐輔

A-33 短期間に繰り返し出現する脳梗塞様病変を契機に成人 T 細胞白血病
(ATL)の診断に至った 1 例．
長崎医療センター 1 神経内科, 2 皮膚科, 3 血液内科, 4 病理診断科
島 智秋 1, 山田 寛子 1, 三根 義和 2, 牧山 純也 3, 吉田 真一郎 3, 黒濱 大和 4, 伊東 正博 4, 岩永 洋 1

A-34 潰瘍性大腸炎，好酸球増多症を伴った多発性脳梗塞の一例
鹿児島医療センター脳血管内科
永田 真子, 脇田 政之, 濵田 祐樹, 武井 藍, 宮下 史生, 松岡 秀樹

A-35
1

難治性皮下膿瘍､脳膿瘍を呈した播種性ノカルジア症の一例

社会法人恒心会おぐら病院 神経内科, 2 鹿児島大学病院血液膠原病内科

大山 徹也 1, 野妻 智嗣 1, 中原 啓一 1, 有馬 直佑 2

セッション 8
座長
A-36

15:30〜16:10
木村 成志（大分医科大学）

STN-DBS 長期経過後に再調整を要したパーキンソン病の１例

医療法人相生会 福岡みらい病院 機能神経外科
宮城 靖

A-37

FTLD 様の臨床画像所見を呈した AD の 1 例

大分大学医学部附属病院 神経内科
森島 さくら, 堀 大滋, 花岡 拓哉

A-38 パーキンソン病における嚥下障害の特徴
ちゅうざん病院
末永 正機

A-39

MRI で馬尾が造影された筋萎縮性側索硬化症の 1 例

日赤長崎原爆病院 神経内科
冨田 祐輝, 濵崎 真二, 木下 郁夫
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A-40 特異な画像所見を呈した神経核内封入体病の一例
大分大学 神経内科
片山 徹二, 花岡 拓哉, 佐藤 龍一, 佐々木 雄基, 堀大 滋, 仲田 崇, 麻生 泰弘, 軸丸 美香, 木村 成志,
松原 悦朗

セッション 9
座長

16:10〜16:50
雪竹 基弘（佐賀中部病院）

A-41 左ヘミコレアを認めた一症例
1

京都博愛会病院 神経内科, 2 北村クリニック

大井 長和 1, 林 紗葵 1, 北村 和也 2

A-42 皮質，線条体に SPECT 上高集積を認めた，高血糖に伴う部分けいれん発作の
1例
1

済生会熊本病院 神経内科，2 熊本大学 神経内科学

神宮 隆臣 1, 原 健太朗 1，井 建一朗 1, 永沼 雅基 1, 池野 幸一 1, 稲富 雄一郎 1, 米原 敏郎 1, 安東 由喜
雄2

A-43 てんかんに合併した Reversible cerebral vasoconstriction syndrome
(RCVS)の一例
潤和会記念病院 1 神経内科, 2 放射線科, 川南病院 3 内科, 4 放射線科
酒井 克也 1, 杉本 晶子 1, 中尾 紘一 1, 矢澤 省吾 1, 鶴田 和仁 1, 鈴木 由紀子 2, 山中 聡 3, 田村 正三 4

A-44 過眠症で発症した中枢神経原発悪性リンパ腫の 1 例
1

熊本大学 神経内科，2 熊本総合病院 神経内科，3 熊本大学 脳神経外科，4 秋田大学 精神科

水谷 浩徳 1, 増田 曜章 1, 森 麗 2, 小阪 崇幸 1, 植田 光晴 1, 舎川 健史 3, 篠島 直樹 3, 神林 崇 4, 安東 由
喜雄 1

A-45 サイトメガロウイルス（CMV）による脳幹脳炎を呈した Good 症候群の１例
1

済生会福岡総合病院神経内科・脳血管内科，2 まち神経内科クリニック

田中 恵理 1, 水田 滋久 1, 高下 純平 1, 岩田 智則 1, 川尻 真和 1, 山田 猛 1, 町 ミチ 2

閉会の辞

16:50

坪井 義夫

15

プログラム
（脳神経外科学会）

脳神経外科学会の演題は「B-○」という演題番号です。
合同セッションの抄録は「合同-○」という演題番号です。
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開会の辞

8:30

セッション１

B-1

西澤

脳血管障害(1)

茂

8:35〜9:07
座長 東 登志夫（福岡大学）
コメンテーター 出雲 剛（長崎大学）

Assisted ballon を用いて動脈瘤頸部を一時遮断し clipping 術を行った IC

anterior wall raptured AN の 1 例
久留米大学 脳神経外科
伊東 夏子, 坂本 六大, 竹重 暢之, 青木 孝親, 森岡 基浩

B-2
1

STA-MCA bypass を併用してトラッピングした遠位部中大脳動脈瘤の 1 例

池友会福岡和白病院 脳神経外科, 2 新武雄病院 脳神経外科

谷口 俊介 1, 一ノ瀬 誠 2, 原田 啓 1, 肥後 尚樹 1, 梶原 真仁 1, 福山 幸三

B-3

1

術中診断された多発性脳動脈瘤 3 例の検討

新武雄病院 脳神経外科
一ノ瀬 誠, 吉田 卓史, 大中 洋平

B-4

Accessory anterior cerebral artery に発生した外傷性仮性動脈瘤の 1 例

佐賀県医療センター好生館 脳神経外科
古川 隆, 溝上 泰一朗, 高松 裕一郎, 松本 健一, 坂田 修治

セッション２

脳血管障害(2)
座長
コメンテーター

9:10〜9:42
青木 孝親（久留米大学）
内田 裕之（鹿児島大学）

B-5 顔面静脈経由に Distal Access Catheter を海綿静脈洞内へ留置し、治
療した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の１例
小倉記念病院脳卒中センター 脳神経外科
千原 英夫, 波多野 武人, 定政 信猛, 甲斐 康稔, 坂 真人, 安藤 充重, 瀧田 亘, 徳永 敬介, 永田 泉

B-6 くも膜下出血で発症した頭蓋頚椎移行部の硬膜動静脈瘻の 1 例
1

静便堂白石共立病院 脳神経外科, 2 公立八女総合病院 脳神経外科, 3 静便堂白石共立病院 放射線科, 4 伊万

里有田共立病院 脳神経外科, 5 福岡大学医学部 放射線医学教室
永瀬 聡士 1, 本田 英一郎 1, 宮原 孝寛 2, 松本 幸一 3, 石場 領 3, 田中 達也 4, 桃崎 宣明 4,高野 浩一 5
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B-7 乳突孔内にシャントを有する intraosseous DAVF の一例
1

福岡大学 脳神経外科, 2 福岡大学 救命医学講座

松田 浩大 1, 高原 正樹 1, 竹本 光一郎 1, 岩朝 光利 2, 東 登志夫 1, 井上 亨

1

B-8 急性硬膜下血腫を伴う脳出血で発症した海綿静脈洞硬膜動静脈瘻の一例
1

長崎みなとメディカルセンター 脳神経外科, 2 長崎大学医学部 脳神経外科

伊木 勇輔 1, 山口 将 1, 堀江 信貴 2, 陶山 一彦

セッション 3

1

脳血管障害(3)

9:45〜10:09
座長 案田 岳夫（長崎大学）
コメンテーター 野中 将（福岡大学）

B-9 ガンマナイフ治療後特異な経過を認めた脳動静脈奇形の１例
1

済生会八幡総合病院 脳神経外科センター, 2 済生会八幡総合病院 病理診断科, 3 久留米大学医学部 脳神経

外科
大久 保卓 1, 吉武 秀展 1, 岡田 洋介 1, 駒谷 英基 1, 岡本 右滋 1, 原武 譲二 2, 森岡 基浩

3

B-10 初回出血から 10 年間で 2 回の再発を繰り返した小児 AVM の 1 手術例
沖縄県立中部病院 脳神経外科
矢野 昭正, 大森 貴宏, 石川 泰成, 仲宗 根進

B-11 頸動脈剥離術後に kink and accordion effect を来した一例
1

伊万里有田共立病院 脳神経外科, 2 静便堂白石共立病院 脳神経外科, 3 久留米大学医学部 脳神経外科

田中 達也 1, 桃崎 宣明 1, 本田 英一郎 2, 廣畑 優

セッション 4

B-12

脳血管障害(4)

3

10:11〜10:35
座長 増岡 淳（佐賀大学）
コメンテーター 篠島 直樹（熊本大学）

DOAC 服用患者の増大する脳内出血に対して神経内視鏡下血腫除去術を行っ

た1例
1

福岡大学病院 救命救急センター, 2 福岡大学病院 脳神経外科

神崎 由起 1, 三木 浩一 2, 竹本 光一郎 2, 松本 徳彦 1, 左村 和宏 1, 野中 将 2, 安部 洋 2,岩朝 光利 1,
石倉 宏恭 1, 井上 亨 2

B-13

新生破裂動脈瘤による頭蓋内出血を来した Twig-like network を伴う中大

脳動脈主幹部 (M1) 形成不全の 1 例
1

長崎医療センター 脳神経外科初期研修医, 2 長崎医療センター 脳神経外科

酒井 洸典 1, 日宇 健 2, 佐藤 慧 2, 本田 和也 2, 福田 雄高 2, 小野 智憲 2, 牛島 隆二郎 2,戸田 啓介 2,
堤 圭介 2
18

B-14 椎骨動脈解離の精査で発見された上行咽頭動脈頚静脈孔枝から起始す
る後下小脳動脈の１例
1

済生会唐津病院 脳神経外科, 2 福岡大学医学部 脳神経外科

藤原 史明 1, 勝田 俊郎 1, 井上 亨

セッション 5

2

脊髄・感染・外傷
座長
コメンテーター

B-15
1

10:37〜11:09
花谷 亮典（鹿児島大学）
服部 剛典（久留米大学）

dorsal arachnoid web の画像診断

大分大学医学部 脳神経外科, 2 大分大学医学部附属病院

内田 晋 1, 川﨑 ゆかり 1, 札場 博貴 1, 豊国 公子 1, 大西 晃平 1, 森重 真毅 1, 松田 浩幸 1,下村 剛 2,
藤木 稔 1

B-16
1

高齢者に生じた Pott's puffy tumor の一例

北九州総合病院 脳神経外科, 2 北九州総合病院 耳鼻咽喉科

出井 勝 1, 高松 聖史郎 1, 外尾 要 1, 呉島 誠 1, 野上 健一郎 1, 上田 成久

B-17
1

2

Exoscope を用いた隔壁を有する慢性硬膜下血腫手術の初期使用経験

長崎大学 初期臨床研修医, 2 長崎大学医学部 脳神経外科

高平 良太郎 1, 出雲 剛 2, 藤本 隆史 2, 諸藤 陽一 2, 松尾 孝之

B-18

2

重症低体温症を合併した慢性硬膜下血腫

産業医科大学 脳神経外科
宮地 裕士, 近藤 弘久, 梅村 武部, 山本 淳考, 高橋 麻由, 中野 良昭, 植田 邦裕, 鈴木 恒平, 長坂昌
平, 西澤 茂

セッション 6

小児・水頭症

11:12〜11:44
座長 内田 晋（大分大学）
コメンテーター 佐山 徹郎（九州大学）

B-19 片側巨脳症を伴う難治性てんかんに対する外科治療
1

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 脳神経外科, 2 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 小児科, 3 藤元総合

病院 脳神経外科
細山 浩史 1, 花谷 亮典 1, 樫田 祐美 1, 丸山 慎介 2, 大坪 俊昭 3, 有田 和徳

1

B-20 両側外転神経麻痺を来した脳室腹腔シャント機能不全の一例
佐世保市総合医療センター
林之 茂, 松永 裕希, 林 健太郎, 白川 靖, 岩永 充人

B-21

LP シャント術が著効した突発性頭蓋内圧亢進症の１例
19

1

九州大学大学院医学研究院 脳神経外科, 2 九州大学大学院医学研究院 小児科

春山 裕典 1, 山上 敬太郎 1, 空閑 太亮 1, 鳥尾 倫子 2, 赤木 洋二郎 1, 迎 伸孝 1, 西村 中 1,有村 公一 1,
橋口 公章 1, 吉本 幸司 1, 佐山 徹郎 1, 飯原 弘二 1

B-22

iNPH 症状で発症した晩発性膜性閉塞症（LAMO:Late-onset aquaductal

menbranous ococculusion）
1

の1例

佐賀大学医学部 脳神経外科, 2 佐賀大学医学部 神経内科, 3 小柳記念病院 脳神経外科

下川 尚子 1, 福地 絢子 1, 吉川 正章 2, 江橋 諒 1, 劉 軒 1, 高口 素史 1, 吉岡 史隆 3, 緒方 敦之 1, 井上
浩平 1, 中原 由紀子 1, 高瀬 幸徳 1, 増岡 淳 1, 原 英夫 2, 阿部 竜也 1

ランチョンセミナー２
座長
演者：
演題：

掛田 伸吾 （産業医科大学 放射線科 講師）
「頭蓋底領域の MRI 診断：最新技術からピットホールまで」

＊理事会（福岡大学医学部 RI 講義棟

合同セッション
座長

合同-1

12:10〜12:50
山本 淳考（産業医科大学）

中 1 講堂）

12:10〜12:50

13:20〜14:00
神経内科 松岡 秀樹（鹿児島医療センター）
脳神経外科 吉本 幸司（九州大学）

Current steering DBS が有用であった難治性パーキンソン病振戦の１例

医療法人相生会 福岡みらい病院 機能神経外科
宮城 靖

合同-2 繰り返す脳塞栓症の塞栓源となった腕頭動脈の狭窄症に対してステント留
置術を施行した 1 例
熊本赤十字病院 神経内科 1, 熊本大学大学院生命科学研究部 神経内科学分野 2
長尾 洋一郎 1, 進藤 誠悟 1, 波止 聡司 1, 和田 邦泰 1, 寺崎 修司 1, 安東 由喜雄 2

合同-3 頸部血管エコーで診断しえた頭蓋外椎骨動脈解離の 1 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

柴田 曜，中西 泰之，高口 剛，中村 麻子，後藤 聖司，桑城 貴弘，矢坂 正弘，岡田 靖

合同-4 バクロフェン髄腔内投与が有効であった右下肢ミオクローヌスの1例
20

福岡山王病院 脳・神経機能センター
桑原 和久, 大原 信司, 河井 伸一, 松島 俊夫, 茶谷 裕, 重藤 寛史

合同-5 ジストニアにて発症した基底核部胚細胞腫瘍の1例
熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学分野
舎川 健史, 黒田 順一郎, 中村 英夫, 中川 隆志, 山田 和慶, 矢野 茂敏

セッション 7

脳腫瘍(1)

14:10〜14:50
座長 渡邉 孝（琉球大学）
コメンテーター 中野 良昭（産業医科大学）

B-23 延髄背側に発生した yolk sac tumor の一例
1

福岡大学医学部 脳神経外科, 2 福岡大学医学部 病理部

入江 由希乃 1, 小林 広昌 1, 榎本 年孝 2, 武村 有祐 1, 安部 洋 1, 鍋島 一樹 1, 井上 亨

1

B-24 中枢神経原発悪性リンパ腫（Intermediate DLBCL/BL)の一例
宮崎大学医学部臨床神経科学講座 脳神経外科学分野
山下 真治, 横山 貴裕, 牟田 淳一郎, 齋藤 清貴, 松元 文孝, 新甫 武也, 武石 剛, 山崎 浩司, 横上 聖
貴, 上原 久生, 竹島 秀雄

B-25 頸髄硬膜内髄外に発生した Multiple Meningeal Melanocytoma の一例
1

久留米大学医学部 脳神経外科, 2 久留米大学医学部 病理学講座

牧園 剛大 1, 音琴 哲也 1, 服部 剛典 1, 三好 淳子 2, 小牧 哲 2, 山本 真文 1, 中島 慎治 1,宮城 尚久 1,
杉田 保雄 2, 森岡 基浩 1

B-26

Epidermoid と類似した画像所見を呈した ecchordosis physaliphora

の一例
1

九州大学大学院医学研究院脳神経外科, 2 九州大学大学院医学研究院基礎医学部門病態制御学講座

三木 健嗣 1, 西村 中 1, 鈴木 諭 2, 赤木 洋二郎 1, 迎 伸孝 1, 有村 公一 1, 空閑 太亮 1, 橋口 公章 1, 吉
本 幸司 1, 佐山 徹郎 1, 飯原 弘二 1

B-27 てんかん発作で発症したテント上 endodermal cyst の一例
1

福岡市民病院 脳神経外科, 2 福岡大学医学部 病理学講座, 3 福岡大学医学部 脳神経外科
高木 友博 1, 榎本 年孝 2, 福島 浩 1, 吉野 慎一郎 1, 平川 勝之 1, 鍋島 一樹 2, 井上 亨

セッション 8

脳腫瘍(2)

3

14:53〜15:25
座長 上原 久生（宮崎大学）
コメンテーター 中原 由紀子（佐賀大学）

B-28 巨大嚢胞性変化を伴う成人膠肉腫
21

産業医科大学 脳神経外科
長坂 昌平, 鈴木 恒平, 山本 淳考, 高橋 麻由, 中野 良昭, 植田 邦裕, 梅村 武部, 近藤 弘久, 宮地 裕
士, 西澤 茂

B-29 発症時
1

高血圧性脳出血と診断された膠芽腫の一例

地方独立行政法人大牟田市立病院 脳神経外科, 2 医療法人高邦会高木病院 脳神経外科, 3 地方独立行政法人

大牟田市立病院 病理診断科, 4 久留米大学医学部 脳神経外科
江藤 朋子 1, 藤森 香奈 2, 西島 至令 1, 山下 伸 1, 倉本 晃一 1, 島松 一秀 3, 森岡 基浩

4

B-30 当院における悪性神経膠腫に対する光線力学療法
琉球大学医学部 脳神経外科
小林 繁貴, 菅原 健一, 金城 雄生, 外間 洋平, 宮城 智央, 渡邉 孝, 石内 勝吾

B-31 視床・視床下部から発生したと考えられる atypical teratoid/rhabdoid
tumor (AT/RT)の一例
1

熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学分野, 2 熊本大学医学部附属病院 脳神経外科・機能神経外科

先端医療寄附講座, 3 熊本大学医学部附属病院 病理診断科, 4 群馬大学大学院医学系研究科 病態病理学分野, 5
宮崎大学医学部生殖発達医学講座 小児科学分野, 6 宮崎大学医学部臨床神経科学講座 脳神経外科学分野,

7

熊本大学附属病院 小児科学分野
天達 俊博 1, 篠島 直樹 2, 三上 芳喜 3, 横尾 英明 4, 盛武 浩 5, 竹島 秀雄 6, 阿南 正 7, 矢野 茂敏

セッション 9

脳腫瘍(3)

1

15:28〜16:00
座長 山本 淳考（産業医科大学）
コメンテーター 菅原 健一（琉球大学）

B-32 傍矢状静脈洞髄膜腫に対する塞栓術で良好な腫瘍縮小を認めた 1 例
佐賀大学医学部 脳神経外科
岩下 英紀, 高瀬 幸徳, 緒方 敦之, 江橋 諒, 増岡 淳, 下川 尚子, 中原 由紀子, 井上 浩平, 高口 素史,
劉 軒, 上床 希久, 阿部 竜也

B-33 内耳道内に進展を伴った Crebello-pontine Angle Hemangioblastoma
宮崎大学医学部臨床神経科学講座 脳神経外科学分野
新甫 武也, 山崎 浩司, 山下 真治, 上原 久夫, 横上 聖貴, 松元 文孝, 横山 貴裕, 竹島 秀雄

B-34 頭蓋外に進展した前頭蓋底嗅神経芽腫に対して経頭蓋および経鼻内視鏡アプ
ローチが有効であった一例
1

新古賀病院脳卒中脳神経センター 脳神経外科, 2 古賀病院 21 耳鼻咽喉科

秋山 智明 1, 石堂 克哉 1, 伊藤 理 1, 御厨 剛史 2, 一ツ松 勤 1, 佐々木 富男

B-35 症候性出血性延髄海綿状血管腫の一手術例
1

九州医療センター 脳神経外科, 2(株)麻生飯塚病院 脳神経外科
22

1

道脇 悠平 1, 中溝 玲 1, 川野 陽祐 1, 秦 暢宏 1, 森 恩

セッション 10

脳腫瘍(4)

2

16:03〜16:35
座長 矢野 茂敏（熊本大学）
コメンテーター 横上 聖貴（宮崎大学）

B-36 成人女性の大脳半球に発生した pilocytic astrocytoma の一例
1

九州医療センター 脳神経外科, 2 九州医療センター 臨床研修医, 3 九州医療センター 病理部,

4

九州大学大

学院医学研究院 神経病理学
川野 陽祐 1, 道脇 悠平 1, 秦 暢宏 1, 菅野 貴洋 2, 桃崎 征也 3, 鈴木 諭 4, 中溝 玲

1

B-37 画像診断に苦慮したトルコ鞍を主座とする pilocytic astrocytoma の一例
長崎大学病院 脳神経外科
郡家 克旭, 藤本 隆史, 梅野 哲也, 馬場 史郎, 氏福 健太, 吉田 光一, 鎌田 健作,

松尾 孝之

B-38 下垂体腺腫術後に生じたトルコ鞍内血腫（鞍底硬膜下血腫）の一例
1

佐世保中央病院 脳神経外科, 2 福岡大学医学部 脳神経外科, 3 佐世保中央病院 病理部, 4 福岡赤十字病院 脳

神経外科
河野 大 1, 古賀 嵩久 2, 堀尾 欣伸 1, 保田 宗紀 1, 阪元 政三郎 1, 米満 伸久 3, 継 仁 4,井上 亨

2

B-39 当院で経験した Pituicytoma の一例
1

久留米大学医学部 脳神経外科,

2

済生会八幡総合病院 脳神経外科センター,

3

済生会八幡総合病院 病理診

断科
吉武 秀展 1, 駒谷 英基 2, 大久保 卓 1, 岡田 洋介 1, 岡本 右滋 2, 原武 譲二 3, 梶原 収功

閉会の辞

16:40

西澤 茂

23

2

FD 講習会
会場：福岡大学医学部 RI 講義棟

17:00～18:00
中 2 講堂

[注意事項]
１）本支部会終了後に行います。講習会の最初から最後まで視聴して頂くことを受講要件とします。途中退
席はいかなる理由があっても無効となります。
２）受講の事前登録は不要です。当日会場での登録となります。
３）（社）日本脳神経外科学会 IC カードでの受講確認を行いますので、受講のご希望の先生は、必ずご自身
の IC 会員カードを受付にお持ちください。
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