
 

 

 

第 102 回日本神経学会東北地方会 
 
 

日 時：平成 30 年 9 月 22 日（土）9：25～ 
     （受付開始は 8：45～） 
場 所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台東口  

仙台市宮城野区榴岡 3-4-1 
アゼリアヒルズ 2F/10F 
Tel ：022-200-2612 

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 

     会場費：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。 
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重 要 

 

演者の皆様へ 
 

ご発表の際は、演題名スライドの次に COI自己申告の

開示に関するスライドを必ず呈示して下さい。 

 

日本神経学会理事会および社員総会にて、利益相反(COI)に関する運用指針が

改正されました。これに伴い、各地方会支部においても発表演者が COI 自己申

告の有無を問われることになりました。第 93回日本神経学会東北地方会より施

行することになりますので、必ず COIの有無をスライド上でご開示願います。 

 

 

 

医学研究に関する発表を行う場合、筆頭発表者は配偶者、一親等の親族、生

計を共にする者も含めて、今回の演題発表・講演に際して医学研究に関連する

企業・組織や団体との経済的な関係について過去１年間ＣＯＩの有無があるか。 

 
 

「有」→ ①様式 3「COI 申告書」を提出 （提出先：東北地方会事務局） 

     ②様式 4-B をスライド発表時に開示 

（発表スライドの最初または演題・発表者を紹介するスライドの次に開示） 

 

 

「無」→ 様式 4-A をスライド発表時に開示 

（発表スライドの最初または演題・発表者を紹介するスライドの次に開示） 

 

 

＊様式は日本神経学会ホームページよりダウンロードできます。 

 「学会概要」→「定款・規則」→利益相反(COI)に関する運用規定、様式 3、様式 4 
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第 102 回日本神経学会東北地方会 プログラム 

 

平成 30 年 9 月 22 日（土） 

TKP ガーデンシティ 

PREMIUM 仙台東口 

 

受付：10 階 

第一会場：10 階ホール 10A 

第二会場：10 階ホール 10B 

 

9:25〜9:30 会長挨拶 青木正志 （第一会場） 

 

（発表 5 分、討論 3 分） 

 セッション名 演題数 開始終了 座長（所属） 

 

 

 

第

一

会

場 

血管障害 4 9:30〜10:02 永沢光（山形県立中央病院） 

神経変性疾患 1 3 10:02〜10:26 石田義則（竹田綜合病院） 

神経変性疾患 2 3 10:26〜10:50 馬場徹（仙台西多賀病院） 

感染症 3 10:50〜11:14 原賢寿（秋田赤十字病院） 

代謝性・栄養障害性疾患 3 11:14〜11:38 白田明子（太田熱海病院） 

 

 

第

二

会

場 

脱髄性疾患・白質脳症 4 9:30〜10:02 鈴木千恵子（青森県立中央病院） 

自己抗体関連疾患 4 10:02〜10:34 藤盛寿一（東北医科薬科大学） 

MG・ミオパチー 3 10:34〜10:58 鈴木靖士（仙台医療センター） 

腫瘍関連疾患ほか 4 10:58〜11:30 菊池貴彦（岩手県立中央病院） 

 ※総演題数：31（うち動画演題：4） 

世話人会 2 階 ミーティングルーム 2A   

世話人 and/or 代議員の先生方  12:00〜 
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[第 1 会場]  10 階ホール 10A  

 

会長挨拶  9:25〜9:30 

青木正志（東北大学神経内科） 

 

 

血管障害 9:30〜10:02 （発表 5 分、討論 3 分） 

座長：永沢光（山形県立中央病院神経内科） 

 

1. 両側椎骨動脈解離の一例 

岩手県立中央病院神経内科 

○滝川浩平(タキカワ  コウヘイ)、山口枝里子、土井尻遼介、道又大吾、小田桃世、高橋賢、 

小原大治、高橋弘明、菊池貴彦 

 

2. 後下小脳動脈に限局した解離性動脈瘤の 1 例 

みやぎ県南中核病院脳神経内科 

◯豊嶋昌弥（トヨシマ マサヤ）、大嶋龍司、宮澤康一、澁谷聡 

 

3. くも膜下出血と鑑別が困難であった isolated cortical venous thrombosis の 80 歳女性例 

広南病院脳血管内科 

◯小林優也(コバヤシ ユウヤ)、齋藤拓也、 川端雄一、 矢澤由加子、 板橋亮 

※動画あり  

 

4. 肺炎球菌性髄膜炎罹患 5 か月後に発症した cerebral vasculopathy の一例 

山形県立中央病院神経内科 

〇和田学（ワダ マナブ）、山口佳剛、永沢光 

 

 

神経変性疾患 1 10:02〜10:26 

座長：石田義則（竹田綜合病院神経内科） 

 

5. 馬尾肥厚・造影効果を認めた筋萎縮性側索硬化症の 1 例 

山形大学医学部第三内科 

〇鈴木佑弥（スズキ ユウヤ）、小山信吾、猪狩龍佑、近藤敏行、伊関千書、佐藤裕康、石澤賢一 

 

6. 発症から 32 年長期生存した ALS の 1 例 
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秋田赤十字病院神経内科 

◯柴野健（シバノ ケン）、山崎拓麿、井上佳奈、大内東香、原賢寿 

秋田県立脳血管研究センター 脳神経病理学研究部 

宮田元 

 

7. Corticobasal syndrome の１剖検例 

太田熱海病院脳神経センター神経内科 

〇森松暁史（モリマツ アケシ）、門脇傑、飯國洋一郎、白田明子、山根清美 

東京女子医大第一病理 

小林槙雄 

 

 

神経変性疾患 2 10:26〜10:50 

座長：馬場徹（仙台西多賀病院脳神経内科） 

 

8. パーキンソン病と多系統萎縮症の合併と考えられる症例 

青森県立保健大学理学療法学科 

〇神成一哉（カンナリ カズヤ） 

ときわ会病院内科 

荘司貞志、永山亮造 

 

9. LCIG 導入後に Supra-on freezing of gait を生じたパーキンソン病の 1 例 

NHO 仙台西多賀病院脳神経内科 

〇大城咲（オオシロ サキ）、馬場徹、大泉英樹、谷口さやか、田中洋康、下瀬川康子、高橋俊明、

吉岡勝、武田篤 

※動画あり 

 

10. 原発性進行性失語症を呈したレビー小体病の 1 例 

東北大高次機能障害学 

〇小林絵礼奈（コバヤシ エレナ）、成田渉、森田亜由美、柿沼一雄、齋藤裕美子、川上暢子、 

飯塚統、菅野重範、鈴木匡子 

 

 

感染症 10:50〜11:14 

座長：原賢寿（秋田赤十字病院神経内科） 
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11. 副鼻腔炎から波及した中枢神経感染症の 2 例 

岩手医科大学神経内科・老年科 

〇大井清貴（オオイ キヨタカ）、名取達德、鈴木隆史、津田圭介、寺山靖夫 

※動画あり 

 

12. 水疱を伴わない帯状疱疹（zoster sine herpete）に続発して、 無菌性髄膜炎・動眼神経麻痺・

脳血管症・脊髄炎を来し、 診断と治療に難渋した一例 

福島県立医科大学神経内科 

◯板垣裕也（イタガキ ユウヤ）、松田希、田中翔子、阿部暖、服部香寿美、中津秀幸、安田恵、

村上丈伸、吉田健二、榎本博之 

福島県立医科大学神経再生医療学講座 

宇川義一 

 

13. 脳病変が主体であった HTLV-1 感染症の 1 例 

弘前大学脳神経内科 

○瓦林毅（カワラバヤシ タケシ）、中村琢洋、清野祐輔、廣畑美枝、東海林幹夫 

 

 

代謝性・栄養障害性疾患 11:14〜11:38 

座長：白田明子（太田熱海病院神経内科） 

 

14. 多彩な症状を呈し、確定診断までに時間を要した Wilson 病の症例 

中通総合病院神経内科 

〇ワッツ志保里(ワッツ シオリ)、加賀谷肇、柴田敬一 

 

15. 針筋電図で ALS が鑑別に上がったミトコンドリア異常症（MERRF）の 1 例 

岩手医科大学神経内科・老年科 

〇加藤正義（カトウ タダヨシ）、水野昌宣、米澤久司、寺山靖夫 

※動画あり 

 

16. 深部感覚障害を欠き、軽度の表在覚障害と小脳失調を呈したビタミン E 欠乏症の 1 例 

秋田赤十字病院神経内科 

 ○加澤隆康（カザワ タカヤス）、井上佳奈、大内東香、柴野健、原賢寿 
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[第 2 会場]  10 階ホール 10B  

 

脱髄性疾患・白質脳症 9:30〜10:02 （発表 5 分、討論 3 分） 

座長：鈴木千恵子（青森県立中央病院神経内科） 

 

17. MOG 抗体陽性脳炎の一例 

石巻赤十字病院神経内科 

〇成川孝一（ナリカワ コウイチ）、佐藤遼祐、加藤量広、及川崇紀 

東北大学病院神経内科 

高井良樹 

 

18. Tumefactive demyelinating lesion で発症し脊髄病巣で再発した一例 

秋田大学脳神経内科 

〇舟坂穂希(フナサカ ホマレ)、鎌田幸子、三瓶結、華園晃、菅原正伯、飯島克則 

 

19. 亜急性に意識障害が進行した白質脳症の一例 

岩手県立中央病院神経内科 

〇道又大吾（ミチマタ ダイゴ）、菊池貴彦、山口枝里子、小田桃世、土井尻遼介、高橋賢、 

小原大治、高橋弘明 

岩手県立中央病院血液内科 

宮入泰郎 

 

20. 微量な JC ウイルス DNA にて診断された小脳・脳幹型進行性多巣性白質脳症の 1 剖検例 

市立秋田総合病院神経内科 

○市川大（イチカワ ダイ）、深谷浩史、大川聡 

市立秋田総合病院病理診断科  

提嶋眞人 

秋田県立脳血管研究センター臨床病理部 

宮田元 

杏林大学医学部解剖学教室顕微解剖学部門 

川上速人 

国立感染症研究所ウイルス第一部 

中道一生 

 

自己抗体関連疾患 10:02〜10:34 

座長：藤盛寿一（東北医科薬科大学老年神経内科） 
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21. 頭蓋内多発病変を合併したギラン・バレー症候群の一例 

仙台市立病院神経内科 

◯駒村寛(コマムラ ヒロシ)、中村尚子、小川諒、遠藤薫、樋口じゅん 

 

22. 一側上肢発症 stiff-limb 症候群の 1 例 

東北大学神経内科 

○張替宗介（ハリガエ ソウスケ）、阪本直広、西山亜由美、菅野直人、黒田宙、菊池昭夫、 

青木正志 

 

23. 抗 GalNAc-GD1a 抗体陽性の亜急性運動感覚性ポリニューロパチーの一例 

東北医科薬科大学老年神経内科 

〇東野将志（ヒガシノ マサシ）、堀内嵩弘、佐藤和彦、石垣あや、中村正史、菊池大一、 

小林理子、藤盛寿一、中島一郎 

 

24. 尾状核病変を認めた抗 VGKC 複合体抗体陽性脳炎の一例 

山形大学医学部第三内科 

○近藤敏行 (コンドウ トシユキ)、鈴木佑弥、猪狩龍佑、伊関千書、佐藤裕康、小山信吾、 

石澤賢一 

 

 

MG・ミオパチー 10:34〜10:58 

座長：鈴木靖士（仙台医療センター脳神経内科） 

 

25. 肺癌の合併によって増悪した重症筋無力症の 1 例 

大原綜合病院神経内科 

○斎藤直史（サイトウ ナオシ）、吉原章王、添田智子 

 

26. 重症筋無力症でステロイド治療中に抗 ARS 抗体陽性多発筋炎を発症した一例 

福島県立医科大学神経内科 

〇阿部亜妃子（アベ アキコ）、吉田健二、板垣裕也、阿部暖、時村瞭、服部香寿美、黒見祐美子、

安田恵、村上丈伸、榎本博之 

福島県立医科大学神経再生医療学講座 

宇川義一 

 

27. 腰部脊柱管狭窄症による神経根障害で持続性高 CK 血症を示した一例 
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青森県立中央病院脳神経内科 

〇中村崇志（ナカムラ タカシ）、上野達哉、引地浩基、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 

国立精神・神経医療研究センター神経研究所 

西野一三 

 

 

腫瘍関連疾患ほか 10:58〜11:30 

座長：菊池貴彦（岩手県立中央病院神経内科） 

 

28. 両側大脳病変を呈し、脱髄疾患との鑑別に苦慮した神経膠腫の 1 例 

東北大学神経内科 

〇松本勇貴（マツモト ユウキ）、小野理佐子、高井良樹、黒田宙、三須建郎、青木正志 

東北大学脳神経外科 

佐々木慶介、齋藤竜太 

 

29. 高度な舌運動障害で発症し診断に苦慮した多発性骨髄腫の 1 例 

国立病院機構仙台医療センター脳神経内科 

○村上佑美（ムラカミ ユミ）、渡辺源也、中村貴彬、結城翼、菅谷涼、千葉哲矢、川﨑永美子、 

突田健一、鈴木靖士 

国立病院機構仙台医療センター血液内科 

渡邉真威 

 

30. 微熱、意識障害を主症状としたリウマチ性髄膜炎の１例 

青森県立中央病院脳神経内科 

〇羽賀理恵（ハガ リエ）、引地浩基、上野達哉、西嶌春生、新井陽、鈴木千恵子、布村仁一、 

馬場正之、冨山誠彦 

 

31. 頚椎後縦靭帯骨化症により、顔面および四肢・体幹の痛覚過敏を来したと考えられる一例 

太田熱海病院脳神経センター神経内科 

○濱田花菜（ハマダ カナ）、門脇傑、飯國洋一郎、森松暁史、白田明子、山根清美 

 

 

世話人会 2 階 ミーティングルーム 2A 

世話人 and/or 代議員の先生方  12:00〜 

 


	MG・ミオパチー　10:34〜10:58

