第 92 回日本神経学会
中国・四国地方会
プログラムおよび講演要旨

平成 24 年 7 月 7 日（土）
会場 あわぎんホール
〒770-0835

徳島市藍場町 2 丁目 14 番地

会長 梶 龍兒
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 臨床神経科学分野

レザック６６うすみどり

会場へのご案内
あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）
〒770-0835 徳島市藍場町 2 丁目 14 番地
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■ＪＲ徳島駅より 徒歩 10 分
■徳島インターチェンジより 車で 20 分
〇藍場町地下駐車場 営業時間：午前 7 時から午後 11 時
利用料金：最初の 1 時間／300 円 以後 30 分ごとに 150 円

会場ご案内図
■エレベーターで 4 階へお越しください
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ご 案 内
■参加者の皆様へ
・7 月 7 日(土)は、午前 8 時 40 分より受付を開始します。
・朝一番の演題の方はご注意ください。
・参加費は 2,000 円です（抄録集代金含む）
・参加証に所属・氏名を記入し、胸につけてください。

・クールビズでの出席を歓迎します。
■演者の皆様へ
発表時間 6 分
質疑時間 3 分 （YA セッションのみ質疑 4 分）
発表形式
・Microsoft PowerPint2003 以降によるプレゼンテーションです。
操作は演台にてご自身で行ってください。
・当日は発表時刻の 1 時間前（早朝は 30 分前）までに、PC 受付へ
発表ファイルを保存した USB メモリーまたは CD-R をご持参ください。
・トラブル回避のため、動画の使用は最小限でお願いします。
動画を含む場合、あるいは Macintosh で作成された場合は PC 本体を
お持込ください。
・発表に使用したファイルは地方会終了後 PC より削除いたします。

■臨床神経学投稿用抄録の提出について
・発表者は当日抄録受付に、発表者であることを告げて「臨床神経学
投稿用抄録」用紙を提出してください。

■認定医更新手続き
・当日は神経内科専門医単位更新手続き、中国・四国地方会会費納
入も受付ますので、ご利用ください。

■世話人会
・午前 11 時 40 分から 4 階の会議室５で行い、昼食はご用意します。

第２１回日本神経学会
中国・四国地区生涯教育講演会のご案内
日本神経学会中国・四国地区生涯教育講演会を下記のとおり開催い
たします。皆様にご参加をお待ちいたしております。
日 時

平成 24 年７月７日（土）14：10～17：15

会 場

あわぎんホール
（Ａ会場：大会議室／４階）

参加費

３，０００円（事前申込不要）
プログラム

14：10～14：15

開会の辞

梶 龍兒

（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 臨床神経科学分野 教授）

座長：梶 龍兒

（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 臨床神経科学分野 教授）

14：15～15：00

講演１ 「遺伝性ニューロパチーからみた神経変形性メカニズム」
高嶋 博

（鹿児島大学大学院 神経病学講座 神経内科・老年病学）

15：00～15：45

講演２ 「視神経脊髄炎と抗アクアポリン４抗体」
田中 惠子

（金沢医科大学 神経内科）

15：45～16：30

講演３ 「uncommon stroke」
大槻 俊輔

（広島大学 脳神経内科）

16:30～17：15

講演４ 「ジストニア遺伝子とその機能解明」
瓦井 俊孝
17：15 閉会

（徳島大学大学院 HBS 研究部 臨床神経科学分野）

第 92 回日本神経学会中国・四国地方会日程
A 会場（大会議室／4 階）
9：00
時間

開会の辞

会長 梶 龍兒

セッション

演題番号

座長

9：10～ 9：46 脳血管障害１

A-01～A04

寺澤 由佳

9：46～10：22 脳血管障害２

A-05～A-08

（徳島大学）

芝崎 謙作
（川崎医科大学）

10：22～10：58 診断に苦慮した症例 A-09～A-12

松浦 徹
（岡山大学）

10：58～11：34 脳血管障害３

A-13～A-16

岡本 憲省

（愛媛県立中央病院）

11：45～12:35

ランチョンセミナー

和泉 唯信
（徳島大学）

12：40～13：40 若手奨励賞候補

YA-1～YA-6 梶 龍兒

セッション

（徳島大学）

13：50～14：00 若手奨励賞表彰式
14：00～

閉会の辞

会長 梶 龍兒

B 会場（会議室２／4 階）
時間

セッション

演題番号

座長

9：10～ 9：55 免疫疾患１

B-01～B-05

川井 元春

9：55～10：31 免疫疾患２

B-06～B-09 古和 久典

（山口大学）

（鳥取大学）

10：31～10：58 筋・末梢神経１

B-10～B-12

大崎 康史
（高知大学）

10：58～11：34 筋・末梢神経２

B-13～B-16 村上 龍文
（川崎医科大学）

C 会場（会議室４／4 階）
時間

セッション

演題番号

座長

9：10～ 9：55 変性疾患

C-01～C-05

丸山 博文

9：55～10：31 髄膜炎

C-06～C-09

（広島大学）

小黒 浩明
（島根大学）

10：31～11：07 脳症

C-10～C-14

鎌田 正紀
（香川大学）

プログラム
A 会場 （大会議室／4 階）
９:00～

開会の辞

会長 梶 龍兒

9:10～ 9:46 脳血管障害１

座長 寺澤 由佳
（徳島大学大学院 神経内科）

A-01 椎骨動脈解離により両側延髄内側梗塞をきたした若年女性例
愛媛県立中央病院 神経内科 鴨川 賢二

A-02 無ガンマグロブリン血症に合併した脳梗塞の 1 例
岡山大学病院神経内科 中野 由美子

A-03 Adams-Stokes 発作で発症し、心原性腎梗塞・脳塞栓症を続発
したファブリー病の 59 歳男性
山口県立総合医療センター 神経内科 福迫 俊弘

A-04 経胸壁心エコーで同定できなかった左房粘液腫に起因した
心原性脳塞栓症の１例
松山赤十字病院 神経内科 田口 敬子

9:46～10:22 脳血管障害２

座長 芝崎 謙作

（川崎医科大学 脳卒中医学教室）
A-05 若年発症の後大脳動脈解離が推察された脳梗塞の１例
独立行政法人労働者健康福祉機構 中国労災病院 神経内科 北村 健

A-06 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後に多発性の大脳病変を呈し
た一例
岡山大学神経内科 出口 健太郎

A-07 片側性の錐体路障害が目立ち、胸髄 MRI 拡散強調画像で診断
できた後脊髄動脈症候群の１例
松山赤十字病院 神経内科 中村 優理

A-08 StanfordA 型大動脈解離に脳梗塞を発症した１例
岡山赤十字病院 脳卒中科 渡邊 高志

10:22～10:58 診断に苦慮した症例 座長 松浦 徹
（岡山大学大学院 医学薬学総合研究科 脳神経内科学）
A-09 ゲフィチニブ投与中に種々の神経症状を呈した肺腺癌由来
転移性脳腫瘍の 1 例
徳島大学病院 神経内科 藤田 浩司

A-10 チョウセンアサガオ中毒により意識障害を発症した夫婦例
脳神経センター大田記念病院、脳神経内科 竹島 慎一

A-11 認知機能低下で発症し血清学的診断が有用であった軽症日本
脳炎の 72 歳男性例
山口大学大学院医学系研究科 神経内科学 大石 真莉子

A-12 緩徐進行性に認知機能障害、パーキソニズムを呈した 1 例
広島大学大学院 脳神経内科 久賀 淳一朗

10:58～11:34 脳血管障害 3

座長 岡本 憲省
（愛媛県立中央病院）

A-13 血圧上昇を伴う高度な頭痛で発症し頭蓋内動脈に多発性狭窄
を認めた 54 歳女性
脳神経センター大田記念病院 脳神経内科 原 直之

A-14 胃癌に脳梗塞を合併した非細菌性血栓性心内膜炎の１例
川崎医科大学 脳卒中医学教室 城本 高志

A-15 左頭頂小葉病変により観念運動性失行、構成障害、構成失書を
呈した一例
島根大学医学部内科学第三 石原 正樹

A-16 Crossed cerebellar hyperperfusion を呈した皮質下出血に伴う
急性症候性発作の１例
川崎医科大学 脳卒中医学教室 藤井 修一

11:40～12:30 世話人会

（会議室５／４階）

11:45～12:35 ランチョンセミナー
座長 徳島大学病院 神経内科 臨床教授 和泉 唯信
演題名「東日本大震災の経験およびＡＬＳの臨床、研究の最前線」
東北大学大学院医学系研究科 神経内科学分野 教授 青木 正志
12:40～13:40 若手奨励賞候補セッション
座長 梶 龍兒
YA-1 遺伝性脊髄小脳変性症と鑑別を要した Hereditary sensory
neuropathy with dementia and hearing loss の 1 例
愛媛県立中央病院 神経内科 松本 雄志

YA-2 著明な心機能低下をきたし FKTN 遺伝子の 3kb のレトロトラン
スポゾンの挿入とミスセンス変異をヘテロ接合性にみとめた
α-dystroglycanopathy の 28 歳男性例
山口大学大学院医学系研究科 神経内科学 西原 秀昭

YA-3 ホモシスチン尿症を伴ったメチルマロン酸血症の一例
鳥取大学医学部 神経内科 山本 幹枝

YA-4 特発性脳脊髄液減少症の一重症例
高知大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター 浦 浩之

YA-5 経時的に電気生理学的所見を観察したボツリヌス症の 1 例
広島大学大学院 脳神経内科学 藤井 裕樹

YA-6 中耳炎を合併した IgG4 関連肥厚性硬膜炎の 1 例
香川大学消化器神経内科 久米 広大

13:50～14:00
14:00～

若手奨励賞表彰式
閉会の辞

会長 梶 龍兒

B 会場 （会議室 2／4 階）
9:10～ 9:55 免疫疾患１

座長 川井 元晴

（山口大学 大学院医学系研究科 神経内科）
B-01 両肺スリガラス状陰影を合併したNMO spectrum disorderの一例
愛媛大学医学部附属病院 老年・神経内科 篠原 奈子

B-02 SIADH を呈した抗アクアポリン４抗体関連脳症の 1 例
岡山大学 神経内科 出口 章子

B-03 亜急性進行性の脳脊髄障害を呈し臨床的に CLIPPERS
(Chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular
enhancement responsive to steroids)が疑われた 1 例
独立行政法人国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター神経内科
川本 優子

B-04 Sjögren 症候群を合併した cerebral aquaporinopathy の１例
広島市民病院 神経内科 田路 浩正

B-05 岡山大学神経内科における多発性硬化症・視神経脊髄炎症例
108 例の検討
岡山大学 神経内科 池田 雅美

9:55～10:31 免疫疾患２

座長 古和 久典
（鳥取大学医学部 脳神経内科学）

B-06 脳炎症状を認めない抗 NMDA 受容体抗体関連てんかんの一例
岡山旭東病院 神経内科 柏原 健一

B-07 抗 NMDA 受容体脳炎の一例
岡山赤十字病院 神経内科 武久 康

B-08 抗 GQ1b/GT1a、GQ1b/GT1b、GQ1b/GD1a 複合体抗体が陽性
であった Bickerstaff 型脳幹脳炎の 76 歳女性例
国立病院機構 独立行政法人呉医療センター・中国がんセンター
同道 頼子

B-09 内眼筋麻痺が目立った急性眼筋麻痺の 2 例
山口大学大学院医学系研究科 神経内科学 石口 絵梨

10:31～10:58 筋・末梢神経１

座長 大崎 康史

（高知大学医学部 老年病・循環器・神経内科）
B-10 新規 GNE 遺伝子変異を認めた縁取り空胞を伴う遠位型ミオパ
チー(DMRV)の１家系
国立病院機構岡山医療センター 神経内科 高橋 義秋

B-11 免疫性脱髄性ニューロパチーの発症を契機に CMT1A と判明
した超高齢者例
川崎医科大学 神経内科 白河 俊一

B-12 特発性全身性無汗症の 1 例
県立姫路循環器病センター 神経内科 喜多也寸志

10:58～11:34 筋・末梢神経 2

座長 村上 龍文
（川崎医科大学 神経内科学）

B-13 18F-FDG PET CT により診断し得た全身性血管炎性ニュ
ーロパチーの 43 歳男性例
山口大学大学院医学系研究科 神経内科 藤川 晋

B-14 脱髄性末梢神経障害をきたし，ステロイド治療が奏効した慢性
NK 細胞増多症の 67 歳女性
山口大学大学院医学系研究科 神経内科学 佐野 宏徳

B-15 PR3-ANCA 陽性血管炎性多発単神経障害の 1 例
兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科 寺澤 英夫

B-16 ミトコンドリア病の一例
高知大学医学部 老年病科・神経内科 上田 素子

C 会場 （会議室 5／4 階）
9:10～ 9:55 変性疾患

座長 丸山 博文

（広島大学 原爆放射線医科学研究所 分子疫学研究分野）
C-01 経過中に意識消失発作を繰り返したパーキンソン病の一例
国立病院機構徳島病院 神経内科 川村 和之

C-02 低体温症を呈したパーキンソン病の一例
国立病院機構南岡山医療センター 神経内科 坂井 研一

C-03 発話障害が緩徐に進行する 62 歳女性の臨床経過・画像所見の
検討
川崎医科大学 神経内科 久徳 弓子

C-04 岡山大学神経内科における SCD･MSA 症例 313 例の検討
岡山大学 神経内科 池田 佳生

C-05 徳島大学病院神経内科で診断した遺伝性脊髄小脳変性症
徳島大学病院 神経内科 和泉 唯信

9:55～10:31 髄膜炎

座長 小黒 浩明
（鳥取大学附属病院 神経内科）

C-06 脳室ドレナージが有効であった肺炎球菌性髄膜炎の一例
社会医療法人近森会 近森病院 神経内科 葛目 大輔

C-07 結核病床および陰圧手術室を有さない市中病院で救命的脳室
ドレナージ術を施行した結核性髄膜炎の 1 例
広島市立安佐市民病院 神経内科 甲斐 佑一郎

C-08 肺炎球菌性髄膜炎に続いて急速進行性の細菌性眼内炎を併発
した 61 歳男性の一例
倉敷中央病院 神経内科 南波 明子

C-09 敗血症、感染性心内膜炎、傍脊柱筋膿瘍、多発性関節炎を来し
た B 群レンサ球菌性髄膜炎の一例
広島市立安佐市民病院 神経内科 森 洋子

10:31～11:16 脳症

座長 鎌田 正紀
（香川大学医学部 神経難病講座）

C-10 舞踏病様不随意運動にて発症し，抗 GAD 抗体の関連が示唆
された脳症の 1 例
山陰労災病院 神経内科 菓 裕貴

C-11 安静時 Default-mode network の障害を認めた可逆性脳梁脳
症の一例
島根大学 神経内科 三瀧 真悟

C-12 記銘力低下、見当識障害で発症した脳幹型
posterior reversible encephalopathy syndrome(PRES)の 1 例
山陰労災病院 神経内科 田尻 佑喜

C-13 両側の視力障害で発症し、Wernicke 脳症と、多発ニューロパ
チーを来したビタミン B1 欠乏症の一例
愛媛大学医学部附属病院薬物療法 神経内科 岩城 寛尚

C-1４ メフロキン投与後も改善を認めなかった悪性リンパ腫関連進
行性多巣性白質脳症の 1 例
広島大学病院 脳神経内科 森本 彩

