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会場案内 

 

会場： 九州大学医学部百年講堂（福岡市東区馬出 3-1-1） 

 

  

■博多駅から 地下鉄（中洲川端乗り換え）約 10 分「馬出九大病院前」下車

      西鉄バス約 15 分「警察本部前・九大病院入口」下車 

■福岡空港から タクシーで約 20 分 

九大配置図 

病棟 

会場 地下鉄7番出口から東門へ

駐車場ご利用の方は正門 



     3 

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-49-九大太郎.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。） 
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プログラム概要 午前の部 

 

A 会場（大ホール） 

神経学会 

B 会場（中ホール 1,2） 

脳神経外科学会 

その他会場 

理事会・世話人会 

8:30 開会の辞 

吉良 潤一（九州大学） 

8:30 開会の辞 

飯原 弘二（九州大学） 

 

8:35-9:15 

セッション 1 

座長 脇坂 義信（九州大学） 

8:35-9:15 

セッション 1 脳血管障害(1) 

座長      河島 雅到（佐賀大学） 
コメンテーター 大塚 忠弘 
          （熊本医療センター） 

 

9:15-9:55 

セッション 2 

座長 松本 省二（小倉記念病院） 

9:15-9:55 

セッション 2 脳血管障害(2) 

座長      久保 毅（大分大学） 
コメンテーター 増岡 淳（佐賀大学） 

 

9:55-10:35 

セッション 3 

座長 木村 成志（大分大学） 

9:55-10:35 

セッション 3 脳血管障害(3) 

座長      廣畑 優（久留米大学） 
コメンテーター 津本 智幸 
          （九州医療センター） 

 

10:35-11:15 

セッション 4 

座長 中根 俊成（熊本大学） 

10:35-11:15 

セッション 4 脳血管障害(4) 

座長      東 登志夫（福岡大学） 
コメンテーター 陶山 一彦 
    （長崎みなとメディカルセンター） 

 

11:20-12:00 

合同セッション 

座長 山田 猛（済生会福岡総合病院 神経内科） 

   山本 淳孝（産業医科大学 脳神経外科） 

  

12:10-12:50 

ランチョンセミナー1 

座長 吉良 潤一（九州大学） 

演者 武田 篤（仙台西多賀病院） 

12:10-12:50 

ランチョンセミナー2 

座長 溝口 昌弘 

      （北九州市立医療センター） 
演者 吉本 幸司（九州大学） 

12:10-12:50 

脳神経外科学会 

九州支部 理事会 

※ 2 階 会議室 1 

  12:55-13:15 

神経学会 九州地方会 

世話人会 

※ 1 階 中ホール 3 
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午後の部 

 

A 会場（大ホール） 

神経学会 

B 会場（中ホール 1,2） 

脳神経外科学会 

 13:00-13:40 

セッション 5 脳腫瘍(1) 

座長      時村 洋（鹿児島大学） 
コメンテーター 坂田 清彦（久留米大学） 13:20-14:00 

セッション 5 

座長 渡嘉敷 崇（琉球大学） 

 

13:40-14:20 

セッション 6 脳腫瘍(2) 

座長      上原 久夫（宮崎大学） 
コメンテーター 安部 洋（福岡大学） 

14:00-14:40 

セッション 6 

座長 岡田 和将（産業医科大学） 

 
14:20-15:00 

セッション 7 脳腫瘍(3) 

座長      矢野 茂敏（熊本大学） 
コメンテーター 中野 良昭（産業医科大学） 

14:40-15:20 

セッション 7 

座長 白石 裕一（長崎大学） 

 
15:00-15:40 

セッション 8 脳腫瘍(4) 

座長      鎌田 健作（長崎大学） 
コメンテーター 菅原 健一（琉球大学） 

15:20-16:00 

セッション 8 

座長 深江 治郎（福岡大学） 

 
15:40-16:20 

セッション 9 脊髄疾患 

座長      渡辺 孝（琉球大学） 
コメンテーター 横上 聖貴（宮崎大学） 

16:00-16:40 

セッション 9 

座長 薬師寺 祐介（佐賀大学） 

 
16:20-16:52 

セッション 10 感染その他 

座長      佐山 徹郎（九州大学） 
コメンテーター 米澤 大（鹿児島大学） 

16:40 閉会の辞 

吉良 潤一（九州大学） 

 16:52-17:32 

セッション 11 小児 

座長      橋口 公章（九州大学） 
コメンテーター 森岡 隆人（福岡市立こども病院）

 

 17:32 閉会の辞 

飯原 弘二（九州大学） 
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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 2016 年 3 月 12 日(土) 12:10〜12:50 

場所 九州大学医学部百年講堂 大ホール（A 会場） 

座長 吉良 潤一（九州大学神経内科） 

演者 武田 篤（国立病院機構仙台西多賀病院院長） 

演題 「パーキンソン病治療の現在の考え方と随伴する認知症への対応について」 

共催 第 213 回日本神経学会九州地方会 

   協和発酵キリン株式会社 
 

ランチョンセミナー２ 

日時 2016 年 3 月 12 日(土) 12:10〜12:50 

場所 九州大学医学部百年講堂 中ホール 1,2（B 会場） 

座長 溝口 昌弘（北九州市立医療センター脳神経外科） 

演者 吉本 幸司（九州大学脳神経外科） 

演題 「悪性脳腫瘍に関する最近の話題」 

共催 第 122 回日本脳神経外科学会九州支部会 

   MSD 株式会社 

 

会場配置図 
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日本神経学会九州地区 生涯教育講演会のご案内 
 

日時 2016 年 3 月 13 日(日) 9:30〜13:00 

場所 九州大学コラボステーション 2 階 視聴覚ホール 

会費 4000 円 

 

１．「これだけは知っておいて欲しい筋疾患」 

  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： 西野 一三（国立精神・神経センター神経研究所 疾病研究第一部） 

 

２．「ここまできた脳梗塞治療：2015 update」 

  座長： 松原 悦朗（大分大学 神経内科） 

  演者： 平野 照之（杏林大学 脳卒中医学教室） 

 

３．「認知症・パーキンソニズムの画像解析」 

  座長： 坪井 義夫（福岡大学 神経内科） 

  演者： 福山 秀直（京都大学 学際融合教育推進センター） 

 

４．「ここに目をつける！デジタル脳波判読ナビ」 

  座長： 吉良 潤一（九州大学 神経内科） 

  演者： 飛松 省三（九州大学 臨床神経生理学） 

 

 

 

 

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 2016 年 3 月 13 日(日) 14:00〜15:20 

場所 九州大学コラボステーション 1 階 セミナー室 

会費 3000 円 

 

  Tutor： 吉良 潤一（九州大学 神経内科） 

      法化図 陽一（大分県立大学 神経内科） 
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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。   
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開会の辞 8:30    吉良 潤一 

 

 

セッション１                 8:35〜9:15  

座長 脇坂 義信（九州大学） 

 

A-1 片麻痺で発症した頸髄硬膜外血腫の1例 

国立病院機構九州医療センター 1脳血管・神経内科, 2脳神経外科 

溝口 忠孝1，後藤 聖司1，三月田 祐平2，徳永 敬介1，髙口 剛1，中村 麻子1，桑城 貴弘1，矢坂 正弘1， 
詠田 眞治2，岡田 靖1 

 

A-2 脳静脈洞血栓症の経過観察に Susceptibility-weighted imaging と arterial 

spin labeling が有用であった 1例 

長崎大学病院 脳神経内科 

松田 剛，金本 正，立石 洋平，濵邊 順平，中岡 賢治朗，辻野 彰 

 

A-3 塞栓源として calcified amorphous tumor を診断し得た 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, 波止 聡司 1, 本多 由美 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-4  WEMINO (wall-eyed monocular internuclear ophthalmoplegia)症候群を呈し

た橋左被蓋梗塞の 1例 

済生会福岡総合病院神経内科 

田原 康次郎，入江 研一，鳥山 敬祐，田中 恵理，中垣 英明，川尻 真和，山田 猛 

 

A-5 肺動静脈瘻内に血栓を認めた脳梗塞の 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, 寺崎 修司 1, 平原 智雄 1, 和田 邦泰 1, 安東 由喜雄 2 

 

 

セッション２                 9:15〜9:55  

座長 松本 省二（小倉記念病院） 

 

A-6 前兆のある片頭痛の既往を持つ可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）が疑われた 3

例の検討 
1熊本市民病院神経内科, 2国立病院機構熊本医療センター神経内科, 3水俣市立総合医療センター神経内科 

渡利 茉里 1，山川 誠 1，阪本 徹郎 1，橋本 洋一郎 1，山本 文夫 2，伊藤 康幸 3 
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A-7 可逆性脳梁膨大部病変を伴う軽症脳炎／脳症（MERS）との鑑別を要した多発性

脳梗塞 

佐世保市立総合病院 神経内科 

宮崎 禎一郎, 江口 美紀, 島 智秋, 藤本 武士 

 

A-8 下垂体炎により右内頸動脈狭窄を来した 1例 
1済生会熊本病院神経内科, 2熊本大学神経内科学 

本多 由美 1，波止 聡司 1，神宮 隆臣 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-9 脳梗塞拡大に伴い同側の Ivy sign が増強，拡大したもやもや病の１例 

鹿児島医療センター脳血管内科 

重久 彩乃，濵田 祐樹，宮下 史生，下田 祐郁，武井 藍，脇田 政之，松岡 秀樹 

 

A-10 リバーロキサバン内服後，内頸動脈可動性血栓の消失を認めた心原性脳塞栓

症の 1例 

国立病院機構九州医療センター 脳血管・神経内科 

佐藤 倫子，後藤 聖司，徳永 敬介，髙口 剛，中村 麻子，桑城 貴弘，矢坂 正弘，岡田 靖 

 

 

セッション３                 9:55〜10:35  

座長 木村 成志（大分大学） 

 

A-11 重症ヘルペス脳炎の経過中に髄液オレキシン値の低下を認め症候性過眠症を

呈した１例 
1別府医療センター神経内科, 2秋田大学医学部神経運動器学講座精神科学分野 

横山 淳 1, 近藤 大祐 1, 今西 彩 2, 神林 崇 2, 光尾 邦彦 1 

 

A-12 免疫療法が有効であった Morvan 症候群の一例 
1佐賀大学神経内科, 2鹿児島大学神経内科 

鈴山 耕平 1，江里口 誠 1，藥師寺 祐介 1，渡邊 修 2，原 英夫 1 

 

A-13 HLA タイピングより神経 Sweet 病が疑われた髄膜脳炎の一例 

小倉記念病院脳神経内科 

橋本 哲也，雑賀 徹，松本 省二 

 

A-14 著明な脊髄圧迫所見を示した脊髄肥厚性硬膜炎の 1例 

鹿児島大学病院神経内科 

吉田 崇志，高畑 克徳，大山 徹也，﨑山 佑介，吉村 道由，荒田 仁，岡本 裕嗣，髙嶋 博 
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A-15 治療に難渋した抗 NMDA 受容体脳炎の 2例 

飯塚病院神経内科 

水野 裕理，向野 隆彦，中村 憲道，立石 貴久，高瀬 敬一郎 

 

 

セッション 4                10:35〜11:15 

座長 中根 俊成（熊本大学） 

 

A-16 コンパウンドヘテロ変異を有した遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシスの1例 
1熊本大学神経内科 2高知大学神経内科 

天野 朋子 1，植田 光晴 1，山下 太郎 1，三隅 洋平 1，増田 曜章 1，古谷 博和 2，安東 由喜雄 1 

 

A-17 経静脈的免疫グロブリン療法 (IVIg)が有効であった IgA 単クローン性免疫

グロブリン血症 (MGUS)に伴うニューロパチーの 1例 
1熊本大学神経内科 2NHO 熊本再春荘病院神経内科 

岡田 匡充 1，中原 圭一 1，三隅 洋平 1，高松 孝太郎 1，前田 寧 1,2，安東 由喜雄 1 

 

A-18 高 IgG4 血症・多発性腫瘤病変が前駆し、感覚失調性多発ニューロパチーを契

機に診断に至ったシェーグレン症候群の 1例 

南風病院 1神経内科, 2病理 

古川 淳一郎 1，池上 眞由美 1，田中 貞夫 2，梅原 藤雄 1 

 

A-19 外眼筋麻痺・体幹失調を伴った Acute oropharyngeal palsy の 1 例 

南風病院神経内科 

小田 健太郎，池上 眞由美，梅原 藤雄 

 
A-20 多彩な神経症状を呈した軸索型 Charcot-Marie-Tooth 病（MFN2 

点変異）の一例 
1産業医大神経内科，2鹿児島大神経内科 

先成 裕介 1， 橋本 智代 1，大成 圭子 1，岡田 和将 1，橋口 昭大 2，高嶋 博 2 ，足立 弘明 1 
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合同セッション                  11:20〜12:00 

座長 神経内科 山田 猛（済生会福岡総合病院） 

脳神経外科 山本 淳孝（産業医科大学）  

 

合同-1 視交叉近傍に生じ脱髄性疾患との鑑別を要した視神経膠芽腫の1例 

倉敷中央病院 1神経内科, 2脳神経外科, 3京都博愛会病院 神経内科 

佐藤 眞也1, 黒﨑 義隆2, 森 仁1, 北口 浩史1, 山尾 房枝1, 大井 長和3, 沈 正樹2, 山形 専2, 進藤 克郎1 

 

合同-2 痙攣発作を呈した慢性硬膜下血腫の 2症例 

佐世保市立総合病院 1神経内科, 2脳神経外科 

藤本 武士1，藤岡 真知子1，島 智秋1, 宮崎 禎一郎1,白川 靖2，上之郷 眞木雄2 

 

合同-3 頸部振戦が著明で脳深部刺激療法が有効であったジストニアの一例 
1九州大学大学院医学研究院 神経内科学、2貝塚病院 脳神経外科 

辻本 篤志 1、篠田 紘司 1、上原 平 1、山下 謙一郎 1、村井 弘之 1、宮城 靖 2、吉良 潤一 1 

 

合同-4 ワーファリン内服中に発症した脳出血に対する神経内視鏡下血腫除去術の

一例 
1福岡大学医学部救命救急センター、2福岡大学医学部脳神経外科 

松田 浩大 1, 保田 宗紀 2, 松本 順太郎 1, 左村 和宏 2, 野中 将 1, 岩朝 光利 2, 東 登志夫 1, 石倉 宏恭 2, 
井上 亨 1 

 

合同-5 脳深部刺激装置 ActivaTM の新機能とその使用経験 
1貝塚病院脳神経外科, 2福岡大学病院救命救急センター 
宮城 靖 1, 河井 伸一 1, 松本 順太郎 2 

 

 

ランチョンセミナー１          12:10〜12:50 

座長 吉良 潤一（九州大学） 

 

演者： 武田 篤 （国立病院機構 仙台西多賀病院院長） 

演題： 「パーキンソン病治療の現在の考え方と 

                随伴する認知症への対応について」 

 

 

＊世話人会（百年講堂 1 階 中ホール 3）       12:55〜13:15 
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セッション 5               13:20〜14：00 

座長 渡嘉敷 崇（琉球大学） 

 

 

A-21 一側頸部～上肢の有痛性体性感覚発作を繰り返した頭頂葉てんかんの一例 

福岡山王病院 1てんかん・すいみんセンター, 2神経内科, 3脳神経外科,  
4九州大学大学院医学研究院神経病理学 

鎌田 崇嗣 1,2，赤松 直樹 1,2，大原 信司 1,3，松島 俊夫 3，谷脇 予志秀 2，重藤 寛史 1,2，鈴木 諭 4 

 

A-22 脳波にて周期性一側性てんかん型放電を呈した炎症性脳アミロイドアンギオパチ

ーの1例 

倉敷中央病院 神経内科 

岡田 真里子, 佐藤 眞也, 大嶋 理, 森 仁, 北口 浩史, 山尾 房枝, 進藤 克郎 

 

A-23 日本人脳アトラスの開発：基底核の可視化は可能か？ 
1医療法人貝塚病院 機能神経外科，2九州大学システム情報科学研究院， 
3熊本大学大学院生命科学研究部 形態構築学，4九州大学大学院医学研究院 臨床神経生理， 
5九州大学大学院システム生命科学府 生命情報科学 

宮城 靖 1,4，諸岡 健一 2，福田 孝一 3，飛松 省三 4，伊良皆 啓一 5 

 

A-24 非典型的二相性ジストニアの一例：淡蒼球刺激からの考察 
1医療法人貝塚病院 機能神経外科，2沖縄赤十字病院 機能神経外科， 
3医療法人青仁会池田病院 神経内科 

宮城 靖 1，山城 勝美 2，白石 匡史 3 

 

A-25 左脳病変により音楽性幻聴など多彩な症状を呈した一例 

長崎川棚医療センター 1神経内科，2脳神経外科 

永石 彰子1，前田 泰宏1，酒井 和香1，成田 智子1，権藤 雄一郎1，福留 隆泰1，浦崎 永一郎2，松尾 秀徳1 

 

 

セッション6               14：00〜14：40 

座長 岡田 和将（産業医科大学） 

 

A-26 交代性斜偏位を認めた Wernicke 脳症の一症例 

京都博愛会病院 1神経内科, 2眼科 

林 紗葵 1，大井 長和 1，黒川 歳雄 2，小林 ルミ 2，上田 直子 2 
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A-27 脊髄硬膜外腔に髄液貯留を伴った脳表ヘモジデリン沈着症の 1例 
1宮崎大学医学部内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野, 2古賀総合病院 神経内科 

新屋 琴子 1, 中里 祐毅 1, 望月 仁志 1, 原 善根 1, 高妻 美由貴 1, 石井 信之 1, 谷口 晶俊 1, 杉山 崇史 1, 
稲津 明美 2, 塩見 一剛 1, 中里 雅光 1 

 

A-28 急性脳炎で発症した抗 MOG 抗体陽性疾患の一例 

大分大学医学部神経内科学講座 

佐々木 雄基，石橋 正人，片山 徹二，後藤 恵，天野 優子，藪内 健一，麻生 泰弘，軸丸 美香，花岡 拓哉，
木村 成志，松原 悦朗 

 

A-29 頭部画像所見が全て消失した抗 AQP4 抗体陰性・抗 MOG 抗体陽性の NMOSD の一症例 
1NHO 沖縄病院神経内科，2藤元総合病院神経内科，3NHO 米沢病院神経内科，4東北大学神経内科 

城戸 美和子 1，宮城 哲哉 1，石原 聡 1，中地 亮 1，高橋 利幸 3，金子 仁彦 4，中島 一郎 4，諏訪園 秀吾 1，
末原 雅人 1,2 

 

A-30 石灰化を伴うtumefactive MS様の病変を認めたneuropsychiatric SLE（NPSLE）

の一例 

九州大学大学院医学研究院 神経内科学 

永田 諭，茶谷 裕，上原 平，山﨑 亮，村井 弘之，吉良 潤一 

 

 

セッション 7              14:40〜15:20 

座長 白石 裕一（長崎大学） 

 

A-31 Sjogren 症候群を合併した sporadic late-onset nemaline myopathy(SLONM)の 1 例 
1済生会福岡総合病院神経内科，2国立精神･神経医療研究センター 神経研究所･疾病研究第一部 

入江 研一 1，鳥山 敬祐 1，田中 恵理 1，中垣 英明 1，川尻 真和 1，山田 猛 1，西野 一三 2 

 

A-32 強い嚥下障害を来した抗 Lrp4 抗体陽性の 1例 
1鹿児島大学病院 神経内科・老年病学，2長崎川棚医療センター/西九州脳神経センター 臨床研究部 

平松 有 1, 牧 美充 1, 﨑山 佑介 1, 吉村 道由 1, 荒田 仁 1, 髙嶋 博 1 樋口 理 2 

 

A-33 早期免疫グロブリン大量静注療法(IVIg)が奏効した抗 SRP 抗体陽性ミオパチ

ーの一例 
1鹿児島市医師会病院 神経内科，2鹿児島大学病院 神経内科 

金子 浩之 1, 中川 広人 1, 橋口 昭大 2, 德永 紘康 1, 樋口 逸郎 2, 髙嶋 博 2, 園田 健 1 
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A-34 スタチン非関連の抗 HMGCR、抗 Ku 抗体陽性壊死性ミオパチーの 1例 
1福岡大神経内科学，2国立精神・神経医療研究センター 

西田 明弘 1，藤岡 伸助 1，竹下 翔 1，津川 潤 1，深江 治郎 1，西野 一三 2，坪井 義夫 1 

 

A-35 呼吸困難と全身性浮腫を初発とする抗 PM−Scl 抗体陽性の壊死性ミオパチー

の一例 
1琉球大学附属病院第三内科，2名古屋大学附属病院皮膚科，3国立精神・神経医療研究センター 

宮城 朋 1，波平 幸裕 1，大城 咲 1，妹尾 洋 1，山城 貴之 1，城間 加奈子 1，國場 和仁 1，崎間 洋邦 1， 
渡嘉敷 崇 1，大屋 祐輔 1，室 慶直 2，西野 一三 3 

 

 

セッション 8              15:20〜16:00 

座長 深江治郎（福岡大学） 

 

A-36 コイル塞栓術が契機となった白質脳症の 1例 

福岡市民病院 1神経内科, 2脳神経外科 

貞島 祥子 1, 芥川 宜子 1, 長野 祐久 1, 由村 健夫 1, 福島 浩 2 

 

A-37 C 型肝炎ウイルス感染に対するインターフェロン治療によりパーキンソン症

候群を生じたと考えられる 1例 

飯塚市立病院神経内科 

高嶋 伸幹 

 

A-38 気息性嗄声で発症した筋萎縮性側索硬化症の一例 

JCHO 諫早総合病院 1神経内科，2耳鼻咽喉科，3国立病院機構長崎医療センター耳鼻咽喉科 

西浦 義博1，福元 尚子1，長郷 国彦１，塚崎 尚紀2，加瀬 敬一3 

 

A-39 PIB-PET で両側後頭葉に高度集積を認めた Posterior cortical atrophy(PCA)

の一例 
1国立病院機構大牟田病院 神経内科，2九州大学大学院医学研究院 放射線科 

渡邉 暁博 1，馬場 眞吾 2，菅原 三和 1，荒畑 創 1，河野 祐治 1，笹ヶ迫 直一 1，藤井 直樹 1 

 

A-40 PIB-PET 所見を除外診断に用いた Semantic dementia(SD)の１例 

藤元総合病院神経内科 

末原 雅人，篠原 和也，大窪 隆一 
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セッション 9              16:00〜16:40 

座長 薬師寺 祐介（佐賀大学） 

 

A-41 シェーグレン症候群に伴う横断性脊髄症との鑑別に苦慮した脊髄上衣腫の１例 

大分大学医学部 神経内科学講座 

天野 優子，麻生 泰弘，片山 徹二，後藤 恵，石橋 正人，藪内 健一，軸丸 美香，花岡 拓哉，木村 成志，
松原 悦朗 

 

A-42 上肢の疼痛を契機に診断された Erdheim-Chester 病(ECD)の 1 例 

鹿児島市立病院 神経内科 

山下 ひとみ，時村 瞭，田辺 肇，能勢 裕久，池田 賢一 

 

A-43 高齢で発症し, 進行する下肢脱力をきたした胸腰髄脊髄空洞症の一例 

国立病院機構大牟田病院 神経内科 

永田 諭，菅原 三和，渡邉 暁博，荒畑 創，河野 祐治，笹ヶ迫 直一，藤井 直樹 

 

A-44 ランゲルハンス細胞組織球症長期寛解中に進行性の小脳失調症を発症した 1例 

長崎大学病院 1脳神経内科，2脳神経外科，3小児科 

種岡 飛翔 1，長岡 篤志 1，上野 未貴 1，吉村 俊祐 1，向野 晃弘 1，中嶋 秀樹 1，白石 裕一 1，辻野 彰 1， 
鎌田 健作 2，松尾 孝文 2，岡田 雅彦 3，森内 浩幸 3 

 

A-45 脊髄病変で発症とした中枢神経原発悪性リンパ腫の一例 

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 1神経内科，2血液内科，3脳神経外科 

名嘉 太郎 1,仲地 耕 1,神里 尚美 1,比嘉 真理子 2,大城 一郁 2,石原 興平 3,竹下 朝規 3,長嶺 知明 3 

 

 

 

閉会の辞 16:40    吉良 潤一 
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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    飯原 弘二 

 

 

セッション１ 脳血管障害(1)          8:35〜9:15  

座長 河島 雅到（佐賀大学） 

コメンテーター 大塚 忠弘（熊本医療センター） 

 

B-1 Azygos anterior cerebral artery近位分枝のinfundibular dilation部に新生

した破裂微小脳動脈瘤 
1長崎医療センター脳神経外科, 2長崎医療センター初期臨床研修プログラム 

吉村 正太2, 福田 雄高1, 杣川 知香2, 日宇 健1, 小野 智憲1, 牛島 隆二郎1, 戸田 啓介1,  
堤 圭介1 

 

B-2 脳梗塞で発症した右前大脳動脈遠位部大型血栓化動脈瘤の一例 

長崎県島原病院脳神経外科 

平山 航輔, 宗 剛平, 野田 満, 徳永 能治 

 

B-3 異常過形成前脈絡叢動脈瘤破裂による SAH の 1 例 

長崎労災病院脳神経外科 

広瀬 誠, 大園 恵介, 藤本 隆史, 川原 一郎 

 

B-4 脳動静脈奇形手術後に発生した左中大脳動脈巨大血栓化動脈瘤の 1例 

1済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科, 2防衛医科大学校脳神経外科, 
3済生会熊本病院脳卒中センター病理部, 4熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野 

河井 浩志 1, 西 徹 1, 水野 隆正 1, 小林 修 1, 竹崎 達也 1, 牟田 大助 1, 林 建佑 1,  
土井 一真 2, 中川 政弥 2, 神尾 多喜浩 3, 倉津 純一 4 

 

B-5 脳内出血で発症した破裂脳動脈瘤の 2例 

新武雄病院脳神経外科 

一ノ瀬 誠, 丹羽 章浩, 吉田 卓史, 大中 洋平 

 

 

セッション２ 脳血管障害(2)         9:15〜9:55 

座長 久保 毅（大分大学） 

コメンテーター 増岡 淳（佐賀大学） 

 

B-6 STA-MCA バイパス吻合部に動脈瘤形成を認めた 1例 

福岡徳洲会病院脳神経外科 

本原 慶彦, 吉田 英紀, 原 健太, 坂元 孝光, 長谷川 亨, 金子 好郎 
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B-7 動脈硬化性狭窄を伴った頚部内頚動脈瘤に対して 

 saphenous vein を用いた CCA-ICA bypass を施行した一例 

九州大学大学院医学研究院脳神経外科 

秋山 智明, 西村 中, 迎 伸孝, 森 恩, 空閑 太亮, 橋口 公章, 吉本 幸司, 佐山 徹郎, 飯原 弘二 

 

B-8 80mm を超える超巨大内頸動脈瘤の１例 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科 

駒柵 宗一郎, 西牟田 洋介, 樋渡 貴昭, 時村 洋, 有田 和徳 

 

B-9 早期診断し良好な転機をたどった頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の一例 

済生会熊本病院脳卒中センター脳神経外科 

榎本 紀哉, 竹崎 達也, 林 建佑, 河井 浩志, 牟田 大助, 小林 修, 水野 隆正, 西 徹 

 

B-10 脊髄 MRI で胸腰髄に異常信号を認めた頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の一例 

長崎大学医学部脳神経外科 

佐藤 慧, 諸藤 陽一, 前田 肇, 堀江 信貴, 出雲 剛, 松尾 孝之 

 

 

セッション３ 脳血管障害(3)          9:55〜10:35 

座長 廣畑 優（久留米大学） 

コメンテーター 津本 智幸（九州医療センター） 

 

B-11 感染性心内膜炎の菌塊による急性内頚動脈閉塞に対して血栓回収を行った一

例 
1社会医療法人製鉄記念八幡病院脳卒中･神経センター,   
2社会医療法人製鉄記念八幡病院病理診断科, 3社会医療法人製鉄記念八幡病院循環器内科 

小柳 侑也 1, 山口 慎也 1, 中溝 玲 1, 田川 直樹 1, 半田 瑞樹 2, 下釜 達朗 2, 金城 満 2, 岡部 宏樹 3 

 

B-12 高度屈曲病変、type3 aortic arch、Bovine aortic arch に対する 

バルーン付きガイディングカテーテルの有用性 

九州医療センター脳血管内治療科 

徳永 聡, 鶴崎 雄一郎, 津本 智幸 

 

B-13 治療選択に難渋した上小脳動脈解離性動脈瘤の一例 

大分大学医学部脳神経外科 

津田 聖一, 久保 毅, 杉田 憲司, 石井 圭亮, 森重 真毅, 川崎 ゆかり, 松田 浩幸, 大西 晃平,  
札場 博貴, 藤木 稔 
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B-14 コイル塞栓術中に distal coil migration を生じ、ステント留置によりレス

キューした１例 

友愛会豊見城中央病院 

孫 宰賢, 藤井 教雄, 岩上 貴幸 

 

B-15 破裂前下小脳動脈末梢部動脈瘤に対し瘤内コイル塞栓術をおこなった一例 

新古賀病院脳卒中脳神経センター脳神経外科 

高野 陽子, 伊藤 理, 田中 俊也, 石堂 克哉, 一ツ松 勤 

 

 

セッション 4 脳血管障害(4)         10:35〜11:15 

座長 東 登志夫（福岡大学） 

コメンテーター 陶山 一彦（長崎みなとメデイカルセンター） 

 

B-16 内耳道内で破裂した AICA 遠位部動脈瘤の一例 
1福岡大学病院救命救急センター, 2福岡大学医学部脳神経外科, 3国立循環器病研究ｾﾝﾀｰ脳神経外科 

松本 順太郎 1, 大川 将和 2, 福田 健治 2, 堀尾 欣伸 3, 東 登志夫 2, 井上 亨 2 

 

B-17 Suction-decompression 法を用いて治療した NF1 合併内頸動脈瘤の 1例 

佐賀大学医学部附属病院 脳神経外科 

岡 祐介，河島 雅到，若宮 富浩，江橋 諒，劉 軒，吉岡 史隆，緒方 敦之，高瀬 幸徳， 
中原 由紀子，下川尚子，増岡淳，阿部竜也 

 

B-18 敗血症を背景として発症した、総頚動脈 free-floating thrombus に対 

する CEA の一例 
1小倉記念病院脳卒中センター脳神経外科, 2小倉記念病院 検査科 

甲斐 康稔 1, 石井 暁 1, 定政 信猛 1, 石橋 良太 1, 安藤 充重 1, 坂 真人 1, 西 秀久 1, 岡田 卓也 1,  
瀧田 亘 1, 園田 和隆 1, 高下 純平 1, 井上 勝美 2, 永田 泉 1 

 

B-19 同日に急性下肢動脈閉塞と脳塞栓来した一例 
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 

田中 達也 1, 内山 拓 1, 桃崎 宣明 1, 大石 豪 2, 本田 英一郎 2 

 

B-20 脳動静脈奇形に対しγナイフ治療後に発症した chronic encapsulated 

expanding hematoma の二症例 

新古賀病院脳卒中脳神経センター脳神経外科 

田中 俊也, 一ツ松 勤, 高野 陽子, 石堂 克哉, 伊藤 理 
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合同セッション                  11:20〜12:00 

座長 神経内科 山田 猛（済生会福岡総合病院） 

脳神経外科 山本 淳孝（産業医科大学）  

 

合同-1 視交叉近傍に生じ脱髄性疾患との鑑別を要した視神経膠芽腫の1例 

倉敷中央病院 1神経内科, 2脳神経外科, 3京都博愛会病院 神経内科 

佐藤 眞也1, 黒﨑 義隆2, 森 仁1, 北口 浩史1, 山尾 房枝1, 大井 長和3, 沈 正樹2, 山形 専2, 進藤 克郎1 

 

合同-2 痙攣発作を呈した慢性硬膜下血腫の 2症例 

佐世保市立総合病院 1神経内科, 2脳神経外科 

藤本 武士1，藤岡 真知子1，島 智秋1, 宮崎 禎一郎1,白川 靖2，上之郷 眞木雄2 

 

合同-3 頸部振戦が著明で脳深部刺激療法が有効であったジストニアの一例 
1九州大学大学院医学研究院 神経内科学、2貝塚病院 脳神経外科 

辻本 篤志 1、篠田 紘司 1、上原 平 1、山下 謙一郎 1、村井 弘之 1、宮城 靖 2、吉良 潤一 1 

 

合同-4 ワーファリン内服中に発症した脳出血に対する神経内視鏡下血腫除去術の

一例 
1福岡大学医学部救命救急センター、2福岡大学医学部脳神経外科 

松田 浩大 1, 保田 宗紀 2, 松本 順太郎 1, 左村 和宏 2, 野中 将 1, 岩朝 光利 2, 東 登志夫 1, 石倉 宏恭 2, 
井上 亨 1 

 

合同-5 脳深部刺激装置 ActivaTM の新機能とその使用経験 
1貝塚病院脳神経外科, 2福岡大学病院救命救急センター 
宮城 靖 1, 河井 伸一 1, 松本 順太郎 2 

 

 

ランチョンセミナー２         12:10〜12:50 

座長 溝口 昌弘（北九州市立医療センター） 

 

演者： 吉本 幸司 （九州大学脳神経外科） 

演題： 「悪性脳腫瘍に関する最近の話題」 

 

 

 

＊理事会（百年講堂 2 階 会議室１）        12:10〜12:50 
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セッション 5 脳腫瘍(1)          13:00〜13：40 

座長 時村 洋（鹿児島大学） 

コメンテーター 坂田 清彦（久留米大学） 

 

B-21 三叉神経痛で発症したメッケル腔部髄膜腫に対する治療方針の検討 

福岡山王病院 脳・神経機能センター 

天本 宇昭, 松島 俊夫, 小川 さや香, 大原 信司 

 

B-22 腫瘍出血を呈した大脳鎌髄膜腫の 1例 

九州中央病院脳神経外科 

道脇 悠平, 久我 亮介, 黒木 愛, 井上 琢哉 

 

B-23 頭蓋内外に伸展し、発生母地の診断に苦慮した髄膜腫の一例 
1福岡市民病院脳神経外科, 2福岡大学医学部 病理学, 3福岡大学医学部脳神経外科 

吉永 進太郎 1, 吉野 慎一郎 1, 福島 浩 1, 鍋島 一樹 2, 平川 勝之 1, 井上 亨 3 

 

B-24 術中眼球運動モニタリング下に摘出した滑車神経鞘腫の一例 

熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野 

松浦 任, 矢野 茂敏, 賀耒 泰之, 倉津 純一 

 

B-25 頭蓋外三叉神経鞘腫（第 3枝）の１手術例 
1静便堂白石共立病院脳神経外科, 2伊万里有田共立病院脳神経外科 

大石 豪1, 本田 英一郎1, 桃崎 宣明2, 田中 達也2, 内山 拓2 

 

 

セッション6 脳腫瘍(2)           13：40〜14：20 

座長 上原 久生（宮崎大学） 

コメンテーター 安部 洋（福岡大学） 

 

B-26 悪性転化し、髄腔内播種をきたしたと思われる類上皮腫の一例 
1宮崎大学医学部 臨床神経科学講座 脳神経外科学分野, 
2宮崎大学医学部 病理学講座 腫瘍・再生病態学分野 

末松 裕貴 1, 武石 剛 1, 横上 聖貴 1, 上原 久生 1, 魏 峻洸 2, 山下 篤 2, 佐藤 勇一郎 2, 竹島 秀雄 1 

 

B-27 非典型的な画像所見を呈する成人頭蓋内 Neuroenteric cyst 

産業医科大学脳神経外科 

宮地 裕士, 梅村 武部, 山本 淳考, 高橋 麻由, 中野 良昭, 秋葉 大輔, 植田 邦裕, 鈴木 恒平,  
高松 聖史郎, 西澤 茂 
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B-28 頭頂部頭蓋骨原発巨大海綿状血管腫の一例 
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教室 

梶原 壮翔 1, 坂田 清彦 1, 竹重 暢之 1, 中村 普彦 1, 折戸 公彦 1, 廣畑 優 1, 三好 淳子 1, 杉田 保雄 2,  
森岡 基浩 1 

 

B-29 嚢胞内出血で発症した延髄外側腫瘤の一例 
1佐世保中央病院脳神経外科, 2佐世保中央病院病理部, 3福岡大学医学部病理学講座, 
4福岡大学医学部脳神経外科 

榎本 年孝 1, 竹本 光一郎 1, 高木 友博 1, 藤原 史明 1, 阪元 政三郎 1, 米満 伸久 2, 小林 広昌 3,  
鍋島 一樹 3, 井上 亨 4 

 

B-30 T1 inversion recovery シークエンスを用いた定位的針生検術を行った小児

胚細胞種の一例 
1福岡大学医学部脳神経外科, 2福岡大学医学部小児科, 3福岡大学医学部病理学 

河野 大 1, 森下 登史 1, 野中 将 1, 小林 広昌 1, 福田 健治 1, 大川 将和 1, 安部 洋 1, 東 登志夫 1,  
音田 泰裕 2, 野村 優子 2, 鍋島 一樹 3, 井上 亨 1 

 

 

セッション 7 脳腫瘍(3)          14:20〜15:00 

座長 矢野 茂敏（熊本大学） 

コメンテーター 中野 良昭（産業医科大学） 

 

B-31 透明中隔から発生した側脳室内膠芽腫の一例 

九州医療センター脳神経外科 

瀧川 浩介, 白水 寛理, 三月田 祐平, 秦 暢宏, 詠田 眞治 

 

B-32 経過観察中に頭蓋内を含めた髄腔内播腫を認めた脊髄上衣腫の 1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 

田中 達也 1, 内山 拓 1, 桃崎 宣明 1, 大石 豪 2, 本田 英一郎 2 

 

B-33 播種性病変を呈した RGNT 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 

齋藤 清貴, 横上 聖貴, 笠 新逸, 上原 久生, 竹島 秀雄 

 

B-34 多源性に脳出血を繰り返した転移性脳腫瘍の１例 

佐世保市立総合病院脳神経外科 

林 健太郎, 林 之茂, 松尾 義孝, 白川 靖, 上之郷 眞木雄 
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B-35 頭蓋内原発性悪性黒色腫の一例 
1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科, 2霧島市立医師会医療センター脳神経外科, 
3野口脳神経外科 

岡田 朋久 1, 米澤 大 1, 平野 宏文 1, 大吉 達樹 1, 羽生 未佳 1, 高城 朋子 1, 新納 忠明 2, 中野 真一 3,  
有田 和徳 1 

 

 

セッション 8 脳腫瘍(4)           15:00〜15:40 

座長 鎌田 健作（長崎大学） 

コメンテーター 菅原 健一（琉球大学） 

 

B-36 頭部打撲を契機に指摘された円蓋部悪性リンパ腫の一例 

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神経病理学,  
3九州大学大学院医学研究院血液腫瘍内科 

高原 健太 1, 森 恩 1, 空閑 太亮 1, 橋口 公章 1, 吉本 幸司 1, 佐山 徹郎 1, 鈴木 諭 2, 嶋川 卓史 3,  
小田原 淳 3, 加藤 光次 3, 飯原 弘二 1 

 

B-37 海綿静脈洞に限局した成人頭蓋内脊索腫 

産業医科大学脳神経外科 

鈴木 恒平, 山本 淳考, 高橋 麻由, 中野 良昭, 秋葉 大輔, 植田 邦裕, 梅村 武部, 高松 聖史郎,  
宮地 裕士, 西澤 茂 

 

B-38 再発を繰り返し骨盤転移をきたした脳血管周皮腫の一例 
1池友会福岡和白病院脳神経外科, 2ガンマナイフセンター, 3病理診断科 

肥後 尚樹１, 原田 啓1, 梶原 真仁1, 谷口 俊介1, 高木 勝至2, 中野 龍治3, 福山 幸三1 

 

B-39 脊髄空洞症を合併した後頭蓋窩大型くも膜嚢胞の 1手術例 
1沖縄県立中部病院脳神経外科, 2沖縄県立中部病院神経内科 

矢野 昭正 1, 石川 泰成 1, 仲宗根 進 1, 吉田 剛 2 

 

B-40 外転神経麻痺で発症した Sylvius 裂くも膜嚢胞の一例 

熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学分野 

村上 あゆみ, 篠島 直樹, 矢野 茂敏, 倉津 純一 

 

 

セッション 9 脊髄疾患          15:40〜16:20 

座長 渡辺 孝（琉球大学） 

コメンテーター 横上 聖貴（宮崎大学） 
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B-41 正常圧水頭症を呈した脊髄馬尾神経鞘腫の一例 
1嬉野医療センター脳神経外科, 2嬉野医療センター病理診断科 

土持 諒輔 1, 村田 秀樹 1, 内藤 愼二 2, 宮園 正之 1 

 

B-42 頚椎前縦靭帯骨化症により嚥下障害、嗄声をきたした 1例 

九州医療センター脳神経外科 

白水 寛理, 瀧川 浩介, 三月田 祐平, 秦 暢宏, 詠田 眞治 

 

B-43 転移性脊髄髄内腫瘍の一例 

九州労災病院脳神経外科 

前原 直喜, 天野 敏之, 芳賀 整 

 

B-44 頭蓋頸椎不安定性にて発症した腎細胞癌頭蓋底転移の一例 
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 

寺地 昭太 1, 坂本 六大 1, 中村 普彦 1, 竹重 暢之 1, 折戸 公彦 1, 宮原 孝寛 1, 服部 剛典 1, 坂田 清彦 1, 
広畑 優 1, 杉田 保雄 2, 森岡 基浩 1 

 

B-45 上位頸髄神経鞘腫に対する手術到達法の選択 

琉球大学医学部脳神経外科 

金城 雄生, 渡邉 孝, 宮城 智央, 石内 勝吾 

 

 

セッション 10 感染その他            16:20〜16:52 

座長 佐山 徹郎（九州大学） 

コメンテーター 米澤 大（鹿児島大学） 

 

B-46 S.agalactiae を起因菌とする劇症型急性硬膜下膿瘍の一例 

福岡輝栄会病院脳神経外科 

阿部 悟朗, 中野 智伸, 尤 郁偉, 石橋 秀昭, 鈴木 聡 

 

B-47 神経内視鏡手術が奏功した脳室炎の１例 
1地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科, 2久留米大学医学部脳神経外科 

藤森 香奈 1, 寺地 昭太 2, 江藤 朋子 1, 山下 伸 1, 倉本 晃一 1, 森岡 基浩 2 

 

B-48 医学部における臓器提供側の立場からの移植医療啓発講義の課題 

国家公務員共済組合連合会新小倉病院 

吉開 俊一 
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B-49 新しい脳深部刺激装置 VerciseTM の使用経験 
1貝塚病院脳神経外科, 2福岡大学病院救命救急センター 

宮城 靖1, 河井 伸一1, 松本 順太郎2 

 

 

セッション 11 小児              16:52〜17:32 

座長 橋口 公章（九州大学） 

コメンテーター 森岡 隆人（福岡市立こども病院） 

 

B-50 胸椎不全型 nonterminal myelocystocele の一例 
1JCHO 九州病院脳神経外科, 2JCHO 九州病院小児科, 

3福岡市立病院機構福岡市立こども病院脳神経外科 

尾辻 亮介 1, 外間 政朗 1, 伊野波 諭 1, 山本 順子 2, 森岡 隆人 3 

 

B-51 Non-epithelial tethering tract を伴った潜在性二分脊椎の 2症例 
1福岡市立病院機構福岡市立こども病院脳神経外科, 2九州大学大学院医学研究院脳神経外科, 

3九州大学大学院医学研究院神経病理 

森岡 隆人1, 下川 能史2, 村上 信哉1, 橋口 公章2, 鈴木 諭3 

 

B-52 生後より嘔吐発作を繰り返した Lhermitte-Duclos disease の一例 
1長崎医療センター脳神経外科, 2長崎医療センター初期臨床研修プログラム, 

3長崎医療センター小児科, 4西諫早病院 

杣川 知香2,小野 智憲1, 本田 涼子3, 馬場 啓至4, 福田 雄高1, 日宇 健1, 牛島 隆二郎1, 戸田 啓介1,  
堤 圭介1 

 

B-53 von Willebrand 病に併発した帽状腱膜下血腫の 1例 

長崎大学医学部脳神経外科 

定方 英作, 諸藤 陽一, 出端 亜由美, 吉田 光一, 角田 圭司, 松尾 孝之 

 

B-54 軟膜動静脈瘻破裂に対し経動脈的塞栓術を施行した 1例 
1佐賀大学医学部附属病院 脳神経外科, 2大阪市立総合医療センター 脳血管内治療科 

福地 絢子 1, 江橋 諒 1, 高瀬 幸徳 1, 吉岡 史隆 1, 下川 尚子 1, 劉 軒 1, 若宮 富浩 1, 緒方 敦之 1, 
増岡 淳 1, 河島 雅到 1, 阿部 竜也 1, 小宮山 雅樹 2  

 

 

 

閉会の辞 17:32    飯原 弘二 

 

 


