第 99 回日本神経学会東北地方会
日 時：平成 29 年 3 月 11 日（土）9：25～
（受付開始は 8：45～）
場 所：フォレスト仙台（宮城県教育会館 2 階）
仙台市青葉区柏木 1-2-45
Tel ：022-271-9340
事務局：東北大学医学部神経内科
会長 青木 正志
仙台市青葉区星陵町 1-1
Tel : 022-717-7189 Fax : 022-717-7192
年会費：1,000 円／年
参加費：1,000 円（初期研修医・学部生は無料）
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

注意事項

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆◇◆◇◆

(1) 発表時間は 5 分 、討論 3 分 、計 8 分 とします。（時間厳守 ）
(2) 発表は PC 形式のみとします。
(3) スライド数には特に制限を設けませんが、発表時間を厳守して下さい。
(4) 動画を含む演題につきましては、事前（演題申込時）申請のあったものに
限らせていただきます。
(5) 演者は必ず抄録を提出して下さい。
(6) 神経内科専門医の方には受付にて「認定更新単位登録票」を
お渡しします。
(7) プログラムの予備はございませんので、当日忘れずにご持参下さい。

第一会場
脳血管障害（板橋亮）9:30 – 10:02
１．tPA 静注療法後に食道粘膜下出血を合併した脳梗塞の一例
広南病院脳血管内科
◯矢澤由加子（ヤザワ ユカコ）
、重畠裕也、福間一樹、遠藤薫、阿部宗一郎、板橋亮
２．上部消化管内視鏡検査後に脳塞栓を発症した一例
東北大学神経内科
◯池之内初（イケノウチ ハジメ）
、菅野直人、中村貴彬、大嶋龍司、小林潤平、黒田
宙、青木正志
３．partial HELLP 症候群を呈した周産期脳出血の 1 例
山形県立中央病院神経内科
○永沢 光（ナガサワ ヒカル）
、黒川克朗、和田学、山川達志
４．肺動静脈瘻を伴った奇異性脳塞栓症の一例（動画）
みやぎ県南中核病院神経内科
◯添田 敏寛（ソエタ トシヒロ）
、大嶋龍司、望月廣、渋谷聡

末梢神経障害（鈴木千恵子）10:02 – 10:34
５．Delayed postradiation radiculoneuropathy の 1 例
太田熱海病院神経内科
○金森翔太（カナモリ ショウタ）
、金子香澄、木村文香、飯國洋一郎、佐々木格、森松
暁史、白田明子、山根清美
６．Reversible conduction failure を呈した acute motor-sensory axonalneuropathy
(AMSAN) の一例
岩手医科大学神経内科・老年科
〇鎌田麻美（カマダ アサミ）
、水野昌宣、米澤久司、寺山靖夫
７．神経生検にて Perineuritis の像が得られたニューロパチーの一例
弘前大学神経内科
〇中村琢洋(ナカムラ タクミ)、瓦林毅、清野祐輔、若林孝一、東海林幹夫

８．非特異的な症状を呈し大量免疫グロブリン療法が奏功した抗 GT1b 抗体陽性免疫性ニ
ューロパチーの 56 歳男性例
北村山公立病院神経内科
○林俊行（ハヤシ トシユキ）
、中嶋信人
日本医科大学眼科
五十嵐勉
日本医科大学神経内科
木村和美

変性疾患・腫瘍（荒若繁樹）10:34 – 11:06
９．急性腸管虚血で死亡した 純粋自律神経不全症の１剖検例
将道会総合南東北病院
〇小林靖卓（コバヤシ ヤスタカ）
、加藤昌昭、佐藤滋
１０．当院におけるパーキンソン病患者に対する視床下核定位的脳深部刺激療法の現状
岩手医科大学神経内科・老年科
〇高橋健太（タカハシ ケンタ）
、岩岡和博、前田哲也、寺山靖夫
岩手医科大学脳神経外科
西川泰正
１１．一側動眼神経麻痺で発症した悪性リンパ腫の１例
福島県立医科大学神経内科
◯服部香寿美（ハットリ カスミ）
、星明彦、瀬川茉莉、吉田健二、黒見祐美子、村上丈
伸、伊藤英一、宇川義一
１２．多核球優位の髄液細胞増多を呈し、神経ベーチェット病との鑑別を要した悪性リン
パ腫の一例
東北大学神経内科
〇中村貴彬（ナカムラ タカアキ）
、高井良樹、黒田宙、三須建郎、青木正志

認知症・高次機能障害（藤盛寿一）11:06 – 11:46
１３．意識障害の遷延したびまん性軸索損傷の 1 例
総合南東北病院神経内科
◯有野敦司（アリノ アツシ）
、松本勇貴、Shakespear Norshalena、土屋真理夫、金子知

香子、久保仁、藤原一男、山本悌司、片山宗一
１４．町議会議員の顔がわからなくなり失職したタクシー運転手の一例
青森県立中央病院神経内科
〇新井陽（アライ アキラ）
、今智矢、船水章央、上野達哉、羽賀理恵、西嶌春生、鈴木
千恵子、布村仁一、馬場正之、冨山誠彦
１５．ビタミン D 製剤の過剰服用に伴う高カルシウム血症により認知機能低下を示した高
齢女性
東北医科薬科大学地域医療学・総合診療科
〇古川勝敏(フルカワ カツトシ)、宮澤イザベル、大原貴裕、住友和弘、人見秀昭
１６．非流暢性/失文法型原発性進行性失語を呈した大脳皮質基底核変性症の一例(動画・
音声)
東北医科薬科大学神経内科
○川口典彦（カワグチ ノリヒコ）
、小林理子、石垣あや、藤盛寿一
東北医科薬科大学リハビリテーション科
菊池大一
１７．心肺蘇生後の視空間認知障害（動画）
山形大学高次脳機能障害学
◯伊関千書（イセキ チフミ）
、伊藤さゆり、鈴木匡子
山形病院リハビリテーション科
豊岡志保
山形大学内科学第一
山浦玄斎、田村晴俊、宍戸哲郎

第二会場
脱髄疾患（水野昌宣）9:30 – 10:02
１８．子宮筋腫による過多月経が誘因となり、重度リンパ球減少症を来した Fingolimod
内服中の
多発性硬化症の１例
秋田大学神経内科

○華園晃（ハナゾノ アキラ）
、三瓶結、鎌田幸子、菅原正伯、飯島克則
１９．妊婦に発症した抗アクアポリン 4 抗体陽性視神経脊髄炎の 1 例
総合南東北病院神経内科
〇松本勇貴（マツモト ユウキ）
、Shakespear Norshalena、土屋真理夫、金子知香子、久
保仁、藤原一男、山本悌司、片山宗一
２０．関節リウマチ治療中にリウマチ性髄膜炎および視神経脊髄炎を合併した 60 歳女性
太田西ノ内病院脳神経内科
〇富施敦仁(フセ アツヒト)、中原登志樹
秋田大学精神科
神林崇
順天堂大学脳神経内科
服部信孝
２１．出産後に脱髄性多発末梢性神経障害と多発性の中枢性病巣を伴った抗 MOG 抗体陽性
であった 1 例
仙台医療センター神経内科
○原嶋祥吾(ハラシマ ショウゴ）
、渡辺源也、千葉哲矢、田野大人、川﨑永美子、突田健
一、鈴木靖士
東北大学神経内科
金子仁彦、中島一郎、青木正志

脳炎・髄膜炎（鈴木靖士）10:02 – 10:34
２２．肉芽腫性アメーバ性脳炎の１例
大崎市民病院神経内科
○豊嶋昌弥（トヨシマ マサヤ）、黒澤和大、中村正史、清水洋
大崎市民病院病理診断科
坂元和宏
東北大学神経内科
武井健太郎
２３．悪性胸膜中皮腫に合併した抗 NMDA 受容体抗体脳炎の一例
秋田赤十字病院神経内科
〇柴田健太郎、柴野健、原賢寿

御野場病院神経内科
石黒英明
２４．視床下部下垂体炎と考えられた 1 例
太田熱海病院神経内科
○金子香澄（カネコ カスミ）
、木村文香、金森翔太、飯國洋一郎、佐々木格、森松暁
史、白田明子、山根清美
２５．SIADH による意識障害を伴った水痘帯状疱疹ウイルス髄膜炎の 1 例
仙台医療センター神経内科
○高垣由紀（タカガキ ユキ）
、田野大人、千葉哲矢、渡辺源也、川﨑永美子、突田健
一、鈴木靖士

ミオパチー（榎本博之）10:34 – 11:06
２６．人工呼吸器管理を要した抗 HMGCR 抗体陽性壊死性ミオパチーの一例
山形大学第３内科
◯佐藤大祐（サトウ ダイスケ）
、公平瑠奈、鈴木佑弥、猪狩龍佑、佐藤裕康、小山信
吾、荒若繁樹、加藤丈夫
公立置賜総合病院神経内科
栗村正之
２７．繰り返す誤嚥性肺炎に対して喉頭中央部切除術を施行した筋強直性ジストロフィー
の2例
石巻赤十字病院神経内科
〇中村里紗、加藤量広、成川孝一、及川崇紀
東北大学大耳鼻咽喉・頭頸部外科
宮崎真紀子、香取幸夫
２８．高 CK 血症を契機に診断された McLeod 症候群の一例
山形大学第３内科
◯鈴木佑弥（スズキ ユウヤ）
、公平瑠奈、佐藤大祐、猪狩龍佑、佐藤裕康、小山信吾、
荒若繁樹、加藤丈夫
２９．四肢の筋痛・筋力低下を呈した顕微鏡的多発血管炎の一例
みやぎ県南中核病院神経内科

◯高橋 妙珠（タカハシ タユミ）
、菅野重範、宮澤康一、渋谷聡

脳神経・脊髄（菅原正伯）11:06 – 11:38
３０．MRI にて三叉神経根入口部に病変が認められた三叉神経感覚性ニューロパチーの 1
例
宮城病院神経内科
○松本有史（マツモト アリフミ）
、久永欣哉、永野功
東北大学神経内科
金子仁彦、高橋利幸、中島一郎
３１．抗 MOG 抗体陽性の視神経周囲炎の一例
青森県立中央病院神経内科
〇引地浩基（ヒキチ ヒロキ）
、今智矢、船水章央、上野達哉、羽賀理恵、西嶌春生、新
井陽、鈴木千恵子、布村仁一、馬場正之、冨山誠彦
東北大学神経内科
金子仁彦
米沢病院神経内科
高橋利幸
３２．大量免疫グロブリン療法後に遅発性に眼瞼下垂の再燃を認めた Miller Fisher 症候
群の 40 歳男性例
北村山公立病院神経内科
〇中嶋信人（ナカジマ ノブヒト）
、林俊行
日本医科大学眼科
五十嵐勉
多摩総合医療センター神経・脳血管内科
上田雅之
３３．機能予後が良好であった spinal dural AVF の２例
福島県立医科大学神経内科
◯黒見祐美子（クロミ ユミコ）
、瀬川茉莉、吉田健二、服部香寿美、村上丈伸、伊藤英
一、松田希、宇川義一
福島県立医科大学脳神経外科
織田惠子

第 99 回日本神経学会東北地方会
ランチョンセミナー
（共催：田辺三菱製薬株式会社）
平成 29 年 3 月 11 日（土） フォレストホール
12：30～13：30 （ドアオープン 12：15～）

講 演

「山形県の難病医療ネットワーク：
特に KINT システムについて」
山形大学医学部内科学第三講座
教授 加藤 丈夫 先生

座長
東北大学大学院医学系研究科 神経内科
教授 青木 正志 先生

第 24 回 日本神経学会東北地方会 生涯教育講演会
＜ 平成 29 年 3 月 11 日（土）フォレスト仙台 13：40～ ＞
参加費：4,000 円
会場費：1,000 円
13：40 開会の辞 福島県立医科大学神経内科 宇川 義一 先生
① 13：45～14：30
座長 福島県立医科大学神経内科 宇川 義一 先生
「末梢神経・筋の超音波診断」
帝京大学医療技術学部臨床検査学科

准教授

塚本

浩

先生

② 14：30～15：15
座長 弘前大学大学院医学研究科 東海林 幹夫 先生
「筋強直性 dystrophy の臨床」
国立病院機構

青森病院

神経内科

高田

博仁

先生

（休憩：15：15～15：25）
③ 15：25～16：10
座長 岩手医科大学神経内科・老年科 寺山 靖夫 先生
「脳梗塞急性期の血栓回収療法」
岩手県立中央病院

神経内科

高橋

賢

先生

④ 16：10～16：55
座長 東北大学医学部神経内科 中島 一郎 先生
「認知症の PET 分子イメージング」
東北医科薬科大学医学部
閉会の辞

薬理学

山形大学医学部内科学第三講座

岡村

信行

先生

加藤 丈夫 先生

