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会長：中辻　裕司
富山大学附属病院　脳神経内科
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＜参加者へのお知らせ＞

　参加者の方は地方会運営（会場費）として1,000円、発表者の方は抄録掲載料として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いただいた抄録を学会詩
掲載用の後抄録として学会誌編集委員会へ提出致しますので、プリントアウトしたものを学
会当日にご提出いただく必要はございません。抄録に訂正がある場合は、ご提出いただいた
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いただく必要はございま
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） 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 Windows10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 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。

④ Macintosh でデータを作成された場合は、PC 本体をお持ちいただくか、必ず Windows
機での動作確認を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。

⑥ DVD 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いただきますが、PC をお持ち込みいただくことを推奨いた
します。

　　＜動画再生使用ソフト＞
　　Windows Media 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） ウィルスについて
メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、必ず最新のウィルス駆除ソフトで
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

記の例を参照いただき、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。

https://www.neurology-jp.org/news/news_20110421_02.html
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時間 セッション　　　所　属 演者名 演　題　名

9：30-10：18	 A-１	 ……………………………………………………………………………………………座長：濱野　忠則（福井大学　第二内科・脳神経内科）

A会場（2階　多目的会議室201・202号室）

10：18-11：06	 A-２	 …………………………………………………………………………………………………………座長：道具　伸浩（富山大学　脳神経内科）

11：06-11：54	 A-３	 ……………………………………………………………………………座長：木村　暁夫（岐阜大学医学部附属病院　神経内科・老年内科）

13：30-14：10	 A-４	 ………………………………………………………………………………………………座長：稲垣　智則（岐阜県立多治見病院　神経内科）

14：10-14：50	　A-５	 ……………………………………………………………………………………………………………座長：林　茂（富山市民病院　神経内科）

14：50-15：22	　A-６	 …………………………………………………………………………………………………………座長：真田　充（金沢医科大学　神経内科）

15：22-16：02	　A-７	 …………………………………………………………………………………………………………座長：川頭　祐一（名古屋大学　神経内科）

16：02-16：42	　A-８	 ………………………………………………………………………………………………………座長：伊藤　瑞規（豊田厚生病院　神経内科）

1 浅ノ川総合病院 脳内 江口周一郎 めまいを主症状とした前庭皮質梗塞の一例
2 福井大学 脳内 浅野　　礼 子宮頸癌に合併した深部脳静脈血栓症の1例
3 JCHO中京病院 脳内 中村　匡孝 球麻痺と四肢麻痺を呈した両側延髄内側梗塞の1例
4 石川県立中央病院 神内 山口　和由 感覚障害を主徴としたWallenberg 症候群の一例
5 名古屋市立東部医療センター 神内 山田健太郎 椎骨動脈解離合併妊娠の一例
6 名古屋市立東部医療センター 神内 谷口　葉子 環軸椎亜脱臼による接触刺激で椎骨動脈閉塞を来した一例

7 安城更生病院 神内 鬼頭　大志 難治性吃逆、嘔吐で発症した延髄硬膜動静脈瘻
8 伊勢赤十字病院 脳内 山脇　正裕 拡張型心筋症に合併した左室心尖部巨大血栓による塞栓性脳梗塞の一例
9 トヨタ記念病院 神内 古田　恭寛 高 ホ モ シ ス テ イ ン 血 症 とmethylenetetrahydrofolate	reductase	

（MTHFR）の遺伝子多型をみとめた脳梗塞の1例
10 刈谷豊田総合病院 神内 池田　昇平 産後18日目に多発小脳病変をきたした産褥期脳梗塞の1例
11 豊田厚生病院 神内 赤塚　和寛 JAK2遺伝子変異陽性骨髄増殖性疾患による脳梗塞3例の検討
12 富山大学 脳内 澁谷　法子 一過性脳梁膨大部病変を呈した感染性心内膜炎の1例

13 三重大学 脳内 中山　裕一 内頸静脈血栓症を伴い一過性全健忘を繰り返した一例
14 岐阜大学 	神内・老年内科 柴田　英明 中大脳動脈狭窄症に対する STA-MCA吻合術後に片側バリズムを来たした1例
15 名古屋市立大学 神内 豊田　剛成 脊髄腫瘍と鑑別を要した脊髄硬膜動静脈瘻の１例
16 安城更生病院 神内 吉村　崇志 Flow	void が目立たない頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の1例
17 安城更生病院 神内 近藤　　初 静脈洞血栓症を機にプロテインC欠乏症が判明した1例
18 豊田厚生病院 神内 長井　　伸 奇前大脳動脈の解離により、脳梗塞と脳出血を認めた一例

19 名古屋医療センター 神内 竹中　宏幸 内科的治療のみで軽快した高血圧性脳症による二次性水頭症の1例
20 名古屋第二赤十字病院 脳内 野原　太陽 免疫吸着療法により改善した抗mGluR1抗体陽性小脳失調症
21 岐阜県立多治見病院 神内 稲垣　智則 水痘帯状疱疹ウイルス（varicella-zoster	virus：VZV）中枢感染により中

小脳脚に限局した病変を認めた1例
22 岐阜県立多治見病院 神内 中薮　幹也 卵巣に奇形腫と低異型度漿液性癌の合併を認め、経過良好であった抗

NMDA受容体脳炎の１例
23 福井県立病院 脳内 柏原　健伸 ステロイドが奏功した脳アミロイドアンギオパチー関連炎症が疑われた一例

24 半田市立半田病院 神内 前川　朋也 進行盲腸癌に併発したリステリア髄膜脳炎の一剖検例
25 一宮西病院 神内 金井　雅裕 頭部MRI で肥厚性硬膜炎の所見を認めた神経梅毒の1例
26 一宮市立市民病院 神内 齋藤　美希 機序不明の脳梗塞を繰り返した TAFRO症候群の1例
27 富山市民病院 神内 谷口　　優 広汎な中枢神経病変を呈したサルコイドーシスの1例
28 名古屋掖済会病院 神内 竹村　直晃 気脳症を呈した非莢膜型肺炎桿菌による細菌性髄膜炎の一例

29 金沢医科大学 神内 内田　信彰 ロチゴチンが有効であった大脳皮質基底核症候群の3例
30 刈谷豊田総合病院 神内 丹羽　央佳 初期診断が進行性核上性麻痺であったパーキンソン病の１剖検例
31 名古屋大学 神内 守吉　秀行 自律神経症状で発症し7年後に多系統萎縮症と診断した1例
32 名古屋市総合リハビリテーションセンター　　	神内 堀本　佳彦 パーキンソン病の正診率　—日本病理剖検輯報に基づく検討

33 大隈病院 神内 水野　秀紀 反復刺激筋電図にて特異な反応がみられた抗AChR/ 抗 LRP4抗体陽性重症
筋無力症の1例

34 松阪中央総合病院 脳内 宇野研一郎 前頸部の筋萎縮が先行した抗NT5C1A抗体陽性の封入体筋炎の一例
35 鈴鹿回生病院 神内 宮下　紘一 肺扁平上皮癌に対するニボルマブ治療中に皮膚筋炎を発症した1例
36 名古屋大学 神内 佐竹　勇紀 眼球運動障害を呈した筋強直性ジストロフィーの1例
37 名古屋大学 神内 天草　善信 脂質蓄積ミオパチーを伴う中性脂肪蓄積心筋血管症の一例

38 福井大学 脳内 前田健一郎 三叉神経痛で発症した neurolymphomatosis の1例
39 東海記念病院 神内 景山　　卓 斜台内腫瘤を呈した多発性骨髄腫の一例
40 豊田厚生病院 神内 近藤　大也 脊髄障害で発症し、PET-CT が診断の一助となった血管内大細胞型 B細胞性

リンパ腫の1例
41 愛知医大 神内 中島　康自 顔面痙攣で発症したNK/T 細胞性リンパ腫の1例
42 静岡赤十字病院 神内 堀内　公成 Cytarabine（AraC）治療後に不可逆的な小脳性運動失調と小脳萎縮を来し

た急性骨髄性白血病（AML）の1例

ランチョンセミナー1
12：00～12：50　筋萎縮性側索硬化症の治療・ケアの現状と展望

座長：中辻　裕司（富山大学附属病院	脳神経内科　教授）
演者：	漆谷　　真（滋賀医科大学	内科学講座	脳神経内科　教授）

共催：田辺三菱製薬株式会社
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時間 セッション　　　所　属 演者名 演　題　名

9：30-10：18	 B-１	 ………………………………………………………………………………………………………座長：丹羽　淳一（愛知医科大学　神経内科）

Ｂ会場（多目的会議室203・204）

10：18-11：06	 B-２	 ……………………………………………………………………………………………………座長：豊田　剛成（名古屋市立大学　神経内科）

11：06-11：54	 B-３	 …………………………………………………………………………………………………座長：伊藤　宏樹（一宮市立市民病院　神経内科）

13：30-14：10	 B-４	 ………………………………………………………………………………………………………………座長：濵口　毅（金沢大学　神経内科）

14：10-14：58	　B-５	 ………………………………………………………………………………………………座長：島　さゆり（藤田保健衛生大学　脳神経内科）

14：58-15：46	　B-６	 ………………………………………………………………………………………座長：松浦　慶太（三重大学医学部附属病院　脳神経内科）

15：46-16：34	　B-７	 ………………………………………………………………………………………………………座長：加藤　秀紀（公立陶生病院　神経内科）

43 名古屋第二赤十字病院 脳内 川上　　裕 クリプトコッカス髄膜炎に伴う孤立性水頭症に対し脳室 -脳槽ステント留置
術が有効であった1例

44 富士市立中央病院 神内 河野　　優 甲状腺機能低下症と高アンモニア血症の合併により大脳皮質異常信号域を伴
う代謝性脳症を呈した1例

45 公立陶生病院 神内 水谷　佳祐 脳梗塞を契機に発症したと考えられる広範な白質病変を伴う PRES の一例
46 名古屋医療センター 神内 清水　貴洋 IVIG 療法が著効した抗VGKC複合体抗体陽性辺縁系脳炎の1例
47 愛知医大 神内 大岩　宏子 細菌性脳室炎との鑑別に苦慮した可逆性後頭葉白質脳症（PRES）と考えられた1例
48 金沢医療センター 神内 海古井大智 感覚性失語を呈した抗NMDA受容体脳炎の1例

49 トヨタ記念病院 神内 鈴木淳一郎 TUBB4A遺伝子変異をみとめた大脳白質形成不全症の1例
50 半田市立半田病院 神内 下村　佳寛 半年間脳梗塞として治療を受けていたビタミン B12・葉酸欠乏性大脳白質脳症の一例
51 名古屋大学 神内 數田　知之 複視を主訴とした成人型Alexander 病の一例
52 名古屋市立大学 神内 大野　雄也 5年間で急速に前頭葉・側頭葉の萎縮が進行した globular	glial	tauopathy の一例
53 トヨタ記念病院 神内 古川　宗磨 99mTc	SPECT および PETで特異な所見を認めた神経核内封入体病の1例
54 市立四日市病院 内科 村上　敬祐 M232R 変異を認めた遺伝性クロイツフェルト ･ヤコブ病の1剖検例

55 半田市立半田病院 神内 木崎　萌丹 左片麻痺を呈し偏在性の脊髄病変を認めた視神経脊髄炎関連疾患の一例
56 大同病院 神内 三輪恵里奈 経過中に抗利尿ホルモン不適合分泌症候群を合併した視神経脊髄炎の１例
57 一宮市立市民病院 神内 蔭山　　遥 多発する Tumefactive	demyelinating	lesion を呈しステロイドパルスが奏効した1例
58 刈谷豊田総合病院 神内 築地　　諒 脳生検を施行した Tumefactive	multiple	sclerosis の1例
59 浜松医科大学 第一内科 渡邊　一樹 帯状疱疹と関連し脊髄炎再発を生じた視神経脊髄炎の1例
60 名古屋大学 脳内 光里　　翔 脳幹部に腫瘍性病変をきたしステロイドパルス療法が有効であった脱髄性疾患の1例

61 金沢大学 神内 多田　康剛 RAB7A に新規バリアントを認め、異なった表現型を呈したCharcot-
Marie-Tooth 病2Bの親子例

62 名古屋市立東部医療センター 神内 井上　裕康 ダサチニブにより可逆的な脱髄性末梢神経障害を呈した症例
63 伊勢赤十字病院 脳内 中村　佳帆 妊娠35週にて緊急帝王切開を要したギラン・バレー症候群の1例
64 名古屋掖済会病院 神内 小野田　統 右上肢単麻痺で発症し腕神経叢障害を認めた高齢発症hereditary	neuropathy	

with	liability	to	pressure	palsies（HNPP）の一例
65 富山大学 脳内 林　　智宏 リツキシマブ療法が有効であった抗 amphiphysin 抗体陽性ポリニューロパ

チーの１症例

66 福井赤十字病院 神内 早瀬　史子 皮膚生検にて診断し得た結節性多発動脈炎による多発単神経炎の1例
67 三重大学附属病院 脳内 水谷あかね 急性自律性感覚性ニューロパチー（AASN）とシェーグレン症候群の合併と

考えられた一例
68 三重大学 脳内 平田　佳寛 臨床的に FOSMN（facial	onset	sensory	and	motor	neuronopathy）症

候群と診断した2症例
69 三重大学 脳内 西口　大和 眼の痛みを契機に診断に至った慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）の一例
70 名古屋大学 神内 上田　雅道 両側手根管症候群の術後に診断に至った家族性アミロイドポリニューロパチーの一例
71 藤田医大 脳内 東　　篤宏 血清抗体価がステロイド療法により経時的に減少した抗NF155抗体陽性CIDP の1例

72 三重大学 脳内 坂野　翔子 多発性骨髄腫と抗MuSK抗体陽性重症筋無力症（MG）を合併した一例
73 一宮市立市民病院 神内 石原　佑次 クリーゼを契機に診断された治療抵抗性の高齢発症重症筋無力症の一例
74 名古屋市立大学 神内 大喜多賢治 臨床的に筋炎が疑われた抗 Lrp４抗体単独陽性の重症筋無力症の一例
75 北陸病院 神内 小竹　泰子 比較的経過が良好な抗NT5C1A抗体陽性封入体筋炎（IBM）の1例
76 金沢医療センター 神内 高松　優斗 Bent	spine	syndromeを呈した多発筋炎の一例
77 名古屋市立大学 神内 大村　真弘 機械的血栓除去術を施行した多発血管炎性肉芽腫症の１例

78 公立陶生病院 神内 加藤　秀紀 10年後に再発した痙攣を伴う抗MOG抗体陽性片側性髄膜脳炎の１例
79 豊田厚生病院 神内 田中かずみ IVIg 反復投与にて寛解維持中の易再発性CIDP 患者に RS3PE 症候群が併発した1例
80 名古屋市立大学 神内 山田　剛平 強皮症とシェーグレン症候群に合併した末梢神経障害の一例
81 公立陶生病院 神内 加納　裕也 意識障害が遷延した、錯乱型片頭痛と考えられた1例
82 三重大学 脳内 宮松　弥生 可逆性脳梁膨大部病変を認めたNORSE の1例
83 伊勢赤十字病院 脳内 川村　公平 腕神経叢引き抜き損傷後に生じた巨大な偽性髄膜瘤の1例

ランチョンセミナー2
12：00～12：50　神経疾患と自動車運転について	～パーキンソン病を含めて～

座長：高嶋修太郎（独立行政法人	地域医療機能推進機構　高岡ふしき病院	院長）
演者：野元　正弘（済生会今治医療福祉センター　センター長）

共催：エフピー株式会社
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A 会場
（2階　多目的会議室201・202号室）

A‒1　9：30～10：18� 座長：福井大学　第二内科・脳神経内科
濱野　忠則

１.　めまいを主症状とした前庭皮質梗塞の一例
　　　　　　　　　　浅ノ川総合病院脳神経内科：江口　周一郎
� 三秋　弥穂、廣瀬　源二郎

２.　子宮頸癌に合併した深部脳静脈血栓症の1例
　　　　　　　　　　　　　　福井大脳神経内科：浅野　礼
� �榎本崇一、井川正道、白藤法道、上野亜佐子、山村　修、

濱野忠則
　　　　　　　　　　　　　　　同　産科婦人科：品川明子　

３.　球麻痺と四肢麻痺を呈した両側延髄内側梗塞の1例
　　　　　　　　　JCHO中京病院　脳神経内科：中村匡孝
� 玉腰大悟、齋木絢加、鈴木健吾、加藤重典、
� 藤城健一郎

４.　感覚障害を主徴としたWallenberg 症候群の一例
　　　　　　　　　　石川県立中央病院神経内科：山口和由
� 池田篤平、松本泰子

５.　椎骨動脈解離合併妊娠の一例
　　　　　名古屋市立東部医療センター神経内科：山田健太郎
� 佐藤千香子、井上裕康、谷口葉子、北村太郎、
� 三浦敏靖
　　　　　　　　　　　　　　　同　産科婦人科 : 関宏一郎
　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学神経内科：�成川真也、傳法倫久

６.　環軸椎亜脱臼による接触刺激で椎骨動脈閉塞を来した一例
　　　　　名古屋市立東部医療センター神経内科：谷口葉子
� 井上裕康、�佐藤千香子、�北村太郎、�三浦敏靖、�
� 山田健太郎
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A‒2　10：18～11：06� 座長：富山大学　脳神経内科
道具　伸浩

７.　難治性吃逆、嘔吐で発症した延髄硬膜動静脈瘻
　　　　　　　　　　　　安城更生病院神経内科：鬼頭　大志
� 安藤　哲朗、川上　治
　　　　　　　　　　　　　　　同　脳神経外科：加野　貴久

８.　拡張型心筋症に合併した左室心尖部巨大血栓による塞栓性脳梗塞の一例
　　　　　　　　　伊勢赤十字病院　脳神経内科：山脇正裕
� 水谷あかね、松尾�皇、山﨑正禎、内藤�寛

９.　�高ホモシステイン血症とmethylenetetrahydrofolate�reductase�（MTHFR）の遺伝子多型をみとめた脳梗塞
の1例

　　　　　　　　　　　トヨタ記念病院神経内科：古田恭寛
� 邦武克彦、�稲垣良輔、�古川宗磨、�鈴木淳一郎、西田卓、�
� 伊藤泰広

10.　産後18日目に多発小脳病変をきたした産褥期脳梗塞の1例
　　　　　　　　　刈谷豊田総合病院　神経内科：池田昇平
� 築地諒、松井克至、松尾幸治、丹羽央佳

11.　JAK2遺伝子変異陽性骨髄増殖性疾患による脳梗塞3例の検討
　　　　　　　　　　　豊田厚生病院　神経内科：赤塚　和寛
� 冨田　稔、伊藤　瑞規、服部　直樹

12.　一過性脳梁膨大部病変を呈した感染性心内膜炎の1例
　　　　　　　　　　　　　　富山大脳神経内科：澁谷法子
� 穴田涼子、温井孝昌、山本真守、林智宏、小西宏史、
� 道具伸浩、中辻裕司
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A‒3　11：06～11：54� 座長：岐阜大学医学部附属病院　神経内科・老年内科
木村　暁夫

13.　内頸静脈血栓症を伴い一過性全健忘を繰り返した一例
　　　　　　　　　　　　　　三重大脳神経内科：中山裕一
� 伊藤愛、田村麻子、丹羽篤、西口大和、松浦慶太、
� 冨本秀和

14.　中大脳動脈狭窄症に対する STA-MCA 吻合術後に片側バリズムを来たした1例
　　　　　　　　　　岐阜大神経内科・老年内科：柴田英明
� 林　祐一、安西将大、竹腰　顕、吉倉延亮、山田　恵、
� 木村暁夫、下畑享良

15.　脊髄腫瘍と鑑別を要した脊髄硬膜動静脈瘻の１例
　　　　　　　　　　　　名古屋市立大神経内科：豊田剛成
� 佐藤豊大、藤岡哲平、水野将行、川嶋将司、大村眞弘、
� 植木美乃、大喜多賢治、松川則之、

16.　Flow�void が目立たない頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の1例
　　　　　　　　　　　　安城更生病院神経内科：吉村崇志
� 安藤哲朗、川上治

17.　静脈洞血栓症を機にプロテイン C欠乏症が判明した1例
　　　　　　　　　　　　安城更生病院�神経内科：近藤　初
� 川上�治、��安藤�哲朗

18.　奇前大脳動脈の解離により、脳梗塞と脳出血を認めた一例
　　　　　　　　　　　豊田厚生病院　神経内科：長井伸
� 森　悠、赤塚　和寛、冨田　稔、伊藤　瑞規、服部　直樹
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A‒4　13：30～14：10� 座長：岐阜県立多治見病院　神経内科
稲垣　智則

19.　内科的治療のみで軽快した高血圧性脳症による二次性水頭症の1例
　　　　　　　　　名古屋医療センター�神経内科：竹中宏幸
� 榊原健二、小林麗、岡田久、奥田聡

20.　免疫吸着療法により改善した抗mGluR1抗体陽性小脳失調症
　　　　　　　　　　　　名古屋第二赤十字病院：脳神経内科　野原　太陽
� 安井　敬三
　　　　　　　　　　　　　岐阜大　脳神経内科：吉倉延亮、木村暁夫

21.　水痘帯状疱疹ウイルス（varicella-zoster�virus：VZV）中枢感染により中小脳脚に限局した病変を認めた1例
　　　　　　　　　岐阜県立多治見病院神経内科：稲垣智則
� 青木真一郎、中藪幹也、毛利尚裕

22.　卵巣に奇形腫と低異型度漿液性癌の合併を認め、経過良好であった抗NMDA受容体脳炎の１例
　　　　　　　　　岐阜県立多治見病院神経内科：中薮幹也
� 毛利尚裕、稲垣智則、青木真一郎

23.　ステロイドが奏功した脳アミロイドアンギオパチー関連炎症が疑われた一例
　　　　　　　　　　　福井県立病院脳神経内科：柏原健伸
� 尾崎太郎、濱田敏夫
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A‒5　14：10～14：50� 座長：富山市民病院　神経内科
林　　　茂

24. 進行盲腸癌に併発したリステリア髄膜脳炎の一剖検例
半田市立半田病院　神経内科：前川朋也

木崎萌丹、米山典孝
同　病理診断科：長浜眞人

愛知医科大学加齢医科学研究所：吉田眞理

25. 頭部MRI で肥厚性硬膜炎の所見を認めた神経梅毒の1例
一宮西病院神経内科：金井雅裕

中井良幸、岡田弘明、山口啓二
同　脳神経外科：宮嵜章宏

26. 機序不明の脳梗塞を繰り返した TAFRO 症候群の1例
一宮市立市民病院神経内科：齋藤美希

田村拓也、蔭山遥、三浦美紀、野田智子、伊藤宏樹

27. 広汎な中枢神経病変を呈したサルコイドーシスの1例
富山市民病院神経内科：谷口　優

吉村　敬介、村松　大輝、林　茂

28. 気脳症を呈した非莢膜型肺炎桿菌による細菌性髄膜炎の一例
名古屋掖済会病院　神経内科：竹村直晃

川瀬崇広、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　神経内科：竹内有子　愛知医科大�神経内科：丹羽淳一　　　  　　　　

―　 ―12
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A‒6　14：50～15：22� 座長：金沢医科大学　神経内科
真田　充

29.　ロチゴチンが有効であった大脳皮質基底核症候群の3例
　　　　　　　　　　　　金沢医科大学　神経内科：内田信彰
� 　藤田充世、長山成美、河合宇吉郎、中西恵美、真田充、
� 　松井真

30.　初期診断が進行性核上性麻痺であったパーキンソン病の１剖検例
　　　　　　　　　　　刈谷豊田総合病院神経内科：丹羽央佳
� 　築地諒、池田昇平、松井克至、松尾幸治
　　　　　　　　　　　愛知医大加齢医科学研究所：三室マヤ、岩崎靖、吉田眞理

31.　自律神経症状で発症し7年後に多系統萎縮症と診断した1例
　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学神経内科：守吉秀行
� 　井口洋平、熱田直樹、勝野雅央
　　　　　　　　　　　　　　同　附属病院検査部：中村友彦

32.　パーキンソン病の正診率�—�日本病理剖検輯報に基づく検討
名古屋市総合リハビリテーションセンター神経内科：堀本佳彦
� 　稲垣亜紀、田島稔久、日比野敬明、蒲澤秀洋
　　　　　　　　　　名古屋市立大臨床病態病理学：稲垣宏
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A‒7　15：22～16：02� 座長：名古屋大学　神経内科
川頭　祐一

33. 反復刺激筋電図にて特異な反応がみられた抗 AChR/ 抗 LRP4抗体陽性重症筋無力症の1例
大隈病院神経内科：水野秀紀

中野智伸、牧�美奈、佐橋�功
同　臨床検査科：山内孝治　名古屋市立大学神経内科：藤岡哲平、

34. 前頸部の筋萎縮が先行した抗NT5C1A 抗体陽性の封入体筋炎の一例
松阪中央総合病院　脳神経内科：宇野　研一郎

塩地夏希、島田拓弥、川田憲一

35. 肺扁平上皮癌に対するニボルマブ治療中に皮膚筋炎を発症した1例
鈴鹿回生病院神経内科：宮下紘一

宇都宮貴哉、�梶川博之
同　呼吸器外科：保坂誠

36. 眼球運動障害を呈した筋強直性ジストロフィーの1例
名古屋大学神経内科：佐竹勇紀

原一洋、村上あゆ香、野田成哉、木村正剛、勝野雅央
刈谷豊田総合病院：松尾幸治　名古屋大附属病院検査部：中村友彦

37. 脂質蓄積ミオパチーを伴う中性脂肪蓄積心筋血管症の一例
名古屋大神経内科：天草善信

村上あゆ香、野田成哉、木村正剛、飯島正博、勝野雅央
同　循環器内科：大石英生、澤村昭典

刈谷豊田総合病院神経内科：松尾幸治
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大喜多賢治、松川則之
長崎川棚医療センター臨床研究部：樋口 理



A‒8　16：02～16：42� 座長：豊田厚生病院　神経内科
伊藤　瑞規

38. 三叉神経痛で発症した neurolymphomatosis の1例
福井大脳神経内科：前田健一郎

井川正道、白藤法道、榎本崇一、上野亜佐子、山村修、
濱野忠則

同　脳脊髄神経外科：山内貴寛
同　血液・腫瘍内科：藤田慧

39. 斜台内腫瘤を呈した多発性骨髄腫の一例
東海記念病院：景山　卓

名古屋大学脳神経外科：若林俊彦

40. 脊髄障害で発症し、PET-CT が診断の一助となった血管内大細胞型 B細胞性リンパ腫の1例
豊田厚生病院　神経内科：近藤大也

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

41. 顔面痙攣で発症したNK/T 細胞性リンパ腫の1例
愛知医大神経内科：中島康自

林末久、丹羽淳一、中尾直樹、道勇学

42. �Cytarabine（AraC）治療後に不可逆的な小脳性運動失調と小脳萎縮を来した急性骨髄性白血病（AML）の1
例

静岡赤十字病院神経内科：堀内公成
八木宣泰、中川裕亮、守屋麻美、小西高志、今井昇、
芹澤正博

同　血液内科：小原澤英之　
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Ｂ会場
（多目的会議室203・204）

B‒1　9：30～10：18� 座長：愛知医科大学　神経内科
丹羽　淳一

43. クリプトコッカス髄膜炎に伴う孤立性水頭症に対し脳室 -脳槽ステント留置術が有効であった1例
名古屋第二赤十字病院　脳神経内科：川上裕

植松高史、両角佐織、安井敬三
同　脳神経外科：岸田悠吾　

44. 甲状腺機能低下症と高アンモニア血症の合併により大脳皮質異常信号域を伴う代謝性脳症を呈した1例
富士市立中央病院神経内科：河野優

同　消化器内科：青木祐磨、佐伯千里
同　代謝内分泌内科：須藤英訓、辻野大助

45. 脳梗塞を契機に発症したと考えられる広範な白質病変を伴う PRES の一例
公立陶生病院　神経内科：水谷佳祐

荒川いつみ、加納裕也、小栗卓也、加藤秀紀、湯浅浩之
帝京大学医学部付属病院　放射線科：櫻井圭太

46. IVIG 療法が著効した抗 VGKC 複合体抗体陽性辺縁系脳炎の1例
名古屋医療センター：清水貴洋

小林麗、岡田久、奥田聡
　　　鹿教湯三才山リハビリテーションセンター：�横井大知

47. 細菌性脳室炎との鑑別に苦慮した可逆性後頭葉白質脳症（PRES）と考えられた1例
愛知医大神経内科：大岩宏子

田口宗太郎、藤掛彰史、丹羽淳一、道勇　学

48. 感覚性失語を呈した抗NMDA受容体脳炎の1例
金沢医療センター　神経内科：海古井大智

坂尻顕一、新田永俊
同　産婦人科：井村紗江
同　臨床検査科：川島篤弘
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金沢聖霊総合病院内科：土井建朗



B‒2　10：18～11：06� 座長：名古屋市立大学　神経内科
豊田　剛成

49. TUBB4A 遺伝子変異をみとめた大脳白質形成不全症の1例
トヨタ記念病院神経内科：鈴木淳一郎

伊藤泰広
横浜市立大遺伝子診療部：宮武聡子

横浜市立大神経内科：土井宏、田中章景

50. 半年間脳梗塞として治療を受けていたビタミン B12・葉酸欠乏性大脳白質脳症の一例
半田市立半田病院　神経内科：下村佳寛

前川朋也、木崎萌丹、米山典孝

51. 複視を主訴とした成人型 Alexander 病の一例
名古屋大学神経内科：數田知之

橋詰淳、蛭薙智紀、熱田直樹、勝野雅央

52. 5年間で急速に前頭葉・側頭葉の萎縮が進行した globular�glial�tauopathy の一例
名古屋市立大：大野雄也

豊田剛成、松川則之

53. 99mTc�SPECT および PET で特異な所見を認めた神経核内封入体病の1例
トヨタ記念病院神経内科：古川宗磨

鈴木淳一郎、西田卓、伊藤泰広
国立長寿医療研究センター：加藤隆司

54. M232R 変異を認めた遺伝性クロイツフェルト ･ヤコブ病の1剖検例
市立四日市病院内科：村上敬祐

同脳神経内科：吉田有佑、早川雄馬、浅田純子、佐竹勇紀、家田俊明
愛知医大加齢研：岩崎�靖、吉田眞理
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B‒3　11：06～11：54� 座長：一宮市立市民病院　神経内科
伊藤　宏樹

55. 左片麻痺を呈し偏在性の脊髄病変を認めた視神経脊髄炎関連疾患の一例
半田市立半田病院　神経内科：木崎萌丹

下村佳寛、前川朋也、米山典孝

56. 経過中に抗利尿ホルモン不適合分泌症候群を合併した視神経脊髄炎の１例
大同病院神経内科：三輪恵里奈

服部　学、白石　智子、匂坂　尚史、小鹿　幸生
同　糖尿病・内分泌内科：寺島　康博

57. 多発する Tumefactive�demyelinating�lesion を呈しステロイドパルスが奏効した1例
一宮市立市民病院　神経内科：蔭山遥

三浦美紀、野田智子、田村拓也、伊藤宏樹

58. 脳生検を施行した Tumefactive�multiple�sclerosis の1例
刈谷豊田総合病院　神経内科：築地諒

池田昇平、松井克至、松尾幸治、丹羽央佳

59. 帯状疱疹と関連し脊髄炎再発を生じた視神経脊髄炎の1例
浜松医科大学第一内科：渡邊一樹

細井泰志、�髙嶋浩嗣、�宮嶋裕明
メディカルフォトニクス研究センター：武内智康

60. 脳幹部に腫瘍性病変をきたしステロイドパルス療法が有効であった脱髄性疾患の1例
名古屋大学脳神経内科：光里翔

天草善信、�中村亮一、�川頭祐一、�熱田直樹、�勝野雅央
同　脳神経外科：大岡史治、�竹内和人　愛知医大加齢医科学研究所：吉田眞理

―　 ―18



B‒4　13：30～14：10� 座長：金沢大学　神経内科
濵口　毅

61. RAB7A に新規バリアントを認め、異なった表現型を呈した Charcot-Marie-Tooth 病2B の親子例
金沢大神経内科：多田康剛

坂井健二、高橋良一、山口浩輝、佐村木美晴、濵口毅、
山田正仁

鹿児島大神経内科：橋口昭大、高橋博　

62. ダサチニブにより可逆的な脱髄性末梢神経障害を呈した症例
名古屋市立東部医療センター神経内科：井上裕康

谷口葉子、北村太郎、三浦敏靖、山田健太郎

63. 妊娠35週にて緊急帝王切開を要したギラン・バレー症候群の1例
伊勢赤十字病院脳神経内科：中村佳帆

山﨑正禎、前川嵩太、松尾�皇、内藤�寛

64. �右上肢単麻痺で発症し腕神経叢障害を認めた高齢発症 hereditary�neuropathy�with�liability�to�pressure�
palsies（HNPP）の一例

名古屋掖済会病院　神経内科：小野田統
竹村直晃、川瀬崇広、細山幸子、加賀友継、落合淳、
馬渕千之

増子記念病院　神経内科：竹内有子
愛知医科大　神経内科：丹羽淳一

65. リツキシマブ療法が有効であった抗 amphiphysin 抗体陽性ポリニューロパチーの１症例
富山大脳神経内科：林智宏

穴田涼子、山本真守、小西宏史、温井孝昌、道具伸浩、
中辻裕司
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東海中央病院：高橋昭



B‒5　14：10～14：58� 座長：藤田保健衛生大学　脳神経内科
島　さゆり

66. 皮膚生検にて診断し得た結節性多発動脈炎による多発単神経炎の1例
福井赤十字病院神経内科：早瀬史子

柳田成史、中山丈夫、今村久司、高野誠一郎
同　皮膚科：臼居駿也

同　病理診断科：大越忠和

67. 急性自律性感覚性ニューロパチー（AASN）とシェーグレン症候群の合併と考えられた一例
三重大脳神経内科：水谷あかね

松山裕文、松浦慶太、冨本秀和

68. 臨床的に FOSMN（facial�onset�sensory�and�motor�neuronopathy）症候群と診断した2症例
三重大脳神経内科：平田�佳寛

伊井�裕一郎、島田�拓弥、朝日�理、田村�麻子、松浦�慶太、
成田有吾、冨本�秀和

69. 眼の痛みを契機に診断に至った慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）の一例
三重大脳神経内科：西口大和

新堂晃大、松浦慶太、冨本秀和

70. 両側手根管症候群の術後に診断に至った家族性アミロイドポリニューロパチーの一例
名古屋大神経内科：上田雅道

熱田直樹、小池春樹、勝野雅央
同　病院検査部：中村友彦

71. 血清抗体価がステロイド療法により経時的に減少した抗NF155抗体陽性 CIDP の1例
藤田医大脳神経内科：東篤宏

水谷泰彰、坂野文彦、加藤邦尚、菊池洸一、長尾龍之介、
前田利樹、村手健一郎、廣田政古、引地智加、石川等真、
島さゆり、新美芳樹、植田晃広、伊藤信二、武藤多津郎

防衛医大神経内科：海田賢一　
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B‒6　14：58～15：46� 座長：三重大学医学部附属病院　脳神経内科
松浦　慶太

72. 多発性骨髄腫と抗MuSK 抗体陽性重症筋無力症（MG）を合併した一例
三重大脳神経内科：坂野翔子

石川英洋、松山裕文、松浦慶太、冨本秀和
松阪中央病院脳神経内科：川田憲一

同血液内科：水谷実

73. クリーゼを契機に診断された治療抵抗性の高齢発症重症筋無力症の一例
一宮市立市民病院神経内科：石原佑次

田村拓也、蔭山遥、三浦美紀、野田智子、伊藤宏樹

74. 臨床的に筋炎が疑われた抗 Lrp４抗体単独陽性の重症筋無力症の一例
名古屋市立大神経内科：大喜多賢治

大村眞弘、豊田剛成、川嶋将司、水野将行、藤岡哲平、
松川則之

長崎川棚医療センター臨床研究部：樋口理　

75. 比較的経過が良好な抗NT5C1A 抗体陽性封入体筋炎（IBM）の1例
北陸病院神経内科：小竹泰子

吉田光宏
厚生連高岡病院神経内科：中野博人、坂下泰浩、柳瀬大亮

　安川病院：安川善博　金沢大神経内科：坂井健二、山田正仁

76. Bent�spine�syndrome を呈した多発筋炎の一例
金沢医療センター神経内科：高松優斗

坂尻顕一、新田永俊
同　整形外科：吉岡克人
金沢大神経内科：坂井健二、山田正仁

77. 機械的血栓除去術を施行した多発血管炎性肉芽腫症の１例
名古屋市立大学　神経内科：大村真弘

藤岡哲平、豊田剛成、松川則之
同　膠原病内科：和田洵一
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B‒7　15：46～16：34� 座長：公立陶生病院　神経内科
加藤　秀紀

78. 10年後に再発した痙攣を伴う抗MOG抗体陽性片側性髄膜脳炎の１例
公立陶生病院　神経内科：加藤秀紀

加納裕也、荒川いつみ、水谷佳祐、小栗卓也、湯浅浩之

79. IVIg 反復投与にて寛解維持中の易再発性 CIDP 患者に RS3PE 症候群が併発した1例
豊田厚生病院　神経内科：田中　かずみ

櫻井　礼子、赤塚　和寛、冨田　稔、伊藤　瑞規、
服部　直樹

80. 強皮症とシェーグレン症候群に合併した末梢神経障害の一例
名古屋市立大学神経内科：山田剛平

大喜多賢治、大村真弘、松川則之
同　リウマチ膠原病内科：上原幸治、為近真也

81. 意識障害が遷延した、錯乱型片頭痛と考えられた1例
公立陶生病院神経内科：加納裕也

荒川いつみ、水谷佳祐、小栗卓也、加藤秀紀、湯浅浩之

82. 可逆性脳梁膨大部病変を認めたNORSE の1例
三重大　脳神経内科：宮松弥生

有川茂雄、水谷あかね、島田拓弥、新堂晃大、松浦慶太、
冨本秀和

83. 腕神経叢引き抜き損傷後に生じた巨大な偽性髄膜瘤の1例
伊勢赤十字病院　脳神経内科：川村公平

山﨑正禎、前川嵩太、松尾　皇、内藤　寛
同　脳神経外科：箱崎浩一、宮　史卓
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