
第151回 日本神経学会東海北陸地方会
プ ロ グ ラ ム

会長：宮尾　眞一
名鉄病院　神経内科

 1 



交通案内図
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交通案内図 会場：名古屋国際会議場２号館
名古屋市熱田区熱田西町１−１
TEL：（052）683-7711

Ａ会場：２階　224会議室
Ｂ会場：２階　222・223会議室

●公共交通機関をご利用ください

会場案内図
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〈参加者へのお知らせ〉
　　参加者の方は地方会運営費（会場費）として1,000円、発表者の方は抄録掲載料として発表

者１名につき100円を参加受付にてお支払いください。

〈発表者へのお知らせ〉
１）後抄録については、演題応募の際に地方会抄録冊子用としてご提出頂いた抄録を学会誌

掲載用の後抄録原稿として学会誌編集委員会へ提出いたしますので、プリントアウトし
たものを学会当日にご提出頂く必要はございません。抄録に訂正がある場合は、ご提出
頂いたWord文書に演題番号をご記入の上、本会終了後２週間以内に運営事務局までメー
ル添付にてお送りください。抄録に訂正がない場合は、改めて抄録をお送り頂く必要は
ございません。

２）１題の発表時間は６分、討論時間は２分（計８分）です。時間を厳守してください。

３）PCとプロジェクターを使用しての演題発表とさせて頂きます。スライドやビデオでの発表
はできません。

４）下記の要領にて発表の準備をお願いいたします。

①各会場にはWindows7のパソコンをご用意しております。

②対応アプリケーションはWindows版PowerPoint2016です。発表者ツールは使用でき
ません。操作は演台にてご自身で行ってください。Macintoshで作成されたデータには
対応できません。フォントは文字化け、レイアウトのくずれを防ぐため標準的なフォン
トをご使用ください。

③データはUSBメモリーまたはCD-R（RWは不可）に保存して演者受付・PC受付にお
持ちください。PC受付では、設置のパソコンにコピーして正常に再生されることをご確
認ください。CD-RへのフォーマットはISO9600方式をご使用ください。

④Macintoshでデータを作成された場合は、PC本体をお持ち頂くか、必ずWindows機
での動作を確認したデータをお持ちください。

　また、PC本体をお持ち込みの場合には、D-sub15ピン（ミニ）用ディスプレイアダプタ
と電源ケーブルをご持参ください。

⑤当日は、ご発表時間の30分前までにPC受付にてデータを確認してください。

⑥DVD等の動画再生はできません。
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〈データ作成時の注意点〉

１）動画について
　　動画データを使用の際は、同じフォルダに動画データを入れてください。下記ソフトで

再生可能であるデータに限定させて頂きますが、PCをお持ち込み頂くことを推奨いたし
ます。

　  〈動画再生使用ソフト〉
　　Windows Media Player、Quick Time Player
２）画像について
　　Windowsで画像の貼り込みを行う場合、ファイル形式はビットマップ化されたものを

ご使用ください。画像をPowerPointに貼り付ける際はJPEG、BMP形式をご使用く
ださい。MacintoshのPICT形式は使用しないでください。

３）グラフの作成について
　　グラフの作成はPowerPoint標準機能かエクセルのグラフをご使用ください。これ以外

のソフトで作成した場合は上記２）と同じ画像形式に書き出したグラフデータを貼り込
んでください。

４）ウイルスについて
　　メディアを介したウイルス感染の事例がありますので、必ず最新のウイルス駆除ソフト

でチェックしてください。
５）データについて
　　ご発表データは、ファイル名を「演題番号と氏名（例．32 神経 太郎）」として、PC受

付にてご登録をお願いいたします。ご発表のデータはPC受付と会場のパソコンに一時
保存いたしますが、これらのデータは地方会終了後、責任をもって破棄いたします。

６）利益相反（COI）状態開示について
　　筆頭発表者は、発表内容に関係する企業・組織や団体との過去１年間のCOI状態の有無

を下記の例を参照頂き、発表の際に発表スライドの最初に記載する方法で開示してくだ
さい。

　　（様式４－A） 　　　　　　　　　　　　　（様式４－B）
　　

　　COIに関する運用指針は、日本神経学会ホームページに掲載しております。上記様式の
パワーポイントデータも用意しておりますので、ご利用ください。

　　http://www.neurology-jp.org/news/news_20110421_02.html

様式１AB

1

日本神経 学会

（様式4－Ａ）口頭発表におけるＣＯＩ状態の開示
申告すべきＣＯＩ状態がない場合

日本神経 学会
ＣＯ Ｉ 開示

筆頭発表者名： ○○ ○○

演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係にある
企業などはありません。

日本神経学会
ＣＯ Ｉ 開示

（様式4－B） 申告すべきＣＯＩ状態がある場合

ＣＯ Ｉ 開示
筆頭発表者名： ○○ ○○

演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係にある企業などとして、

①顧問： なし
②株保有・利益： なし
③特許使用料： なし③特許使用料： なし
④講演料： なし
⑤原稿料： なし
⑥受託研究・共同研究費： ○○製薬
⑦奨学寄付金： ○○製薬
⑧寄付講座所属： あり（○○製薬）
⑨贈答品などの報酬： なし

様式１AB

1

日本神経 学会

（様式4－Ａ）口頭発表におけるＣＯＩ状態の開示
申告すべきＣＯＩ状態がない場合

日本神経 学会
ＣＯ Ｉ 開示

筆頭発表者名： ○○ ○○

演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係にある
企業などはありません。

日本神経学会
ＣＯ Ｉ 開示

（様式4－B） 申告すべきＣＯＩ状態がある場合

ＣＯ Ｉ 開示
筆頭発表者名： ○○ ○○

演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係にある企業などとして、

①顧問： なし
②株保有・利益： なし
③特許使用料： なし③特許使用料： なし
④講演料： なし
⑤原稿料： なし
⑥受託研究・共同研究費： ○○製薬
⑦奨学寄付金： ○○製薬
⑧寄付講座所属： あり（○○製薬）
⑨贈答品などの報酬： なし

 5 



Ａ会場（２階　224会議室）
	 時間	 セッション	 所　属	 演者名	 演　題　名

9：45	 Ａ－１	 …………………………………………………………………………… 座長：安井　敬三（名古屋第二赤十字病院　神経内科）
１．	安城更生病院	 神内	 伊藤　翔太	 診断にコントラスト心エコーが有用であった奇異性脳塞栓
２．	静岡県立総合病院	 神内	 勝山　祐輔	 DOAC内服下に心原性脳塞栓を再発した肢体型筋ジストロフィーの１例
３．	名古屋市立東部医療センター	 神内	 井上　裕康	 	腋窩動脈‐腋窩動脈バイパス術後の競合する血流により血栓が生じ脳塞

栓症を起こしたと考えられた１例
４．名古屋大学	 神内	 大岩康太郎	 	抗血栓治療に抵抗性で大動脈置換術が有効であった腕頭動脈原性脳塞栓

症の１例
５．	名古屋医療センター	 神内	 大橋　美紗	 肺癌による腫瘍塞栓に対し血栓溶解療法,血栓回収術を施行した１例
６．	名古屋市立大学	 神内	 大村　真弘	 	Direct	brachial	approach	（DiBA）による後方循環系脳梗塞の血栓除去術

の検討
10：33	 Ａ－２	 …………………………………………………………………………………………… 座長：内田　　圭（名鉄病院　神経内科）
７．	春日井市民病院	 神内	 村尾　厚徳	 垂直性注視麻痺を主徴とする片側視床中脳病変の３例
８．	浅ノ川総合病院	 脳神内	 江口周一郎	 第５頚髄皮膚分節にsensory	levelを来したWallenberg症候群の１例
９．	名古屋市立大学	 神内	 藤岡　哲平	 両側の延髄外側症候群による排尿障害の１例
１０．	名古屋医療センター	 神内	 小林　　麗	 	脳血管障害の機能予後と転機　―回復期リハビリテーション病院のデー

タから―
１１．	名鉄病院	神内（現　津島市民病院　神内）	 八木　孝雄	 Trousseau症候群による脊髄梗塞の１例

11：13	 Ａ－３	 ……………………………………………………………………………………… 座長：丹羽　淳一（愛知医科大学　神経内科）
１2．	愛知医科大学	 神内・脳卒中センター	 徳井　啓介	 全身痙攣で発症した非典型溶血性尿毒症症候群の１例
１3．	名古屋市立西部医療センター	 神内	 片田　栄一	 	転移性大腸癌にbevacizumabを含む化学療法後に発症したposterior	

reversible	encephalopathy	syndromeの１例
１4．	トヨタ記念病院	 神内	 邦武　克彦	 脳血流SPECT検査が診断に有用であったRCVSの１例
１5．	豊川市民病院	 神内	 久野　智之	 認知機能障害を契機に診断に至った硬膜動静脈瘻の１例

ランチョンセミナーＡ
１2：００ 〜 １2：5０	 	「心原性脳塞栓症の治療と予防	―NOAC/DOACの活用―」	

座長：勝野　雅央（名古屋大学大学院医学系研究科　神経内科教授）	
演者：橋本洋一郎（熊本市民病院　首席診療部長　神経内科部長）

共催：バイエル薬品株式会社

13：30	 Ａ－４	 ………………………………………………………………………………………… 座長：小池　春樹（名古屋大学　神経内科）
１6．	岐阜大学	 神内	 吉倉　延亮	 特徴的なPET-CT所見から診断したneurolymphomatosisの１例
１7．	金沢医療センター	 神内	 坂尻　顕一	 右brachial	plexopathyで発症したneurolymphomatosisの１例
１8．	JCHO中京病院	 神内	 玉腰　大悟	 	皮膚老人性血管腫からの生検で診断した中枢神経原発血管内リンパ腫の

１例
１9．	名古屋大学	 神内	 深見　祐樹	 神経生検でオニオンバルブを認めた血管内リンパ腫の一例
2０．	名古屋掖済会病院	 神内	 川瀬　崇広	 胸髄病変にて発症し診断に苦慮した血管内悪性リンパ腫の１例
2１．	浜松医科大学	 第一内科	 竹ノ内晃之	 造血幹細胞移植後に発症した中枢神経限局型PTLD

14：18	 Ａ－５	 ……………………………………………………………………………………… 座長：伊藤　瑞規（豊田厚生病院　神経内科）
22．	名古屋大学	 神内	 横井　克典	 高齢初発の痙攣と大脳白質病変で脳炎との鑑別を要した上衣腫の１例
23．	静岡赤十字病院	 神内	 守屋　麻美	 	Collet-Sicard	syndromeで発症した後腹膜原発炎症性筋線維芽細胞性腫

瘍頭蓋底転移の一例
24．	石川県立中央病院	 神内	 碓井　雄大	 転移性癌による馬尾症候群で対麻痺を呈した一例
25．	豊田厚生病院	 神内	 赤塚　和寛	 幻覚、認知機能低下で発症した髄膜癌腫症の１例
26．	名古屋掖済会病院	 神内	 落合　　淳	 同側性模倣性連合運動を呈した傍腫瘍神経性症候群の１例

14：58	 Ａ－６	 ……………………………………………………………………………… 座長：木村　暁夫（岐阜大学　神経内科・老年内科）
27．	岐阜大学	 神内・老年内科	 加藤　新英	 両側高度顔面神経麻痺をきたした水痘帯状疱疹ウイルス感染症の１例
28．	聖隷浜松病院	 神内	 渡邊　一樹	 MRIで脊髄後角にT２高信号変化を認めた帯状疱疹後運動神経障害の１例
29．	福井大学	 神内	 前田健一郎	 頭部MRIで移動する病変を認めた脳有鉤嚢虫症の１例
3０．	名古屋第二赤十字病院	 神内	 植松　高史	 	ANCA関連血管炎（AAV）にクリプトコッカス髄膜炎と進行性多巣性白

質脳症（PML）を合併した剖検例
3１．	総合上飯田第一病院	 	 近藤　隼人	 鑑別に難渋したCreutzfeldt-Jakob病（CJD）の１例
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Ｂ会場（２階　222・223会議室）
	 時間	 セッション	 所　属	 演者名	 演　題　名

９：45	 Ｂ－１	 ………………………………………………………………………………………… 座長：川頭　祐一（名古屋大学　神経内科）
32．	中東遠総合医療センター	 神内	 若井　正一	 脳表の炎症細胞浸潤を認めステロイドが著効した限局性髄膜炎の２例
33．	金沢医科大学	 神内学	 長山　成美	 群発頭痛様の頭痛を呈した無菌性髄膜炎の１例
34．	名古屋医療センター	 神内	 榊原　健二	 	高用量イソニアジド（INH）内服、髄注、ステロイドパルス療法を施行し

た低濃度INH耐性結核性髄膜炎の１例
35．	名古屋第一赤十字病院	 神内	 本田　大祐	 	MPO-ANCA関連腎炎の寛解中にANCA力価の上昇を伴わずに硬膜・髄膜

炎を呈した多発血管炎性肉芽腫症の１例
36．	名古屋大学	 神内	 岸本　祥之	 	再発性髄膜炎とMEFV遺伝子変異を認め、家族性地中海熱と鑑別を要し

た神経Behçet病と考えた１例
10：25	 Ｂ－２	 ………………………………………………………………………………………… 座長：濵野　忠則（福井大学　脳神経内科）
37．	東海記念病院	 神内	 景山　　卓	 下肢および体幹の不随意運動を呈した橋本脳症の１例
38．	岐阜県総合医療センター	 神内	 工藤　琢哉	 けいれん重積、呼吸障害を呈した辺縁系脳炎型橋本脳症の１例
39．	一宮西病院	 神内	 岡田　弘明	 	画像検査では卵巣奇形腫が明らかではなかった抗NMDA受容体抗体脳炎

の一例
4０．	福井大学	 神内	 佐々木宏仁	 	病初期は画像変化が乏しく診断に苦慮した抗GABAB受容体抗体陽性辺縁

系脳炎の１例
4１．	愛知医科大学	 神内	 比嘉　智子	 再発性・多発性中枢病巣を伴う抗MOG抗体陽性脳炎の１例

11：05	 Ｂ－３	 …………………………………………………………………… 座長：山田健太郎（名古屋市立東部医療センター　神経内科）
42．	名古屋市立東部医療センター	 神内	 磯野　裕司	 皮疹が先行した視神経脊髄炎関連疾患の一例
43．	藤田保健衛生大学医学部	 脳神内学	 前田　利樹	 	髄液中の抗中性糖脂質抗体が経過中に陽性になったEMRN（脳脊髄根末

梢神経炎）の１例
44．	愛知医科大学	 生理学講座	 犬飼　洋子	 	変動性の脱力と感覚障害に発汗低下を同側半身にきたし，アトピー性皮

膚炎，感冒を既往に持つ１例
45．	豊川市民病院	 神内	 宇佐美寿彦	 脳血管炎を合併した多発性骨髄腫の１例
46．	豊田厚生病院	 神内	 水野　幸奈	 	脳生検により原発性中枢神経系血管炎の確定診断に至り、経過良好であっ

た１例

ランチョンセミナーB
１2：００ 〜 １2：5０	 	「認知症に併発する高齢者てんかんの診断と治療戦略〜ガイドラインを踏まえて〜」	

座長：真野　和夫（名古屋第一赤十字病院　神経内科）	
演者：髙橋　牧郎（大阪赤十字病院　神経内科）

共催：大塚製薬株式会社

13：30	 Ｂ－４	 …………………………………………………………………………………… 座長：伊藤　泰広（トヨタ記念病院　神経内科）
47．	トヨタ記念病院	 神内	 古川　宗磨	 脳血流SPECT検査に治療前後で改善を認めた精神神経SLEの１例
48．	磐田市立総合病院	 神内	 藤本　正也	 痙攣、認知症、パーキンソニズムを呈した偽性副甲状腺機能低下症の一例
49．	安城更生病院	 神内	 吉村　崇志	 MRIでT２高信号が側索まで及んだ亜急性脊髄連合変性症の１例
5０．	金沢大学	 神内	 松原慶太郎	 １5年間の経過を観察しえたL-２-hydroxyglutaric	aciduriaの１例

14：02	 Ｂ－５	 …………………………………………… 座長：野田　成哉（名古屋大学　神経内科・国立病院機構鈴鹿病院　脳神経内科）
5１．	岐阜県立多治見病院	 神内	 毛利　尚裕	 	胃癌を合併した抗transcriptional	intermediary	factor１-γ（TIF１-γ）抗

体陽性皮膚筋炎の１例
52．	名古屋市立東部医療センター	 神内	 下谷　直輝	 治療選択に苦慮した高齢発症の胸腺腫関連重症筋無力症の一例
53．	三重大学病院	 脳神内	 中山　裕一	 ギランバレー症候群に重症筋無力症を合併した１例
54．	名古屋大学	 神内	 吉田　有佑	 家族歴のある封入体ミオパチーの１例
55．	名古屋大学	 神内	 原田祐三子	 封入体筋炎に骨Paget病を合併しmultisystem	proteinopathyを疑われた一例

14：42	 Ｂ－６	 ………………………………………………………………………… 座長：曽根　　淳（国立病院機構鈴鹿病院　脳神経内科）
56．	福井赤十字病院	 神内	 柳田　成史	 発熱・筋強剛をきたしたレビー小体型認知症の一例	
57．	富山大学附属病院	 神内	 道具　伸浩	 うっ血性心不全で死亡したパーキンソン病の１例
58．	名古屋大学	 神内	 蛭薙　智紀	 SNCA点変異を有する家族性パーキンソン病の１例
59．	名古屋市立大学大学院	 神内学	 打田　佑人	 大脳皮質基底核症候群―ピック病の１例：臨床病理学的検討
6０．	名古屋大学	 神内	 古屋佑一郎	 両上肢の振戦が早期からみられた神経核内封入体病の一例
6１．	一宮市立市民病院	 神内	 野田　智子	 意識障害で発症し脳生検で診断に至った神経核内封入体病（NIID）の１例

（本冊子内の所属の略及び表記、氏名の表記の統一等は会長判断で行いました。）
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Ａ会場
（２階　224会議室）

Ａ−１　9：45〜10：33 座長：名古屋第二赤十字病院　神経内科
安井　敬三

１．診断にコントラスト心エコーが有用であった奇異性脳塞栓
 安城更生病院　神経内科： 伊藤　翔太（いとう　しょうた）
  安藤　哲朗
 同　循環器内科： 渡邊　　峻

２．DOAC内服下に心原性脳塞栓を再発した肢体型筋ジストロフィーの１例
 静岡県立総合病院　神経内科： 勝山　祐輔（かつやま　ゆうすけ）
   真田　悠希、萩原　由佳、吉田　英史、金　　　剛、 

山田　　浩、原田　　清

３．腋窩動脈‐腋窩動脈バイパス術後の競合する血流により血栓が生じ脳塞栓症を起こしたと考え
られた１例

 名古屋市立東部医療センター　神経内科： 井上　裕康（いのうえ　ひろやす）
   谷口　葉子、佐藤千香子、北村　太郎、三浦　敏靖、 

山田健太郎

４．抗血栓治療に抵抗性で大動脈置換術が有効であった腕頭動脈原性脳塞栓症の１例
 名古屋大学　神経内科： 大岩康太郎（おおいわ　こうたろう）
   勝野　雅央
 名古屋第二赤十字病院　神経内科： 大岩康太郎、両角　佐織、加藤　重典、安井　敬三
 同　心臓血管外科： 加藤　　亙

５．肺癌による腫瘍塞栓に対し血栓溶解療法,血栓回収術を施行した１例
 名古屋医療センター　神経内科： 大橋　美紗（おおはし　みさ）
   小林　　麗、岡田　　久、奥田　　聡

６．Direct	brachial	approach	（DiBA）による後方循環系脳梗塞の血栓除去術の検討
 名古屋市立大学　神経内科： 大村　真弘（おおむら　まさひろ）
   藤岡　哲平、水野　将行、豊田　剛成、松川　則之
 同　脳神経外科： 西川　祐介、柴田　帝式
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Ａ−２　10：33〜11：13 座長：名鉄病院　神経内科
内田　　圭

７．垂直性注視麻痺を主徴とする片側視床中脳病変の3例
 春日井市民病院　神経内科： 村尾　厚徳（むらお　あつのり）
   八木　　覚、鳥居　良太、遠藤　利洋、今井　和憲、 

寺尾　心一
 同　脳卒中センター： 鳥居　良太、遠藤　利洋、寺尾　心一

８．第５頚髄皮膚分節にsensory	levelを来したWallenberg症候群の１例
 浅ノ川総合病院　脳神経内科： 江口周一郎（えぐち　しゅういちろう）
  三秋　弥穂、廣瀬源二郎

９．両側の延髄外側症候群による排尿障害の１例
 名古屋市立大学　神経内科： 藤岡　哲平（ふじおか　てっぺい）
   大村　真弘、水野　将行、川嶋　将司、豊田　剛成、 

大喜多賢治、松川　則之
 同　泌尿器科： 濱川　　隆

10．脳血管障害の機能予後と転機　―回復期リハビリテーション病院のデータから―
 名古屋医療センター　神経内科： 小林　　麗（こばやし　れい）
   岡田　　久、奥田　　聡
 愛知県済生会リハビリテーション病院： 沖　祐美子
 済衆館病院： 伊藤　　隆
 鵜飼リハビリテーション病院： 鄭　　統圭
 上飯田リハビリテーション病院： 岸本　秀雄

11．Trousseau症候群による脊髄梗塞の１例
 名鉄病院　神経内科（現　津島市民病院　神経内科）： 八木　孝雄（やぎ　たかお）
 名鉄病院　神経内科（現　名古屋大学　神経内科）： 林　　直毅
 名鉄病院　神経内科： 内田　　圭、高野　明美、宮尾　眞一
 名古屋大学医学部付属病院　病理部： 露木　悠太
 名鉄病院　病理診断科： 原田　智子
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Ａ−３　11：13〜11：45 座長：愛知医科大学　神経内科
丹羽　淳一

12．全身痙攣で発症した非典型溶血性尿毒症症候群の１例
 愛知医科大学　神経内科・脳卒中センター： 徳井　啓介（とくい　けいすけ）
   丹羽　淳一、林　　未久、比嘉　智子、道勇　　学

13．転移性大腸癌にbevacizumabを含む化学療法後に発症したposterior	reversible	encephalopathy	
syndromeの１例

 名古屋市立西部医療センター　神経内科： 片田　栄一（かただ　えいいち）
  阿南　知世、上松　則彦

14．脳血流SPECT検査が診断に有用であったRCVSの１例
 トヨタ記念病院　神経内科： 邦武　克彦（くにたけ　かつひこ）
   稲垣　良輔、古川　宗磨、鈴木淳一郎、西田　　卓、 

伊藤　泰広
 中東遠総合医療センター　神経内科： 岩田　麻衣

15．認知機能障害を契機に診断に至った硬膜動静脈瘻の１例
 豊川市民病院　神経内科： 久野　智之（くの　ともゆき）
   打田　佑人、宇佐美寿彦、鈴木　健悟、高田　幸児、 

継　　泰城
 同　脳神経外科： 山本　光晴
 名古屋市立大学　神経内科： 打田　佑人
 福祉村病院： 継　　泰城
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Ａ−４　13：30〜14：18 座長：名古屋大学　神経内科
小池　春樹

16．特徴的なPET-CT所見から診断したneurolymphomatosisの１例
 岐阜大学　神経内科： 吉倉　延亮（よしくら　のぶあき）
   竹腰　　顕、柴田　英明、安西　将大、山田　　恵、 

林　　祐一、木村　暁夫、下畑　享良

17．右brachial	plexopathyで発症したneurolymphomatosisの１例
 金沢医療センター　神経内科： 坂尻　顕一（さかじり　けんいち）
  新田　永俊
 同　血液内科： 吉尾　伸之

18．皮膚老人性血管腫からの生検で診断した中枢神経原発血管内リンパ腫の１例
 JCHO中京病院　神経内科： 玉腰　大悟（たまこし　だいご）
   齋木　絢加、鈴木　健吾、加藤　重典、藤城健一郎

19．神経生検でオニオンバルブを認めた血管内リンパ腫の一例　
 名古屋大学　神経内科： 深見　祐樹（ふかみ　ゆうき）
   仁紫　了爾、小池　春樹、勝野　雅央
 刈谷豊田総合病院　内科： 萩田淳一郎
 同　神経内科： 深見　祐樹、丹羽　央佳

20．胸髄病変にて発症し診断に苦慮した血管内悪性リンパ腫の１例
 名古屋掖済会病院　神経内科： 川瀬　崇広（かわせ　たかひろ）
   竹村　直晃、小野田　統、細山　幸子、加賀　友継、 

落合　　淳、馬渕　千之
 増子記念病院： 竹内　有子
 愛知医科大学： 丹羽　淳一
 東海中央病院： 高橋　　昭

21．造血幹細胞移植後に発症した中枢神経限局型PTLD
 浜松医科大学　第一内科： 竹ノ内晃之（たけのうち　あきゆき）
  髙嶋　浩嗣、武内　智康、細井　泰志、宮嶋　裕明
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Ａ−５　14：18〜14：58 座長：豊田厚生病院　神経内科
伊藤　瑞規

22．高齢初発の痙攣と大脳白質病変で脳炎との鑑別を要した上衣腫の１例
 名古屋大学　神経内科： 横井　克典（よこい　かつのり）
  飯島　正博、熱田　直樹、勝野　雅央
 同　整形外科： 両角　正義
 同　脳神経外科： 大岡　史治

23．Collet-Sicard	syndromeで発症した後腹膜原発炎症性筋線維芽細胞性腫瘍頭蓋底転移の一例
 静岡赤十字病院　神経内科： 守屋　麻美（もりや　あさみ）
   堀内　公成、中川　裕亮、八木　宣泰、小西　高志、 

今井　　昇、芹澤　正博
 同　耳鼻咽喉科： 平賀　良彦
 同　病理診断科： 笠原　正男

24．転移性癌による馬尾症候群で対麻痺を呈した一例
 石川県立中央病院　神経内科： 碓井　雄大（うすい　ゆうた）
  山口　和由、池田　篤平、松本　泰子
 同　産婦人科： 桑原　陽祐、平吹　信弥

25．幻覚、認知機能低下で発症した髄膜癌腫症の１例
 豊田厚生病院　神経内科： 赤塚　和寛（あかつか　かずひろ）
   冨田　　稔、伊藤　瑞規、服部　直樹

26．同側性模倣性連合運動を呈した傍腫瘍神経性症候群の１例
 名古屋掖済会病院　神経内科： 落合　　淳（おちあい　じゅん）
  竹村　直晃、川瀬　崇広、小野田　統、馬渕　千之
 増子記念病院　神経内科： 竹内　有子
 愛知医科大学　神経内科： 丹羽　淳一
 東海中央病院： 高橋　　昭
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Ａ−６　14：58〜15：38 座長：岐阜大学　神経内科・老年内科
木村　暁夫

27．両側高度顔面神経麻痺をきたした水痘帯状疱疹ウイルス感染症の１例
 岐阜大学　神経内科・老年内科： 加藤　新英（かとう　しんえい）
   林　　祐一、柴田　英明、工藤　琢哉、吉倉　延亮 

山田　　恵、木村　暁夫、下畑　享良
 各務原リハビリテーション病院： 和座　雅浩

28．MRIで脊髄後角にT２高信号変化を認めた帯状疱疹後運動神経障害の１例
 聖隷浜松病院　神経内科： 渡邊　一樹（わたなべ　かずき）
   内山　　剛、 若月　里江、 明神　寛暢、 鈴木　重將、 

佐藤慶史郎、 大橋　寿彦

29．頭部MRIで移動する病変を認めた脳有鉤嚢虫症の１例
 福井大学　神経内科： 前田健一郎（まえだ　けんいちろう）
   井川　正道、北崎　佑樹、林　　浩嗣、山村　　修、 

濱野　忠則
 同　脳神経脊髄外科： 山内　貴寛、北井　隆平
 同　医動物学： 矢野　泰弘

30．ANCA関連血管炎（AAV）にクリプトコッカス髄膜炎と進行性多巣性白質脳症（PML）を合併
した剖検例

 名古屋第二赤十字病院　神経内科： 植松　高史（うえまつ　たかし）
  両角　佐織、安井　敬三
 同　呼吸器内科： 川浪　匡史

31．鑑別に難渋したCreutzfeldt-Jakob病（CJD）の１例
 総合上飯田第一病院： 近藤　隼人（こんどう　はやと）
 同　神経内科： 濱田　健介
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B会場
（２階　222・223会議室）

Ｂ−１　９：45〜10：25 座長：名古屋大学　神経内科
川頭　祐一

32．脳表の炎症細胞浸潤を認めステロイドが著効した限局性髄膜炎の２例
 中東遠総合医療センター　神経内科： 若井　正一（わかい　まさかず）
  高橋　美江

33．群発頭痛様の頭痛を呈した無菌性髄膜炎の１例
 金沢医科大学　神経内科学： 長山　成美（ながやま　しげみ）
   内田　信彰、河合宇吉郎、中西　恵美、真田　　充、 

松井　　真

34．高用量イソニアジド（INH）内服、髄注、ステロイドパルス療法を施行した低濃度INH耐性結核
性髄膜炎の１例

 名古屋医療センター　神経内科： 榊原　健二（さかきばら　けんじ）
  小林　　麗、岡田　　久、奥田　　聡

35．MPO-ANCA関連腎炎の寛解中にANCA力価の上昇を伴わずに硬膜・髄膜炎を呈した多発血管炎
性肉芽腫症の１例

 名古屋第一赤十字病院　神経内科： 本田　大祐（ほんだ　だいゆう）
   髙阪　勇輔、森　　　盟、小森　祥太、平野　聡子、 

渡邉はづき、馬渕　直紀、後藤　洋二、真野　和夫
 同　脳外科： 波多野　寿
 同　病理部： 伊藤　　藍
 同　腎臓内科： 鷲野　将也

36．再発性髄膜炎とMEFV遺伝子変異を認め、家族性地中海熱と鑑別を要した神経Behçet病と考え
た１例

 名古屋大学　神経内科： 岸本　祥之（きしもと　よしゆき）
  川頭　祐一、熱田　直樹、勝野　雅央
 信州大学　脳神経内科： 岸田　　大
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Ｂ−２　10：25〜11：05 座長：福井大学　脳神経内科
濵野　忠則

37．下肢および体幹の不随意運動を呈した橋本脳症の１例
 東海記念病院　神経内科： 景山　　卓（かげやま　たかし）
 福井県立大学　看護福祉学研究科： 米田　誠

38．けいれん重積、呼吸障害を呈した辺縁系脳炎型橋本脳症の１例
 岐阜県総合医療センター　神経内科： 工藤　琢哉（くどう　たくや）
  原田　斉子、櫻井　岳郎、西田　　浩
 福井県立大学　看護福祉学研究科： 米田　　誠

39．画像検査では卵巣奇形腫が明らかではなかった抗NMDA受容体抗体脳炎の一例
 一宮西病院　神経内科： 岡田　弘明（おかだ　ひろあき）
  深見　祐樹、山口　啓二
 同　産婦人科： 松原　寛和

40．病初期は画像変化が乏しく診断に苦慮した抗GABAB受容体抗体陽性辺縁系脳炎の１例
 福井大学　神経内科： 佐々木宏仁（ささき　ひろひと）
  井川　正道、 松永　晶子、 山村　　修、 濱野　忠則

41．再発性・多発性中枢病巣を伴う抗MOG抗体陽性脳炎の１例
 愛知医科大学　神経内科： 比嘉　智子（ひが　ともこ）
  丹羽　淳一、角田　由華、道勇　　学
 東北大学　神経内科・国立米沢病院　神経内科： 高橋　利幸、金子　仁彦
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Ｂ−３　11：05〜11：45 座長：名古屋市立東部医療センター　神経内科
山田健太郎

42．皮疹が先行した視神経脊髄炎関連疾患の一例
 名古屋市立東部医療センター　神経内科： 磯野　裕司（いその　ゆうじ）
   井上　裕康、谷口　葉子、佐藤千香子、北村　太郎、 

三浦　敏靖、山田健太郎

43．髄液中の抗中性糖脂質抗体が経過中に陽性になったEMRN（脳脊髄根末梢神経炎）の１例
 藤田保健衛生大学医学部　脳神経内科学： 前田　利樹（まえだ　としき）
   菊池　洸一、長尾龍之介、村手健一郎、廣田　政古、 

引地　智加、石川　等真、新美　芳樹、水谷　泰彰、 
島　さゆり、植田　晃広、伊藤　信二、武藤多津郎

44．変動性の脱力と感覚障害に発汗低下を同側半身にきたし，アトピー性皮膚炎，感冒を既往に持つ
１例

 愛知医科大学　生理学講座： 犬飼　洋子（いぬかい　ようこ）
  岩瀬　　敏
 同　神経内科： 安本　明弘
 小牧市民病院　神経内科： 千田　　譲

45．脳血管炎を合併した多発性骨髄腫の１例
 豊川市民病院　神経内科： 宇佐美寿彦（うさみ　としひこ）
  打田　佑人、久野　智之、鈴木　健悟、高田　幸児
 名古屋市立大学　神経内科： 宇佐美寿彦、打田　佑人
 同　腎臓内科： 伊藤　裕之、藤岡　哲平、水野　将行、植木　美乃

46．脳生検により原発性中枢神経系血管炎の確定診断に至り、経過良好であった１例
 豊田厚生病院　神経内科： 水野　幸奈（みずの　ゆきな）
   森　　　悠、赤塚　和寛、冨田　　稔、伊藤　瑞規、 

服部　直樹
 同　病理診断科： 氏平　伸子、成田　道彦
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Ｂ−４　13：30〜14：02 座長：トヨタ記念病院　神経内科
伊藤　泰広

47．脳血流SPECT検査に治療前後で改善を認めた精神神経SLEの１例
 トヨタ記念病院　神経内科： 古川　宗磨（ふるかわ そうま）
   邦武　克彦、稲垣　良輔、岩田　麻衣、鈴木淳一郎、 

西田　　卓、伊藤　泰広

48．痙攣、認知症、パーキンソニズムを呈した偽性副甲状腺機能低下症の一例
 磐田市立総合病院　神経内科： 藤本　正也（ふじもと　まさや）
  石井　辰仁

49．MRIでT２高信号が側索まで及んだ亜急性脊髄連合変性症の１例
 安城更生病院　神経内科： 吉村　崇志（よしむら　たかし）
  安藤　哲朗

50．15年間の経過を観察しえたL-２-hydroxyglutaric	aciduriaの１例
 金沢大学　神経内科： 松原慶太郎（まつばら　けいたろう）
  島　　綾乃、坂井　健二、濵口　　毅、山田　正仁
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Ｂ−５　14：02〜14：42 座長：名古屋大学　神経内科・国立病院機構鈴鹿病院　脳神経内科
野田　成哉

51．胃癌を合併した抗transcriptional	intermediary	factor１-γ（TIF１-γ）抗体陽性皮膚筋炎の１例
 岐阜県立多治見病院　神経内科： 毛利　尚裕（もうり　なおひろ）
  渡邊　　駿、稲垣　智則、中藪　幹也、青木真一郎

52．治療選択に苦慮した高齢発症の胸腺腫関連重症筋無力症の一例
 名古屋市立東部医療センター　神経内科： 下谷　直輝（しもや　なおき）
   佐藤千香子、谷口　葉子、井上　裕康、北村　太郎、 

三浦　敏康、山田健太郎

53．ギランバレー症候群に重症筋無力症を合併した１例
 三重大学病院　脳神経内科： 中山　裕一（なかやま　ゆういち）
   西口　大和、村賀香名子、丹羽　　篤、松浦　慶太、 

冨本　秀和
 市立伊勢総合病院　脳神経内科： 松本　勝久

54．家族歴のある封入体ミオパチーの１例
 名古屋大学　神経内科： 吉田　有佑（よしだ　ゆうすけ）
   原　　一洋、村上あゆ香、中村　亮一、井口　洋平、 

熱田　直樹、勝野　雅央

55．封入体筋炎に骨Paget病を合併しmultisystem	proteinopathyを疑われた一例
 名古屋大学　神経内科： 原田祐三子（はらだ　ゆみこ）
   村上あゆ香、野田　成哉、木村　正剛、坪井　　崇、 

熱田　直樹、勝野　雅央
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Ｂ−６　14：42〜15：30 座長：国立病院機構鈴鹿病院　脳神経内科
曽根　　淳

56．発熱・筋強剛をきたしたレビー小体型認知症の一例
 福井赤十字病院　神経内科： 柳田　成史（やなぎだ　なるふみ）
  中山　丈夫、早瀬　史子、今村　久司、高野誠一郎 

57．うっ血性心不全で死亡したパーキンソン病の１例
 富山大学附属病院　神経内科： 道具　伸浩（どうぐ　のぶひろ）
   温井　孝昌、小西　宏史、山本　真守、林　　智宏、 

穴田　涼子、中辻　裕司

58．SNCA点変異を有する家族性パーキンソン病の１例
 名古屋大学　神経内科： 蛭薙　智紀（ひるなぎ　ともき）
   坪井　　崇、辻河　高陽、中村　亮一、熱田　直樹、 

勝野　雅央
 豊橋市民病院　神経内科： 岩井　克成

59．大脳皮質基底核症候群―ピック病の１例：臨床病理学的検討
 名古屋市立大学大学院　神経内科学： 打田　佑人（うちだ　ゆうと）
  松川　則之
 豊川市民病院　神経内科： 打田　佑人、高田　幸児、継　　泰城
 愛知医科大学　加齢医科学研究所： 吉田　眞理
 福祉村病院： 継　　泰城

60．両上肢の振戦が早期からみられた神経核内封入体病の一例
 名古屋大学　神経内科： 古屋佑一郎（ふるや　ゆういちろう）
  安藤　孝志、川頭　祐一、勝野　雅央
 防衛医科大学校： 古屋佑一郎
 鈴鹿病院： 曽根　　淳

61．意識障害で発症し脳生検で診断に至った神経核内封入体病（NIID）の１例
 一宮市立市民病院　神経内科： 野田　智子（のだ　ともこ）
  蔭山　　遥、松本　美紀、田村　拓也、伊藤　宏樹
 名古屋大学　神経内科： 曽根　　淳
 愛知医科大学　加齢医科学研究所： 吉田　眞里
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