
第153回 日本神経学会東海北陸地方会
プ ロ グ ラ ム

会長：家田　俊明
市立四日市病院　脳神経内科
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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
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Ａ会場（２階　224会議室）
	 時間	 セッション	 所　属	 演者名	 演　題　名

9：30	 A－１……………………………………………………………………………… 座長：三室　マヤ（愛知医科大学　加齢医科学研究所）
１．	愛知医科大学　加齢医科学研究所	 	 岩崎　　靖	 認知機能障害で発症した、前頭側頭葉変性症の１剖検例
２．	公立陶生病院	 神内	 荒川いつみ	 レビー小体病に進行性核上性麻痺様のタウ病理が認められた一例
３．	岡崎市民病院	 脳神内	 前田憲多郎	 首下がりを呈したアレキサンダー病の１剖検例
４．	豊田厚生病院	 神内	 馬場万里子	 	発症早期に陰性ミオクローヌスを主徴としたクロイツフェルト・ヤコブ病の１例
５．	豊田厚生病院	 神内	 森　　　悠	 	部分発作、行為障害で発症し1年半後新規前頭葉病変の生検で確定診断し

たPCNSLの１例
６．	静岡県立総合病院	 脳神内	 勝山　祐輔	 脳梗塞との鑑別を要した中枢神経原発悪性リンパ腫の１例

10：18	 A－２………………………………………………………………………………… 座長：道具　伸浩（富山大学附属病院　脳神経内科）
７．	富山大学	 脳神内	 道具　伸浩	 大脳白質病変が拡大した視神経脊髄炎の１例
８．	岡崎市民病院	 脳神内	 斎藤　勇紀	 発症早期から高い疾患活動性を呈した再発寛解型多発性硬化症の１例
９．	名古屋大学	 神内	 上田　雅道	 神経線維腫症Ⅰ型に合併した多発性硬化症の一例
10．	浜松医科大学	 第一内科	 竹ノ内晃之	 ヒトアジュバント病により発症した抗ガングリオシド抗体陽性神経Sarcoidosis
11．	市立四日市病院	 脳神内	 早川　雄馬	 抗AQP4抗体陽性を呈したisolated	neurosarcoidosisの１例
12．	一宮市立市民病院	 神内	 三浦　美紀	 カタトニア症候群を呈した橋本脳症の１例

11：06	 A－３…………………………………………………………………………………… 座長：池田　昇平（刈谷豊田総合病院　神経内科）
13．	愛知医科大学	 神内	 比嘉　智子	 高齢発症Charcot-Marie-Tooth病（CMT）1Aの１例
14．	岐阜大学	 神内・老年内科	 大野　陽哉	 肋間神経腫大を認めたCharcot-Marie-Tooth病1A型の１例
15．	金沢大学	 神内	 南川　靖太	 MPZ遺伝子にp.Trp101Cysバリアントを認めたCMT1Bの１例
16．	静岡済生会総合病院	 神内	 髙森　元子	 MFN2遺伝子に新規変異を認めたCMT2A2の１例
17．	トヨタ記念病院	 神内	 邦武　克彦	 痛みを主徴としたHNPPの１例

ランチョンセミナーＡ
12：00 〜 12：50	 	「高齢者てんかんをめぐる最近の話題」	

座長：家田　俊明（市立四日市病院　脳神経内科　部長）	
演者：神　　一敬（東北大学大学院医学系研究科　てんかん学分野　准教授）

共催：エーザイ株式会社

13：30	 A－４……………………………………………………………………………………… 座長：長山　成美（金沢医科大学　神経内科学）
18．	石川県立中央病院	 神内	 輪島　　愛	 髄膜炎が疑われた頸部リンパ節炎の一例
19．	金沢医科大学	 神内	 内田　信彰	 	ウイルス性髄膜炎後の小脳神経根炎に抗中性糖脂質抗体の関与が疑われた一例
20．	福井大学	 脳神内	 北崎　佑樹	 	脳生検と3度のNested-PCR検査で診断確定に至らなかった結核性髄膜炎

の剖検例
21．	岐阜県総合医療センター	 神内	 工藤　琢哉	 関節リウマチ治療中に発症したリウマチ性髄膜炎の１例

14：02	 A－５………………………………………………………………………… 座長：島　　さゆり（藤田医科大学医学部　脳神経内科学）
22．	一宮市立市民病院	 神内	 明石　憲佳	 成人発症のサイトカインストームに起因する急性脳症と考えられた１例
23．	岐阜県立多治見病院	 神内	 毛利　尚裕	 胃癌に対してニボルマブ投与中に辺縁系脳炎を発症した本邦初の一例
24．	名古屋医療センター	 神内	 濱田　博史	 	虫垂炎手術を契機に、急性肺障害、抗NMDA受容体抗体陽性脳炎を発症した１例
25．	中東遠総合医療センター	 神内	 岩田　麻衣	 リツキシマブが著効した抗NMDA受容体抗体脳炎の一例
26．	名古屋第二赤十字病院	 脳神内	 両角　佐織	 抗NMDAR脳炎の病像を示した抗NAE抗体陽性脳炎

14：42	 A－６………………………………………………………………………………………… 座長：湯浅　浩之（公立陶生病院　神経内科）
27．	公立陶生病院	 神内	 水谷　佳祐	 左尾状核梗塞により極度の自発性の低下と記憶障害を呈した一例
28．	名古屋市立東部医療センター	 神内	 山田健太郎	 雷鳴様頭痛で発症した健忘症状のない点状海馬病変の一例
29．	名古屋掖済会病院	 神内	 川瀬　崇広	 	クローン病で長期経静脈栄養中に小脳症状・視力障害で発症した複合的

なビタミン・ミネラル欠乏症の１例
30．	名古屋医療センター	 脳神内	 松前　彰紘	 セレン欠乏、QTc延長、心不全を伴ったウェルニッケ脳症の１例
31．	聖隷浜松病院	 神内	 若月　里江	 メトロニダゾールにより脳症と末梢神経障害を合併した２例

15：22	 A－７……………………………………………………………………… 座長：橋本　里奈（国立病院機構　東名古屋病院　神経内科）
32．	名古屋大学	 脳神内	 守吉　秀行	 	孤発性で運動感覚障害のみを認めた家族性アミロイドポリニューロパチー

（FAP）の１例
33．	名古屋大学	 神内	 數田　知之	 CIDPとして治療されていた家族性アミロイドポリニューロパチーの一例
34．	名古屋市立東部医療センター	 神内	 谷口　葉子	 抗GQ1b抗体陽性重症型Guillain-Barre症候群の一例
35．	聖隷三方原病院	 神内	 荒井　元美	 	脊髄後部の小病変を伴ったlumbosacral	radiculoplexus	neuropathyの１例
36．	公立陶生病院	 神内	 加納　裕也	 強皮症に末梢神経障害が合併し、神経生検で血管炎の関与が認められた一例

16：02	 A－８………………………………………………………………………… 座長：野田　成哉（国立病院機構　鈴鹿病院　脳神経内科）
37．	市立四日市病院	 脳神内	 中西　浩隆	 悪性腫瘍を併発した抗TIF1-γ抗体陽性筋炎３例の検討
38．	名古屋大学	 神内	 佐竹　勇紀	 ベーチェット病治療中に筋障害を呈した１例
39．	静岡赤十字病院	 神内	 中川　裕亮	 石灰沈着性頸長筋腱炎の１例
40．	安城更生病院	 神内	 大野　智彬	 IVIgが奏功したSRP抗体陽性壊死性筋炎の一例
41．	鈴鹿病院	 脳神内	 野田　成哉	 HAL®により歩行が改善した壊死性ミオパチーの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

9：30	 B－１…………………………………………………………………………… 座長：新堂　晃大（三重大学医学部附属病院　神経内科）
42．	三重大学	 脳神内	 廣田　有美	 脳梗塞の原因としてCalcified	amorphous	tumor（CAT）による塞栓が疑われた一例
43．	三重大学	 脳神内	 石川　英洋	 脳葉型微小出血と皮質微小梗塞の多発を認めた抗リン脂質抗体症候群の１例
44．	静岡県立総合病院	 脳神内	 北橋　　力	 視床出血を発症した先天性第Ⅺ因子欠乏症の一例
45．	三重大学	 脳神内	 新堂　晃大	 多発微小出血を認めた敗血症関連脳症の１例
46．	岡崎市民病院	 脳神内	 都築　　光	 特発性好酸球増加症候群に伴った脳梗塞の１例
47．	名古屋市立東部医療センター	 神内	 井上　裕康	 左室緻密化障害と肺動静脈瘻を合併した脳塞栓症の一例

10：18	 B－２…………………………………………………………………………………… 座長：坂尻　顕一（金沢医療センター　神経内科）
48．	総合大雄会病院	 神内	 千田麻友美	 	生検でtumefactive		demyelinating	lesionsが疑われた強い脳浮腫を呈し

た多発性白質病変の一例
49．	JCHO中京病院	 脳神内	 馬場　健太	 多発微小脳出血が白質病変よりも顕著であったCADASILの１例
50．	名古屋市立大学	 神内	 近藤　好美	 拍動性耳鳴を主徴とした特発性内頸動脈解離の一例
51．	金沢医療センター	 神内	 坂尻　顕一	 急性A型大動脈解離に伴う左中大脳動脈領域脳梗塞の１例
52．	藤枝市立総合病院	 神内	 中村　　智	 後大脳動脈解離により出血性梗塞をきたした１例
53．	名古屋市立大学	 神内	 山田　剛平	 急性心不全を同時発症した左島皮質梗塞の一例

11：06	 B－３…………………………………………………………………………………………… 座長：山村　　修（福井大学　脳神経内科）
54．	春日井市民病院	 神内	 村尾　厚徳	 四肢の動脈塞栓症を生じた脳梗塞rt-PA治療患者の３例
55．	春日井市民病院	 神内	 今井　和憲	 NIHSS値と治療開始時間からみた脳梗塞rt-PA治療の効果
56．	名古屋市立大学	 脳神内	 大村　真弘	 血栓除去術後にClaude症候群を呈した脳底動脈閉塞症の１例
57．	富山市民病院	 神内	 吉村　敬介	 	発症後14時間経過した急性脳動脈閉塞症に対し血栓回収術を行ったDanon病の１例	
58．	名古屋第二赤十字病院	 脳神内	 近藤　彩乃	 MRA元画像にて心原性脳塞栓症と診断できた１例

ランチョンセミナーB
12：00 〜 12：50	 	「自己抗体から考える重症筋無力症診療のパースペクティヴ」	

座長：錫村　明生（階行会　城西病院　院長）	
演者：中根　俊成（熊本大学医学部附属病院　神経内科　特任教授）

共催：アレクシオンファーマ合同会社

13：30	 B－４…………………………………………………………………………… 座長：両角　佐織（名古屋第二赤十字病院　脳神経内科）
59．	独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター		 森　美喜子	 複数の抗ガングリオシド抗体が陽性であった脊髄炎の１例
60．	名古屋市立大学	 神内	 大喜多賢治	 ペムブロリズマブによる脊髄炎の一例
61．	浅ノ川総合病院	 脳神内	 江口周一郎	 髄内感覚線維の障害が目立った帯状疱疹性脊髄炎
62．	安城更生病院	 神内	 小原　一輝	 	発熱頭痛を主訴とし、髄液所見から細菌性髄膜炎と鑑別困難であった脊

髄くも膜下出血の１例
63．	豊田厚生病院	 神内	 佐藤　萌美	 脳梗塞との鑑別を要した脊髄硬膜外血腫２例の臨床検討
64．	名古屋第一赤十字病院	 神内	 小森　祥太	 	大脳白質病変・脊髄long	cord	lesionを認め、後根神経節障害が示唆され

た抗CV2抗体陽性の１例
14：18	 B－５…………………………………………………… 座長：打田　佑人（名古屋市立大学　脳神経内科／豊川市民病院　神経内科）
65．	名古屋第一赤十字病院	 神内	 平野　聡子	 外転神経障害および三叉神経障害を呈した顆粒球肉腫の一例
66．	富山大学	 脳神内	 山本　真守	 IgG4関連が疑われた眼窩尖端症候群の一例
67．	豊川市民病院	 神内	 宇佐美寿彦	 外眼筋障害を呈した低K血症性ミオパチーの１例
68．	刈谷豊田総合病院	 神内	 築地　　諒	 高齢でSturge-Weber症候群が疑われた１例
69．	豊川市民病院	 神内	 安東美の里	 薬疹を伴う薬剤抵抗性てんかんに対するスチリペントールの有用性
70．	岐阜大学	 神内・老年内科	 柴田　英明	 可逆性脳梁膨大部病変を認めたC-NORSEの１例

15：06	 B－６………………………………………………………………………………… 座長：鈴木　淳一郎（トヨタ記念病院　脳神経内科）
71．	津田クリニック	 	 津田　光徳	 	Voxel-based	morphometry（VBM）と人工知能を用いたパーキンソン病と

多系統萎縮症に関する研究（３）
72．	トヨタ記念病院	 神内	 菱沼　眞子	 発症５年後に急速に呼吸不全を呈したLeg	amyotrophic	diplegia	（LAD）型ALSの１例
73．	名古屋大学	 脳神内	 天草　善信	 気管チューブ交換後に呼吸不全を生じた喉頭気管分離後ALS患者の事例
74．	藤田医科大学	 脳神内	 村手健一郎	 特異な臨床像を呈したSpinocerebellar	ataxia	type	6	（SCA6）の１例

15：38	 B－７…………………………………………………………………………………… 座長：鈴木　洋司（焼津市立総合病院　神経内科）
75．	国立病院機構名古屋医療センター	脳神内	 越前　康明	 	MRI	T2＊WIは脳静脈洞血栓（cerebral	venous	sinus	thrombosis：CVST）

のみでなく皮質静脈血栓の描出にも有用
76．	焼津市立総合病院	 神内	 服部　麻子	 多発子宮筋腫、鉄欠乏性貧血を伴った静脈洞血栓症の２例
77．	一宮西病院	 神内	 中井　良幸	 拍動性頭痛を主訴に来院した高齢発症の静脈洞血栓症の一例
78．	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	 反復経頭蓋磁気刺激による片麻痺患者治療の大脳糖代謝におよぼす影響

16：10	 B－８………………………………………………………………………………………… 座長：丹羽　淳一（愛知医科大学　神経内科）
79．	岡崎市民病院	 脳神内	 大塚　健司	 	重症市中肺炎の治療中に両側顔面筋力低下を呈し、抗アセチルコリンレ

セプター抗体陽性重症筋無力症と診断された26歳女性の１例
80．	名古屋セントラル病院	 神内	 後藤　敦子	 眼筋型重症筋無力症の外来患者４例の報告
81．	愛知医科大学	 神内	 丹羽　淳一	 	クリーゼを生じた重症筋無力症の遷延する嚥下障害と四肢筋力低下にエ

クリズマブが著効した１例
82．	岐阜大学	 神内・老年内科	 加藤　新英	 重症筋無力症と鑑別を要したSagging	eye	syndrome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。尚、神経内科・脳神経内科の表記は、移行期にあるため、抄録のままとしました。
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Ａ会場
（２階　224会議室）

A−１　9：30〜10：18 座長：愛知医科大学　加齢医科学研究所
三室　マヤ

１．認知機能障害で発症した、前頭側頭葉変性症の１剖検例
 愛知医科大学　加齢医科学研究所： 岩崎　　靖（いわさき　やすし）
  赤木　明生、三室　マヤ、宮原　弘明、吉田　眞理
 小山田記念温泉病院　脳神経内科： 川合　圭成、伊藤　益美、森　　恵子

２．レビー小体病に進行性核上性麻痺様のタウ病理が認められた一例
 公立陶生病院　神経内科： 荒川いつみ（あらかわ　いつみ）
   加納　裕也、水谷　佳祐、小栗　卓也、加藤　秀紀、 

湯浅　浩之
 愛知医科大学　加齢医科学研究所： 池田　知雅、吉田　眞理

３．首下がりを呈したアレキサンダー病の１剖検例
 岡崎市民病院　脳神経内科： 前田憲多郎（まえだ　けんたろう）
   大塚　健司、斎藤　勇紀、小林　洋介、髙木伸之介、 

辻　　裕丈、小林　　靖
 愛知医科大学　加齢医科学研究所： 吉田　眞理

４．発症早期に陰性ミオクローヌスを主徴としたクロイツフェルト・ヤコブ病の１例
 豊田厚生病院　神経内科： 馬場万里子（ばば　まりこ）
  赤塚　和寛、冨田　　稔、伊藤　瑞規、服部　直樹

５．部分発作、行為障害で発症し1年半後新規前頭葉病変の生検で確定診断したPCNSLの１例
 豊田厚生病院　神経内科： 森　　　悠（もり　ゆう）
  赤塚　和弘、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

６．脳梗塞との鑑別を要した中枢神経原発悪性リンパ腫の１例
 静岡県立総合病院　脳神経内科： 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
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A−２　10：18〜11：06 座長：富山大学附属病院　脳神経内科
道具　伸浩

７．大脳白質病変が拡大した視神経脊髄炎の１例
 富山大学　脳神経内科： 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

８．発症早期から高い疾患活動性を呈した再発寛解型多発性硬化症の１例
 岡崎市民病院　脳神経内科： 斎藤　勇紀（さいとう　ゆうき）
   大塚　健司、前田憲多郎、高木伸之介、小林　洋介、 

辻　　裕丈、小林　　靖

９．神経線維腫症Ⅰ型に合併した多発性硬化症の一例
 名古屋大学　神経内科： 上田　雅道（うえだ　まさみち）
  熱田　直樹、中村　友彦、小池　春樹、勝野　雅央
 名古屋大学医学部附属病院　検査部： 中村　友彦

10．ヒトアジュバント病により発症した抗ガングリオシド抗体陽性神経Sarcoidosis
 浜松医科大学　第一内科： 竹ノ内晃之（たけのうち　あきゆき）
   渡邊　一樹、髙嶋　浩嗣、武内　智康、細井　泰志、 

宮嶋　裕明
 近畿大学　神経内科： 楠　　　進

11．抗AQP4抗体陽性を呈したisolated	neurosarcoidosisの１例
 市立四日市病院　脳神経内科： 早川　雄馬（はやかわ　ゆうま）
  中西　浩隆、浅田　純子、家田　俊明
 名古屋大学医学部附属病院　脳神経内科： 佐竹　勇紀

12．カタトニア症候群を呈した橋本脳症の１例
 一宮市立市民病院　神経内科： 三浦　美紀（みうら　みき）
  蔭山　　遥、野田　智子、田村　拓也、伊藤　宏樹
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A−３　11：06〜11：46 座長：刈谷豊田総合病院　神経内科
池田　昇平

13．高齢発症Charcot-Marie-Tooth病（CMT）1Aの１例
 愛知医科大学　神経内科： 比嘉　智子（ひが　ともこ）
  佐伯　祥代、丹羽　淳一、道勇　　学

14．肋間神経腫大を認めたCharcot-Marie-Tooth病1A型の１例
 岐阜大学　神経内科・老年内科： 大野　陽哉（おおの　ようや）
   吉倉　延亮、竹腰　　顕、伏屋　公晴、山田　　恵、 

林　　祐一、木村　暁夫、下畑　享良

15．MPZ遺伝子にp.Trp101Cysバリアントを認めたCMT1Bの１例
 金沢大学　神経内科： 南川　靖太（みなみかわ　じょうた）
   島　　綾乃、中村　桂子、野崎　一朗、坂井　健二、 

山田　正仁

16．MFN2遺伝子に新規変異を認めたCMT2A2の１例
 静岡済生会総合病院　神経内科： 髙森　元子（たかもり　もとこ）
  兒島　辰哉、鈴木　康弘
 鹿児島大学　脳神経内科： 橋口　昭大

17．痛みを主徴としたHNPP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
 名古屋大学　神経内科： 小池　春樹、勝野　雅央
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A−４　13：30〜14：02 座長：金沢医科大学　神経内科学
長山　成美

18．髄膜炎が疑われた頸部リンパ節炎の一例
 石川県立中央病院　神経内科： 輪島　　愛（わじま　あい）
  松本　泰子、池田　篤平、山口　和由

19．ウイルス性髄膜炎後の小脳神経根炎に抗中性糖脂質抗体の関与が疑われた一例
 金沢医科大学　神経内科： 内田　信彰（うちだ　のぶあき）
   藤田　充世、中西　恵美、真田　　充、長山　成美、 

松井　　真
 藤田医科大学　神経内科： 島　さゆり、武藤多津郎

20．脳生検と3度のNested-PCR検査でも診断確定に至らなかった結核性髄膜炎の剖検例
 福井大学　脳神経内科： 北崎　佑樹（きたざき　ゆうき）
   井川　正道、榎本　崇一、白藤　法道、林　　浩嗣、 

山村　　修、濱野　忠則
 同　脳神経脊髄外科： 山田　真輔、有島　英孝
 同　病理学部門： 法木　左近

21．関節リウマチ治療中に発症したリウマチ性髄膜炎の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
 同　整形外科： 白井　剛士
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A−５　14：02〜14：42 座長：藤田医科大学医学部　脳神経内科学
島　　さゆり

22．成人発症のサイトカインストームに起因する急性脳症と考えられた１例
 一宮市立市民病院　神経内科： 明石　憲佳（あかし　のりか）
   田村　拓也、蔭山　　遥、松本　美紀、野田　智子、 

伊藤　宏樹

23．胃癌に対してニボルマブ投与中に辺縁系脳炎を発症した本邦初の一例
 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

24．虫垂炎手術を契機に、急性肺障害、抗NMDA受容体抗体陽性脳炎を発症した１例
 名古屋医療センター　神経内科： 濱田　博史（はまだ　ひろし）
  榊原　健二、小林　　麗、奥田　　聡

25．リツキシマブが著効した抗NMDA受容体抗体脳炎の一例
 中東遠総合医療センター　神経内科： 岩田　麻衣（いわた　まい）
  若井　正一

26．抗NMDAR脳炎の病像を示した抗NAE抗体陽性脳炎
 名古屋第二赤十字病院　脳神経内科： 両角　佐織（もろずみ　さおり）
  安井　敬三
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A−６　14：42〜15：22 座長：公立陶生病院　神経内科
湯浅　浩之

27．左尾状核梗塞により極度の自発性の低下と記憶障害を呈した一例
 公立陶生病院　神経内科： 水谷　佳祐（みずたに　けいすけ）
    荒川いつみ、加納　裕也、小栗　卓也、加藤　秀紀、 

湯浅　浩之
 帝京大学医学部附属病院　放射線科： 櫻井　圭太

28．雷鳴様頭痛で発症した健忘症状のない点状海馬病変の一例
 名古屋市立東部医療センター　神経内科： 山田健太郎（やまだ　けんたろう）
   谷口　葉子、井上　裕康、佐藤千香子、北村　太郎、 

三浦　敏靖
 にししろクリニック： 神谷　雅人

29．クローン病で長期経静脈栄養中に小脳症状・視力障害で発症した複合的なビタミン・ミネラル欠
乏症の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

30．セレン欠乏、QTc延長、心不全を伴ったウェルニッケ脳症の１例
 名古屋医療センター　脳神経内科： 松前　彰紘（まつまえ　あきひろ）
  榊原　健二、小林　　麗、岡田　　久、奥田　　聡

31．メトロニダゾールにより脳症と末梢神経障害を合併した２例
 聖隷浜松病院　神経内科： 若月　里江（わかつき　りえ）
   内山　　剛、明神　寛暢、鈴木　重將、近土　善行、 

佐藤慶史郎、大橋　寿彦

 13 



A−７　15：22〜16：02 座長：国立病院機構　東名古屋病院　神経内科
橋本　里奈

32．孤発性で運動感覚障害のみを認めた家族性アミロイドポリニューロパチー（FAP）の１例
 名古屋大学　脳神経内科： 守吉　秀行（もりよし　ひでゆき）
   土方　靖浩、熱田　直樹、深見　祐樹、中村　友彦、 

小池　春樹、勝野　雅央
 名古屋大学　検査部： 中村　友彦

33．CIDPとして治療されていた家族性アミロイドポリニューロパチーの一例
 名古屋大学　神経内科： 數田　知之（かずた　ともゆき）
  小池　春樹、熱田　直樹、中村　友彦、勝野　雅央

34．抗GQ1b抗体陽性重症型Guillain-Barre症候群の一例
 名古屋市立東部医療センター　神経内科： 谷口　葉子（たにぐち　ようこ）
  井上　裕康、　北村　太郎、　三浦　敏靖、　山田健太郎

35．脊髄後部の小病変を伴ったlumbosacral	radiculoplexus	neuropathyの１例
 聖隷三方原病院　神経内科： 荒井　元美（あらい　もとみ）

36．強皮症に末梢神経障害が合併し、神経生検で血管炎の関与が認められた一例
 公立陶生病院　神経内科： 加納　裕也（かのう　ゆうや）
   荒川いつみ、水谷　佳祐、小栗　卓也、加藤　秀紀、 

湯浅　浩之
 名古屋大学　神経内科： 小池　春樹
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A−８　16：02〜16：42 座長：国立病院機構　鈴鹿病院　脳神経内科
野田　成哉

37．悪性腫瘍を併発した抗TIF1-γ抗体陽性筋炎３例の検討
 市立四日市病院　脳神経内科： 中西　浩隆（なかにし　ひろたか）
  早川　雄馬、浅田　純子、上田　美紀、家田　俊明

38．ベーチェット病治療中に筋障害を呈した１例
 名古屋大学　神経内科： 佐竹　勇紀（さたけ　ゆうき）
   川頭　祐一、野田　成哉、木村　正剛、中村　友彦、 

勝野　雅央
 刈谷豊田総合病院： 松尾　幸治
 名古屋大学医学部附属病院　検査部： 中村　友彦

39．石灰沈着性頸長筋腱炎の１例
 静岡赤十字病院　神経内科： 中川　裕亮（なかがわ　ゆうすけ）
   堀内　公成、守屋　麻美、八木　宣泰、小西　高志、 

今井　　昇、芹澤　正博

40．IVIgが奏功したSRP抗体陽性壊死性筋炎の一例
 安城更生病院　神経内科： 大野　智彬（おおの　ともあき）
  近藤　　初、川上　　治、安藤　哲朗
 名古屋大学　神経内科： 野田　成哉、勝野　雅央

41．HAL®により歩行が改善した壊死性ミオパチーの１例
 鈴鹿病院　脳神経内科： 野田　成哉（のだ　せいや）
   村上あゆ香、木村　正剛、曽根　　淳、橋本　美沙、 

南山　　誠、酒井　素子、久留　　聡、小長谷正明
 名古屋大学　神経内科： 野田　成哉、村上あゆ香、木村　正剛、勝野　雅央
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B会場
（２階　222・223会議室）

B−１　9：30〜10：18 座長：三重大学医学部附属病院　神経内科
新堂　晃大

42．脳梗塞の原因としてCalcified	amorphous	tumor（CAT）による塞栓が疑われた一例
 三重大学　脳神経内科： 廣田　有美（ひろた　ゆみ）
  西口　大和、松山　裕文、松浦　慶太、冨本　秀和

43．脳葉型微小出血と皮質微小梗塞の多発を認めた抗リン脂質抗体症候群の１例
 三重大学　脳神経内科： 石川　英洋（いしかわ　ひでひろ）
  谷口　　彰、松浦　慶太、冨本　秀和

44．視床出血を発症した先天性第Ⅺ因子欠乏症の一例
 静岡県立総合病院　脳神経内科： 北橋　　力（きたはし　りき）
   真田　悠希、勝山　祐輔、吉田　英史、金　　　剛、 

原田　　清

45．多発微小出血を認めた敗血症関連脳症の１例
 三重大学　脳神経内科： 新堂　晃大（しんどう　あきひろ）
  松浦　慶太、冨本　秀和

46．特発性好酸球増加症候群に伴った脳梗塞の１例
 岡崎市民病院　脳神経内科： 都築　　光（つづき　ひかる）
   前田憲多郎、大塚　健司、斎藤　勇紀、小林　洋介、 

髙木伸之介、辻　　裕丈、小林　　靖

47．左室緻密化障害と肺動静脈瘻を合併した脳塞栓症の一例
 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、北村　太郎、三浦　敏靖、山田健太郎
 同　放射線科： 武藤　昌裕
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B−２　10：18〜11：06 座長：金沢医療センター　神経内科
坂尻　顕一

48．生検でtumefactive		demyelinating	lesionsが疑われた強い脳浮腫を呈した多発性白質病変の一例
 総合大雄会病院　神経内科： 千田麻友美（せんだ　まゆみ）
 同　脳神経外科： 松原　博文
 愛知医科大学　加齢医科学研究所： 吉田　眞理

49．多発微小脳出血が白質病変よりも顕著であったCADASILの１例
 JCHO中京病院　脳神経内科： 馬場　健太（うまば　けんた）
   玉腰　大悟、齋木　絢加、鈴木　健吾、加藤　重典、 

藤城健一郎

50．拍動性耳鳴を主徴とした特発性内頸動脈解離の一例
 名古屋市立大学　神経内科： 近藤　好美（こんどう　よしみ）
   藤岡　哲平、大村　眞弘、豊田　剛成、水野　将行、 

川嶋　将司、大喜多賢治、松川　則之

51．急性A型大動脈解離に伴う左中大脳動脈領域脳梗塞の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

52．後大脳動脈解離により出血性梗塞をきたした１例
 藤枝市立総合病院　神経内科： 中村　　智（なかむら　さとし）
 同　脳神経外科： 松永　恭輔、岡田　博史、堤　　将輝

53．急性心不全を同時発症した左島皮質梗塞の一例
 名古屋市立大学　神経内科： 山田　剛平（やまだ　ごうへい）
  大喜多賢治、大村　真弘、松川　則之
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B−３　11：06〜11：46 座長：福井大学　脳神経内科
山村　　修

54．四肢の動脈塞栓症を生じた脳梗塞rt-PA治療患者の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

55．NIHSS値と治療開始時間からみた脳梗塞rt-PA治療の効果
 春日井市民病院　神経内科： 今井　和憲（いまい　かずのり）
   村尾　厚徳、八木　　覚、鳥居　良太、遠藤　利洋、 

寺尾　心一
 同　脳卒中センター： 鳥居　良太、遠藤　利洋、寺尾　心一

56．血栓除去術後にClaude症候群を呈した脳底動脈閉塞症の１例
 名古屋市立大学　脳神経内科： 大村　真弘（おおむら　まさひろ）
  中村　宜隆、豊田　剛成、松川　則之
 同　脳神経外科： 西川　祐介

57．発症後14時間経過した急性脳動脈閉塞症に対し血栓回収術を行ったDanon病の１例
 富山市民病院　神経内科： 吉村　敬介（よしむら　けいすけ）
  谷口　　優、村松　大輝、林　　　茂
 同　脳神経外科： 毛利　正直

58．MRA元画像にて心原性脳塞栓症と診断できた１例
 名古屋第二赤十字病院　脳神経内科： 近藤　彩乃（こんどう　あやの）
   コウ　イチオ、川上　　裕、大羽　知里、植松　高史、 

宮嶋　真理、荒木　　周、両角　佐織、安井　敬三
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B−４　13：30〜14：18 座長：名古屋第二赤十字病院　脳神経内科
両角　佐織

59．複数の抗ガングリオシド抗体が陽性であった脊髄炎の１例
 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター： 森　美喜子（もり　みきこ）
  越前　康明、小林　　麗、岡田　　久、奥田　　聡

60．ペムブロリズマブによる脊髄炎の一例
 名古屋市立大学　神経内科： 大喜多賢治（おおきた　けんじ）
   大村　眞弘、豊田　剛成、川嶋　将司、水野　将行、 

藤岡　哲平、松川　則之
 同　呼吸器内科： 山本　清花、前野　　健

61．髄内感覚線維の障害が目立った帯状疱疹性脊髄炎
 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
 同　皮膚科： 袖本　衣代

62．発熱頭痛を主訴とし、髄液所見から細菌性髄膜炎と鑑別困難であった脊髄くも膜下出血の１例
 安城更生病院　神経内科： 小原　一輝（おばら　かずき）
  林　　佳枝、伊藤　翔太、川上　　治、安藤　哲朗

63．脳梗塞との鑑別を要した脊髄硬膜外血腫２例の臨床検討
 豊田厚生病院　神経内科： 佐藤　萌美（さとう　もえみ）
   森　　　悠、赤塚　和寛、冨田　　稔、伊藤　瑞規、 

服部　直樹

64．大脳白質病変・脊髄long	cord	lesionを認め、後根神経節障害が示唆された抗CV2抗体陽性の１例
 名古屋第一赤十字病院　神経内科： 小森　祥太（こもり　しょうた）
   高阪　勇輔、平野　聡子、本田　大祐、渡邉はづき、 

馬渕　直紀、後藤　洋二、真野　和夫
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B−５　14：18〜15：06 座長：名古屋市立大学　脳神経内科／豊川市民病院　神経内科
打田　佑人

65．外転神経障害および三叉神経障害を呈した顆粒球肉腫の一例
 名古屋第一赤十字病院　神経内科： 平野　聡子（ひらの　さとこ）
  渡邉はづき、後藤　洋二
 同　血液内科： 新家　裕朗、佐藤　貴彦

66．IgG4関連が疑われた眼窩尖端症候群の一例
 富山大学　脳神経内科： 山本　真守（やまもと　まもる）
   道具　伸浩、穴田　涼子、林　　智宏、小西　宏文、 

温井　孝昌、中辻　裕司
 同　病理部： 濱島　　丈

67．外眼筋障害を呈した低K血症性ミオパチーの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、高田　幸児
 名古屋市立大学大学院　神経内科学： 打田　佑人

68．高齢でSturge-Weber症候群が疑われた１例
 刈谷豊田総合病院　神経内科： 築地　　諒（ちくち　りょう）
  池田　昇平、松井　克至、松尾　幸治、丹羽　央佳

69．薬疹を伴う薬剤抵抗性てんかんに対するスチリペントールの有用性
 豊川市民病院　神経内科： 安東美の里（あんとう　みのり）
  打田　佑人、宇佐美寿彦、久野　智之、高田　幸児
 名古屋市立大学大学院　神経内科学： 打田　佑人、松川　則之
 国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター　神経内科： 寺田　清人

70．可逆性脳梁膨大部病変を認めたC-NORSEの１例
 岐阜大学　神経内科・老年内科： 柴田　英明（しばた　ひであき）
  林　　祐一、吉倉　延亮、木村　暁夫、下畑　享良
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B−６　15：06〜15：38 座長：トヨタ記念病院　脳神経内科
鈴木　淳一郎

71．Voxel-based	morphometry（VBM）と人工知能を用いたパーキンソン病と多系統萎縮症に関する
研究（３）

 津田クリニック： 津田　光徳（つだ　みつのり）
 かとうクリニック： 加藤　保司、宮崎眞佐男
 嘉祥会： 村井　克昌

72．発症５年後に急速に呼吸不全を呈したLeg	amyotrophic	diplegia	（LAD）型ALSの１例
 トヨタ記念病院　脳神経内科： 菱沼　眞子（ひしぬま　まこ）
   邦武　克彦、稲垣　良輔、古川　宗磨、鈴木淳一郎、 

西田　　卓、伊藤　泰広
 安城更生病院　神経内科： 安藤　哲朗

73．気管チューブ交換後に呼吸不全を生じた喉頭気管分離後ALS患者の事例
 名古屋大学　脳神経内科： 天草　善信（あまくさ　よしのぶ）
  井口　洋平、熱田　直樹、渡辺　宏久、勝野　雅央

74．特異な臨床像を呈したSpinocerebellar	ataxia	type	6	（SCA6）の１例
 藤田医科大学　神経内科： 村手健一郎（むらて　けんいちろう）
   坂野　文彦、加藤　邦尚、東　　篤宏、長尾龍之介、 

前田　利樹、菊池　洸一、廣田　政古、石川　等真、 
島　さゆり、新美　芳樹、水谷　泰彰、植田　晃広、 
武藤多津郎
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B−７　15：38〜16：10 座長：焼津市立総合病院　神経内科
鈴木　洋司

75．MRI	T2*WIは脳静脈洞血栓（cerebral	venous	sinus	thrombosis：CVST）のみでなく皮質静脈血
栓の描出にも有用

 国立病院機構名古屋医療センター　脳神経内科： 越前　康明（えちぜん　やすあき）
  小林　　麗、岡田　　久、奥田　　聡

76．多発子宮筋腫、鉄欠乏性貧血を伴った静脈洞血栓症の２例
 焼津市立総合病院　神経内科： 服部　麻子（はっとり　あさこ）
   鈴木　洋司、谷山友太郞、唐津　　透、篠原　　慶、 

伊賀崎翔太、金本　忠久、酒井　直樹

77．拍動性頭痛を主訴に来院した高齢発症の静脈洞血栓症の一例
 一宮西病院　神経内科： 中井　良幸（なかい　よしゆき）
  水井　大介、岡田　弘明、金井　雅裕、山口　啓二

78．反復経頭蓋磁気刺激による片麻痺患者治療の大脳糖代謝におよぼす影響
 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（ほりもと　よしひこ）
  稲垣　亜紀、田島　稔久、日比野敬明、蒲澤　秀洋
 同　放射線科： 林　　絵美、飯田　昭彦
 同　理学療法科： 野末　琢馬
 同　作業療法科： 森田　　勝
 同　看護部： 近藤　泰子
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B−８　16：10〜16：42 座長：愛知医科大学　神経内科
丹羽　淳一

79．重症市中肺炎の治療中に両側顔面筋力低下を呈し、抗アセチルコリンレセプター抗体陽性重症筋
無力症と診断された26歳女性の１例

 岡崎市民病院　脳神経内科： 大塚　健司（おおつか　けんじ）
   斎藤　勇紀、前田憲多郎、小林　洋介、髙木伸之介、 

辻　　裕丈、小林　　靖

80．眼筋型重症筋無力症の外来患者４例の報告
 名古屋セントラル病院　神経内科： 後藤　敦子（ごとう　あつこ）
  杢野　謙次
 同　脳神経外科： 中原　紀元、竹林　成典
 名古屋大学　神経内科： 川頭　祐一、林　　直毅、原田祐三子、佐竹　勇紀

81．クリーゼを生じた重症筋無力症の遷延する嚥下障害と四肢筋力低下にエクリズマブが著効した１例
 愛知医科大学　神経内科： 丹羽　淳一（にわ　じゅんいち）
  安藤　宏明、道勇　　学

82．重症筋無力症と鑑別を要したSagging	eye	syndrome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、吉倉　延亮、山田　　恵、 

木村　暁夫、下畑　享良
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