第69回九州精神神経学会 プログラム
１２月１日（木）

B会場
9:00 神B-1
認知機能低下を来した辺縁系脳炎の一例

C会場
神C-1
多動・焦燥・こだわりの顕著な強迫性障害の入院治療

○児玉 英也(MD), 山下 裕之(MD)

○真武 徳至(DR), 桑野 真澄(DR), 中尾 智博(DR), 神庭 重信(DR)

福岡県: 久留米大学病院精神神経科

福岡県: 九州大学病院精神科神経科

9:14 神B-2
認知機能障害が前景に立った髄膜炎の一例

神C-2
反復思考を主とする強迫性障害に対しリスペリドンとエスシタロプラム
が有効であった一例

○治田 倫孝(DR), 林 要人(DR), 石田 康(DR)
宮崎県: 宮崎大学医学部附属病院精神科

○伊藤 隆伸(DR) 1), 貫井 洋(DR) 2), 貫井 裕子(DR) 2), 岩永 亜樹 (DR)
2)
, 安藤 幸宏 (DR) 2), 山本 智一 (DR) 2), 瀬戸 秀文(DR) 2), 野口 学
(DR) 2), 金村 茂樹(DR) 2), 柴原 誠一郎 (DR) 2), 林田 健太郎 (DR) 2),
高橋 克朗(DR) 2)
1) 長崎県: 長崎県対馬病院精神科
2) 長崎県: 長崎県精神医療センター精神科

9:28 神B-3
認知機能障害を呈したCNSループスの一例

神C-3
治療に難渋した先行刺激を伴わない強迫観念を有する強迫性障害
の一症例

○安楽 勇太(DR), 大島 勇人(DR), 安元 眞吾(DR), 内村 直尚(DR)
福岡県: 久留米大学病院神経精神医学講座

○村上 智哉(DR) 1), 松尾 武(DR) 1) 2), 村山 桂太郎(DR) 1), 中尾 智博
(DR) 1), 神庭 重信(DR) 1)
1) 福岡県: 九州大学病院精神科神経科
2) 福岡県: 肥前精神医療センター

神C-4
9:42 神B-4
診断に苦慮し、最終的に抗NMDA受容体抗体脳炎の診断を考慮し トラウマ体験の悪夢に対して心理教育を行った一例
た、性周期に一致して反復する躁症状を呈した若年女性例
○川崎 俊彦(DR)
沖縄県: 医療法人タピック宮里病院

9:55 神B-5
エスシタロプラムが著効した選択性緘黙の1例
○濱村 尚子(MD), 福田 恭哉(MD), 春日井 基文(MD), 中村 雅之
(MD), 佐野 輝(MD)
鹿児島県: 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能病学分野

○池田 麻衣子(DR) 1), 大江 美佐里(DR) 1), 小城 公宏(DR) 2), 安元 眞
吾(DR) 1), 内村 直尚(DR) 1)
1) 福岡県: 久留米大学医学部神経精神医学講座
2) 福岡県: 植田病院精神神経科

神C-5
EMDRが奏功したPTSD症状を有する東日本大震災被災者5症例の
報告
○堀田 洋(DR) 1), 阿部 祐太(PSW) 1) 2), 石丸 正吾(DR) 1) 3), 吉住 昭
(DR) 1) 4)
1) 沖縄県: 国立病院機構花巻病院（現医療法人一灯の会沖縄中央病院）精
神科
2) 沖縄県: 国立病院機構花巻病院精神科
3) 沖縄県: 国立病院機構花巻病院（現佐賀県医療センター好生館）精神科
4) 沖縄県: 国立病院機構花巻病院（現医療法人社団翠会八幡厚生病院）精
神科

10:09 神B-6
母子関係の改善により軽快した小児の神経性食思不振症の一例

神C-6
甲状腺ホルモンの変動に伴い著明な精神症状を呈したバセドウ病の
1例

○山本 直毅(DR), 久保 達哉(DR), 冠地 信和(DR), 田山 達之(DR), 山
口 尚宏(DR), 野中 俊輔(DR), 今村 明(DR), 小澤 寛樹(DR)
○進藤 太郎(DR) 1) 2), 富永 信平(DR) 1)
長崎県: 長崎大学病院精神神経科

1) 福岡県: 医療法人唐虹会 虹と海のホスピタル
2) 福岡県: 福岡大学医学部精神医学教室

神C-7
10:23 神B-7
強迫性障害の女児に対してプレイセラピーを導入し強迫症状の改善 出産に伴う甲状腺機能亢進症により精神症状が増悪した非定型うつ
を認めた一例
病の症例
○安藤 充止 (CP) 1) 2), 楯林 義寛(MD) 1), 中村 雅之(MD) 2), 佐野 輝
(MD) 2)

○野上 耕二郎(DR), 国武 裕(DR), 溝口 義人(DR), 川島 敏郎(DR), 門
司 晃(DR)

1) 鹿児島県: 医療法人大徳会 桜ヶ丘病院
2) 鹿児島県: 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能病学分野

佐賀県: 佐賀大学医学部附属病院精神神経科

10:30
10:37 神B-8
父からの暴力を背景に異なる行動様式を示した神経症圏の兄弟例
○長沼 清(DR), 大江 美佐里(DR), 千葉 比呂美(DR), 石田 哲也(CP),
内村 直尚(DR)
福岡県: 久留米大学病院精神神経科

神C-8
多彩な精神症状のために診断に苦慮した橋本脳症の1例
○吉富 碧(DR) 1), 上野 由紀子(CP) 1), 村田 未希(OT) 1), 佐々木 博之
(MD) 1), 梶尾 勇介(MD) 1), 城野 匡(MD) 1), 池田 学(MD) 2), 橋本 衛
(MD) 1)
1) 熊本県: 熊本大学医学部附属病院神経精神科
2) 熊本県: 大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室
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神C-9
10:50 神B-9
発達障害者の特性理解用レーダーチャート(MSPA)を用いた心理ア 重篤な合併症を持つ緊張病症候群に対しmECTを行えた１例
セスメントの実施例
○石田哲也(CP), 大江美佐里(DR), 内村直尚(DR)
福岡県: 久留米大学医学部神経精神医学講座

○横塚 紗永子(MD) 1), 石塚 貴周(MD) 1), 田畑 健太郎(MD) 1), 斎之平 一
隆(MD) 1), 新井 薫(MD) 1), 塩川 奈理(MD) 1), 春日井 基文(MD) 1), 中村
雅之(MD) 1), 松久保 秀幸(MD) 2), 山畑 良蔵(MD) 2), 田中 恵子(MD) 3), 佐
野 輝(MD) 1)
1) 鹿児島県: 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 精神機能学分野
2) 鹿児島県: 鹿児島県立姶良病院
3) 鹿児島県: 新潟大学脳研究所細胞神経生物学分野

11:00
11:03 神B-10
幼児期自閉スペクトラム症の身体模倣の特徴
－対人関係等の改善に対する作業療法学的介入を目指して－
○井上 和博(OT), 柳田 信彦(OT), 赤崎 安昭(DR)
鹿児島県: 鹿児島大学医学部保健学科作業療法学専攻

11:16 神B-11
健常成人における類型化された曖昧さへの態度と自閉スペクトラム
特性の比較

神C-10
双極性障害に合併した転換性障害に修正型電気痙攣療法が奏功し
た一例
○右田 光(DR) 1), 西尾 啓(DR) 2), 森枝 悟(DR) 1), 梶尾 勇介(DR) 1), 城
野 匡(DR) 1), 橋本 衛(DR) 1), 池田 学(DR) 3)
1) 熊本県: 熊本大学医学部附属病院神経精神科
2) 熊本県: 国立病院機構 菊池病院精神科
3) 熊本県: 大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室

神C-11
修正型電気けいれん療法後の脳波変化について

○増本 政也(DR), 安元 眞吾(DR), 内村 直尚(DR)
○榎木 宏之(CP) 1) 2), 甲田 宗良(CP) 1), 友利 陽子(DR) 1), 近藤 毅(DR)
福岡県: 久留米大学精神神経科
1)
, 小渡 敬(DR) 2)
1) 沖縄県: 琉球大学大学院医学研究科精神病態医学講座
2) 沖縄県: 平和病院

12:00 合同ランチョンセミナー
神C-12
15:30 神B-12
入院によりCPAPが使用できるようになった重症SAS合併の統合失調 障害者職業能力開発校スクールカウンセラーとしての活動報告
症の1例
○片岡 岳(DR) 1), 住田 靖尚(DR) 2), 川嵜 弘詔(DR) 1)
○加藤 隆郎(DR) 1) 3), 小城 公宏(DR) 2), 内村 直尚(DR) 1)
1) 福岡県: 久留米大学医学部神経精神医学講座
2) 福岡県: 植田病院精神神経科
3) 福岡県: 松岡病院精神神経科

15:44 神B-13
抗精神病薬に対する反応性が異なる22q11.2欠失症候群の2症例
○田川 真一朗(MD) 1), 林 岳宏(MD) 1), 前田 冬海(MD) 1), 神田 英介
(MD) 1), 肝付 洋(MD) 1), 春日井 基文(MD) 1), 鮫島 三恵子(MD) 2), 鮫
島 秀弥(MD) 2), 中村 雅之(MD) 1), 赤崎 安昭(MD) 3), 佐野 輝(MD) 1)

1) 福岡県: 福岡大学医学部精神医学教室
2) 福岡県: 住田病院

神C-13
BDNFの寛解維持指標としての有用性
○中根 真吾(DR)
福岡県: 産業医科大学病院神経・精神科

1) 鹿児島県: 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能病学分野
2) 鹿児島県: 社会医療法人慈生会ウエルフェア九州病院
3) 鹿児島県: 鹿児島大学医学部保健学科

15:58 神B-14
太宰府病院における外来多剤併用患者のプロフィール調査

神C-14
自傷行為を繰り返し抑うつ状態が遷延したものの、カルバマゼピンと
行動活性化療法が奏効した30代女性入院患者の1例

○尾久征三(DR)
○田北 不空(DR)
福岡県: 福岡県立精神医療センター太宰府病院
大分県: 大分大学医学部附属病院精神科精神神経科

16:00
16:12 神B-15
うつ病患者の入院治療による身体症状の変化について

神C-15
躁病エピソードの既往とマインドフルネスが躁・うつ症状に及ぼす影
響－マインドフルネスの構成要素ごとの検討－

○奥村 幸祐(DR), 高田 和秀(DR), 松下 満彦(DR), 徳永 雄一郎(DR)
福岡県: 医療法人社団新光会 不知火病院

○甲田 宗良(CP) 1), 榎木 宏之(CP) 1) 2), 友利 陽子(DR) 3), 近藤 毅(DR)
1)

1) 沖縄県: 琉球大学大学院医学研究科精神病態医学講座
2) 沖縄県: 平和病院
3) 沖縄県: 琉球大学医学部附属病院精神科神経科

16:30 生涯教育研修会

