
A会場　演者・座長一覧

－  8  －

時間帯 番号 発表者 所属 演題名 セッション名 座長
（所属）

9：00
～

9：40

A-01 田　中　佳　実 関西労災病院　神経内科 長期血液透析患者に発症した小脳・脳幹型の進行性多巣性
白質脳症

神経	
感染症・	
脳症

桐山　敬生
（奈良県立医科大学　 

脳神経内科）

A-02 馬　場　智　也 大阪大学医学部附属病院 髄液検査から結核性、悪性リンパ腫と鑑別を要した 
神経サルコイドーシスの一例

A-03 松　尾　宏　俊 近江八幡市立総合医療センター　 
脳神経内科

初診時の髄液細胞数増多が軽度だった化膿性髄膜炎の 
1剖検例

A-04 奥　田　真　也 大津赤十字病院　脳神経内科 一側上肢のけいれん、しびれを呈した低髄液圧症候群の1例

A-05 岸　谷　　　　融 京都第二赤十字病院　脳神経内科 広範な白質病変を呈した松果体腫瘤による水頭症の1例

9：40
～

10：12

A-06 武　田　清　明 国立病院機構　 
京都医療センター　脳神経内科

電気生理学的検査により診断に至った、脳神経に限局した
慢性炎症性脱髄性多発神経炎の一例

末梢神経
滋賀　健介

（松下記念病院　 
脳神経内科）

A-07 藤原　史奈子 兵庫医科大学病院 球脊髄性筋萎縮症に慢性炎症性脱髄性多発神経炎を 
合併した一例

A-08 西　村　優　佑 京都府立医科大学　神経内科学 慢性炎症性脱髄性多発神経炎と鑑別を要した
Neurolymphomatosisの一例

A-09 六　車　彩　子 一般財団法人　住友病院　 
脳神経内科

急性増悪をきたし、Rituximabにより著明に改善した 
抗MAG抗体関連ニューロパチーの一例

10：12
～

10：52

A-10 山　崎　　　　浩 国立病院機構　兵庫中央病院　 
神経内科

エドロホニウムが著効したLambert-Eaton筋無力症候群
（LEMS）の一例

神経筋疾患
および	
その他

寒川　　真
（近畿大学　 

医学部・医学研究科　 
脳神経内科）

A-11 藤　田　尚　宏 国家公務員共済組合連合会　 
大手前病院　脳神経内科

抗横紋筋抗体陽性で心機能低下を伴った抗MuSK抗体陽性
重症筋無力症の一例

A-12 岡　田　信　久 一般財団法人　住友病院 ステロイド長期・大量投与でS状結腸穿孔を認めた、 
難治性・再発性の重症筋無力症の3例

A-13 神　吉　理　枝 西宮協立脳神経外科病院　 
脳神経内科 急性石灰沈着性頸長筋腱炎の一例

A-14 小　河　秀　郎 公立甲賀病院　脳神経内科 胸部脊椎血管腫圧潰により痙性対麻痺を生じた1例

10：52
～

11：24

A-15 岡　　　　佑　和 関西電力病院　脳神経内科 出産を契機に発症したSOD1遺伝子変異を伴う家族性ALS
の1例

神経変性	
疾患・	
遺伝性	
疾患

中村　正孝
（関西医科大学附属病院　 

脳神経内科）

A-16 岡田　洋一郎 済生会野江病院　脳神経内科 抗パーキンソン病薬により歩行障害の改善を認めた 
特発性基底核石灰化症の一例

A-17 八木田　　　薫 天理よろづ相談所病院　 
脳神経内科

起立性運動過多症の合併が示唆されたパーキンソン症候群
の2症例

A-18 遠　藤　卓　行 独立行政法人国立病院機構 
大阪刀根山医療センター　脳神経内科

未診断疾患イニシアチブ（IRUD）事業による遺伝学的検査にて
診断された小児期発症緩徐進行性遠位型ミオパチーの1例

12：25～13：25 ランチョンセミナー1　NMOSD（視神経脊髄炎スペクトラム障害）治療の新しい幕開け（共催：アレクシオンファーマ合同会社）



B会場　演者・座長一覧

－  9  －

時間帯 番号 発表者 所属 演題名 セッション名 座長
（所属）

9：00
～

9：40

B-01 大　井　長　和 宇治病院　脳神経内科 口蓋振戦と周期性方向交代性眼位を認めた一症例

脳血管	
障害・	
症候学

西中　和人
（住友病院　脳神経内科）

B-02 山　田　　　　航 箕面市立病院　神経内科 躁症状、左上下肢のバリスム様不随意運動にて発症した 
右境界域脳梗塞の一例

B-03 小　原　啓　弥 南奈良総合医療センター 片側舞踏運動で発症した急性期脳梗塞の1例

B-04 朴　　　　美　暎 大阪大学医学部附属病院　 
神経内科・脳卒中科 片側不随意運動で発症した脳梗塞の一例

B-05 山　形　大　志 JCHO神戸中央病院　脳神経内科 左横静脈洞・S状静脈洞硬膜動静脈瘻にて漢字の失読失書
をきたした1例

9：40
～

10：28

B-06 半谷　美沙紀 京都第一赤十字病院　 
脳神経・脳卒中科 右左シャントのない肺静脈奇形を合併した脳塞栓症の一例

脳血管障害

北村　彰浩
（滋賀医科大学　 

内科学講座　 
脳神経内科）

B-07 木　村　俊　介 国立循環器病研究センター　 
脳血管内科 脳底動脈窓形成に合併した心原性脳塞栓症の1例

B-08 田　川　直　樹 国立循環器病研究センター　 
脳神経内科

両側内頚動脈の同時閉塞をきたし、病理解剖により病態を
評価し得た心原性脳塞栓症の一例

B-09 末　廣　和　子 淀川キリスト教病院　 
脳血管神経内科

心臓機械弁置換後にcavitationによるminor strokeを 
繰り返した1例

B-10 岡　本　光　佑 大阪市立大学　医学部附属病院　 
神経内科

発症時刻不明で進行性の経過を辿った内頚動脈（ICA） 
閉塞の一例

B-11 山　本　真　義 （公財）田附興風会医学研究所　 
北野病院

発症2週間以後に血管狭窄が進行した頭蓋内内頸動脈解離
の1例

10：28
～

11：16

B-12 山　田　七　海 奈良県立医科大学　脳神経内科 Libman-sacks心内膜炎による多発脳梗塞の1例

炎症、	
免疫機序を
伴う	

脳血管障害

永金　義成
（京都第二赤十字病院　 

脳神経内科）

B-13 横　出　晃　能 京都中部総合医療センター　 
脳神経内科

水痘・帯状疱疹ウイルス血管炎に伴う前下小脳動脈領域梗塞
をきたした一例

B-14 坂　本　　　　健 和歌山県立医科大学　脳神経内科 脳アミロイドアンギオパチー関連白質脳症（CAA-I）に 
よるシャルル・ボネ症候群（CBS）を認めた一例

B-15 吉　本　幸　世 大阪医科大学神経内科 皮質下微小出血を伴わず多発脳梗塞像を呈したアミロイド
β関連血管炎の1例

B-16 杉　山　誠　治 滋賀医科大学　内科学講座 
脳神経内科

多発血管攣縮と急性拡張した椎骨動脈瘤を呈したNPSLE
の一例

B-17 冨　井　康　宏 京都桂病院　脳神経内科 繰り返す脳梗塞に脳幹萎縮と椎骨脳底動脈の進行性拡張を
併発したサルコイドーシスの一剖検例

11：40～12：10 世話人会

12：25～13：25 ランチョンセミナー2　パーキンソン病の最新治療（共催：小野薬品工業株式会社）

13：45～17：15 生涯教育講演会



C会場　演者・座長一覧

－  10  －

時間帯 番号 発表者 所属 演題名 セッション名 座長
（所属）

9：00
～

9：40

C-01 刀　坂　公　崇 加古川中央市民病院　脳神経内科 脳腫瘍と鑑別を要した抗leucine-rich glioma-inactivated 1
（LGI1）抗体陽性の片側性辺縁系脳炎の一例

抗神経抗体
脳炎

千原　典夫
（神戸大学大学院 

医学研究科・内科学講座　 
脳神経内科学分野）

C-02 山　下　翔　子 近畿大学医学部　脳神経内科 免疫治療が奏功した抗代謝型グルタミン酸受容体1型抗体
陽性自己免疫性小脳性運動失調症の一例

C-03 木村　正夢嶺 神戸市立医療センター 
中央市民病院　脳神経内科

抗NMDA受容体脳炎との鑑別を要する異常運動を呈した
Bickerstaff脳幹脳炎の1例

C-04 池　田　一　俊 京都大学医学部附属病院　 
脳神経内科 抗神経抗体陽性の亜急性発症のミオクロニーてんかんの一例

C-05 山　村　良　平 市立豊中病院 脳梗塞との鑑別に脳血流SPECTが有用であった抗LGI-1
抗体陽性脳炎の一例

9：40
～

10：20

C-06 小　谷　紗　稀 済生会滋賀県病院　初期研修医
Tumefactive demyelinating lesion（TDL）を呈し,  
単純血漿交換療法（PE）の追加治療が有効であった 
抗MOG抗体陽性脱髄疾患の1例

中枢神経	
脱髄および
炎症性疾患
と鑑別を	
要する疾患

川村　和之
（国立病院機構　 

南京都病院　 
脳神経内科）

C-07 辻　　　　雄　太 大阪赤十字病院 メトトレキセート長期内服中に亜急性連合性脊髄変性症を
来たし、Sjogren症候群関連脊髄炎を併発した1例

C-08 山川　健太郎 富永病院　脳神経内科 病初期から視覚誘発電位で高度異常所見を呈した 
視神経周囲炎の一症例

C-09 植　木　秀　伍 関西医科大学　総合医療センター　 
脳神経内科

Foville Millard Gubler症候群を示した中枢神経炎症性 
疾患の一例

C-10 荒　木　　　　健 神戸大学大学院医学研究科 
神経内科学

5年の経過で再発・寛解を繰り返しCLIPPERSが先行して
T細胞リンパ腫と診断した一例

12：25～13：25 ランチョンセミナー3　多発性硬化症診療の最前線　～何が変わり、何が変わろうとしているか～（共催：バイオジェン・ジャパン株式会社／エーザイ株式会社）



－  11  －

A　会　場
神経感染症・脳症

座長：桐山　敬生
（奈良県立医科大学　脳神経内科）

　　9：00～9：40

A-01	長期血液透析患者に発症した小脳・脳幹型の進行性多巣性白質脳症
○田中　佳実、古田　充、野崎　園子、依藤　史郎
関西労災病院　神経内科

A-02	 髄液検査から結核性、悪性リンパ腫と鑑別を要した神経サルコイドーシスの一例
○馬場　智也、白石　直之、清水　幹人、馬場　孝輔、木下　允、奥野　龍禎、

望月　秀樹
大阪大学医学部附属病院

A-03	初診時の髄液細胞数増多が軽度だった化膿性髄膜炎の1剖検例
○松尾　宏俊1、後藤　弘樹1、中村　高秋2、立川　弘孝3、細川　洋平4、高橋　央5、

丹藤　創5、伊東　恭子5

1近江八幡市立総合医療センター　脳神経内科、2同　代謝内科、3同　総合内科、
4同　病理診断科、5京都府立医科大学　分子病態病理学

A-04	一側上肢のけいれん、しびれを呈した低髄液圧症候群の1例
○奥田　真也1、芝田　くるみ1,2、吉田　弘樹1、和泉　賢明1、藤田　理奈1、北川　理1、

三枝　隆博1、松井　大1

1大津赤十字病院　脳神経内科、2大津赤十字病院　内科

A-05	広範な白質病変を呈した松果体腫瘤による水頭症の1例
○岸谷　融1、村上　陳訓2、濱中　正嗣1、山田　丈弘1、田中　瑛次郎1、沼　宗一郎1、

福永　大幹1、西井　陽亮1、永金　義成1

1京都第二赤十字病院　脳神経内科、2京都第二赤十字病院　脳神経外科



－  12  －

末梢神経
座長：滋賀　健介

（松下記念病院　脳神経内科）

　　9：40～10：12

A-06	電気生理学的検査により診断に至った、脳神経に限局した慢性炎症性脱髄性	
多発神経炎の一例
○武田　清明1、村瀬　永子1,2、三村　直哉1、松成　亮太1、十川　純平1、大谷　良1

1国立病院機構　京都医療センター　脳神経内科、
2国立病院機構　奈良医療センター　脳神経内科

A-07	球脊髄性筋萎縮症に慢性炎症性脱髄性多発神経炎を合併した一例
○藤原　史奈子、笠間　周平、平塚　真理、徳原　悠介、吉積　一樹、谷仲　裕美子、

西　将光、坂本　峻、右近　紳一郎、山本　麻未、渡邊　将平、木村　卓、武田　正中
兵庫医科大学病院

A-08	慢性炎症性脱髄性多発神経炎と鑑別を要したNeurolymphomatosisの一例
○西村　優佑、蒔田　直輝、松浦　啓、辻　有希子、能登　祐一、安田　怜、藤並　潤、

水野　敏樹
京都府立医科大学　神経内科学

A-09	急性増悪をきたし、Rituximabにより著明に改善した抗MAG抗体関連ニュー
ロパチーの一例
○六車　彩子、岡田　信久、小川　慈、二宮　怜子、関谷　智子、田村　暁子、

當間　圭一郎、西中　和人、宇高　不可思
一般財団法人　住友病院　脳神経内科



－  13  －

神経筋疾患およびその他
座長：寒川　真

（近畿大学　医学部・医学研究科　脳神経内科）

　　10：12～10：52

A-10	エドロホニウムが著効したLambert-Eaton筋無力症候群（LEMS）の一例
○山崎　浩1、横田　一郎1、武中　優1、西田　勝也1、三谷　真紀1、二村　直伸1、

舟川　格1、金森　斎修2、本村　政勝3

1国立病院機構　兵庫中央病院　神経内科、2国立病院機構　兵庫中央病院　呼吸器内科、
3長崎総合科学大学　工学部　工学科　医療工学コース

A-11	抗横紋筋抗体陽性で心機能低下を伴った抗MuSK抗体陽性重症筋無力症の一例
○藤田　尚宏、光吉　礼人、竹内　恵里子、廣澤　太輔、須貝　文宣
国家公務員共済組合連合会　大手前病院　脳神経内科

A-12	ステロイド長期・大量投与でS状結腸穿孔を認めた、難治性・再発性の	
重症筋無力症の3例
○岡田　信久、六車　彩子、小川　慈、二宮　怜子、関谷　智子、田村　暁子、

當間　圭一郎、西中　和人、宇高　不可思
一般財団法人　住友病院

A-13	急性石灰沈着性頸長筋腱炎の一例
○神吉　理枝、徳永　隆司、中嶋　匡、立花　久大
西宮協立脳神経外科病院　脳神経内科

A-14	胸部脊椎血管腫圧潰により痙性対麻痺を生じた1例
○小河　秀郎、大井　二郎、端　真季子
公立甲賀病院　脳神経内科



－  14  －

神経変性疾患・遺伝性疾患
座長：中村　正孝

（関西医科大学附属病院　脳神経内科）

　　10：52～11：24

A-15	出産を契機に発症したSOD1遺伝子変異を伴う家族性ALSの1例
○岡　佑和、菊谷　明広、上原　尚子、津崎　光司、茶谷　裕、立花　直子、濱野　利明
関西電力病院　脳神経内科

A-16	抗パーキンソン病薬により歩行障害の改善を認めた特発性基底核石灰化症の	
一例
○岡田　洋一郎、前田　和彦、河野　隆一、福田　英俊
済生会野江病院　脳神経内科

A-17	起立性運動過多症の合併が示唆されたパーキンソン症候群の2症例
○八木田　薫1、小林　昌弘2、小坂　慎2、廣瀬　正和1、末長　敏彦1

1天理よろづ相談所病院　脳神経内科、2天理よろづ相談所病院　臨床検査部

A-18	未診断疾患イニシアチブ（IRUD）事業による遺伝学的検査にて診断された	
小児期発症緩徐進行性遠位型ミオパチーの1例
○遠藤　卓行1、山寺　みさき1、松村　剛1、豊岡　圭子1、高橋　正紀2、坂田　泰史3、

大薗　恵一4、藤村　晴俊1

1独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター脳神経内科、
2大阪大学大学院医学系研究科神経内科学、3大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学、
4大阪大学大学院医学系研究科小児科学
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B　会　場
脳血管障害・症候学

座長：西中　和人
（住友病院　脳神経内科）

　　9：00～9：40

B-01	 口蓋振戦と周期性方向交代性眼位を認めた一症例
○大井　長和、林　紗葵、佐藤　啓
宇治病院　脳神経内科

B-02	 躁症状、左上下肢のバリスム様不随意運動にて発症した右境界域脳梗塞の一例
○山田　航1、穀内　洋介1、田井　格2、高群　美和1、曽我　文久1

1箕面市立病院　神経内科、2箕面市立病院　精神科

B-03	 片側舞踏運動で発症した急性期脳梗塞の1例
○小原　啓弥1,3、山中　雅美2、清水　宏紀1,3、井口　直彦1,3、杉江　和馬3、

木下　真幸子4

1南奈良総合医療センター、2南奈良総合医療センター　臨床検査部、
3奈良県立医科大学　脳神経内科、4国立病院機構　宇多野病院　脳神経内科

B-04	 片側不随意運動で発症した脳梗塞の一例
○朴　美暎、杉山　靖子、岡崎　周平、藤堂　謙一、馬場　孝輔、佐々木　勉、

望月　秀樹
大阪大学医学部附属病院　神経内科・脳卒中科

B-05	 左横静脈洞・S状静脈洞硬膜動静脈瘻にて漢字の失読失書をきたした1例
○山形　大志1、中田　章弘2、末廣　大知3、桑山　一行2、小別所　博1

1JCHO神戸中央病院　脳神経内科、2JCHO神戸中央病院　脳神経外科、
3神戸大学大学院医学研究科　脳神経内科学
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脳血管障害
座長：北村　彰浩

（滋賀医科大学　内科学講座　脳神経内科）

　　9：40～10：28

B-06	 右左シャントのない肺静脈奇形を合併した脳塞栓症の一例
○半谷　美沙紀1、猪奥　徹也1、今井　啓輔1、徳田　直輝1、一条　祐輔2、

吉田　麻里子2、白石　淳3

1京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科、2京都第一赤十字病院　放射線診断科、
3京都第一赤十字病院　循環器内科

B-07	 脳底動脈窓形成に合併した心原性脳塞栓症の1例
○木村　俊介1,2、三輪　佳織1、金丸　晃大1,2、小椋　史織1,2、高下　純平1、

吉本　武史2、豊田　一則1、古賀　政利1

1国立循環器病研究センター　脳血管内科、2国立循環器病研究センター　脳神経内科

B-08	 両側内頚動脈の同時閉塞をきたし、病理解剖により病態を評価し得た心原性	
脳塞栓症の一例
○田川　直樹1、服部　頼都1、金丸　晃大1、松本　学2、植田　初江2、猪原　匡史1

1国立循環器病研究センター　脳神経内科、2国立循環器病研究センター　病理部

B-09	 心臓機械弁置換後にcavitationによるminor	strokeを繰り返した1例
○末廣　和子1、原　斉1、安部　裕子1、西居　正汰1、本岡　里英子1、河野　友裕1、

上田　直子1、松添　弘樹2、佐藤　俊輔3

1淀川キリスト教病院　脳血管神経内科、2循環器内科、3心臓血管外科

B-10	 発症時刻不明で進行性の経過を辿った内頚動脈（ICA）閉塞の一例
○岡本　光佑1、青原　健太1、長谷川　樹1、安部　貴人1、神崎　智行2、中川　智弘2、

渡部　祐輔2、伊藤　義彰1

1大阪市立大学　医学部附属病院　神経内科、
2大阪市立大学　医学部附属病院　脳神経外科

B-11	 発症2週間以後に血管狭窄が進行した頭蓋内内頸動脈解離の1例
○山本　真義、小松　研一、新美　完、今中　翔平、菊谷　明広、平藤　哲也、

阿部　宗一郎、中川　朋一、椨　勇人、斎木　英資、里井　斉、松本　禎之
（公財）田附興風会医学研究所　北野病院
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炎症、免疫機序を伴う脳血管障害
座長：永金　義成

（京都第二赤十字病院　脳神経内科）

　　10：28～11：16

B-12	 Libman-sacks心内膜炎による多発脳梗塞の1例
○山田　七海1、岩佐　直毅1、桐山　敬生1、斎藤　こずえ1、古山　理莉2、鮫島　謙一2、

鶴屋　和彦2、杉江　和馬1

1奈良県立医科大学　脳神経内科、2奈良県立医科大学　腎臓内科

B-13	 水痘・帯状疱疹ウイルス血管炎に伴う前下小脳動脈領域梗塞をきたした一例
○横出　晃能、山口　達之
京都中部総合医療センター　脳神経内科

B-14	 脳アミロイドアンギオパチー関連白質脳症（CAA-I）によるシャルル・ボネ	
症候群（CBS）を認めた一例
○坂本　健、丹羽　麻也子、高　真守、伊東　秀文
和歌山県立医科大学　脳神経内科

B-15	 皮質下微小出血を伴わず多発脳梗塞像を呈したアミロイドβ関連血管炎の1例
○吉本　幸世1、小川　将司1、重清　太郎1、塚原　彰弘1、細川　隆史1、若林　孝一2、

荒若　繁樹1

1大阪医科大学神経内科、2弘前大学大学院脳神経病理学講座

B-16	 多発血管攣縮と急性拡張した椎骨動脈瘤を呈したNPSLEの一例
○杉山　誠治、北村　彰浩、小橋　修平、音羽　祐兵、金子　隼也、岡本　直己、

宮脇　光二、塚本　剛士、小川　暢弘、山川　勇、金　一暁、真田　充、漆谷　真
滋賀医科大学　内科学講座　脳神経内科

B-17	 繰り返す脳梗塞に脳幹萎縮と椎骨脳底動脈の進行性拡張を併発した	
サルコイドーシスの一剖検例
○冨井　康宏1、山本　康正1、渋谷　信介2、尾原　知行3、水野　敏樹3

1京都桂病院　脳神経内科、2京都桂病院　病理診断科、
3京都府立医科大学大学院医学研究科　神経内科学
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C　会　場
抗神経抗体脳炎

座長：千原　典夫
（神戸大学大学院医学研究科・内科学講座　脳神経内科学分野）

　　9：00～9：40

C-01	脳腫瘍と鑑別を要した抗leucine-rich	glioma-inactivated	1（LGI1）抗体	
陽性の片側性辺縁系脳炎の一例
○刀坂　公崇1、武田　涼輔1、永田　格也1、石原　広之1、苅田　典生2

1加古川中央市民病院　脳神経内科、2脳神経内科　くすのき診療所

C-02	免疫治療が奏功した抗代謝型グルタミン酸受容体1型抗体陽性自己免疫性小脳
性運動失調症の一例
○山下　翔子1、浦瀬　みゆき1、桑原　基1、吉倉　延亮2、木村　暁夫2、下畑　享良2、

楠　進1

1近畿大学医学部　脳神経内科、2岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科学分野

C-03	抗NMDA受容体脳炎との鑑別を要する異常運動を呈したBickerstaff脳幹脳炎
の1例
○木村　正夢嶺1、吉村　元1、乾　涼磨1、角替　麻里絵1、石山　浩之1、藤原　悟1、

村上　泰隆1、石井　淳子1、尾原　信行1、川本　未知1、楠　進2、幸原　伸夫1

1神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経内科、2近畿大学医学部　脳神経内科

C-04	抗神経抗体陽性の亜急性発症のミオクロニーてんかんの一例
○池田　一俊1、戸島　麻耶1、錦織　隆成1、濱口　敏和1、下竹　昭寛1、木村　公俊1、

岡田　信久3、當間　圭一郎3、眞木　崇州1、山門　穂高1、池田　昭夫2、高橋　良輔1

1京都大学医学部附属病院　脳神経内科、2てんかん・運動異常生理学、
3住友病院　脳神経内科

C-05	脳梗塞との鑑別に脳血流SPECTが有用であった抗LGI-1抗体陽性脳炎の一例
○山村　良平、杉浦　由理、木下　福章、林　友豊、森山　拓也、仲谷　利栄、

荒木　克哉、森谷　真之、横江　勝、長束　一行
市立豊中病院
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中枢神経脱髄および炎症性疾患と鑑別を要する疾患
座長：川村　和之

（国立病院機構　南京都病院　脳神経内科）

　　9：40～10：20

C-06	 Tumefactive	demyelinating	lesion（TDL）を呈し,	単純血漿交換療法（PE）
の追加治療が有効であった抗MOG抗体陽性脱髄疾患の1例
○小谷　紗稀1、深沢　良輔2、長　正訓2、日高　幸宏2、武澤　秀理2、藤井　明弘2

1済生会滋賀県病院　初期研修医、2済生会滋賀県病院　脳神経内科

C-07	メトトレキセート長期内服中に亜急性連合性脊髄変性症を来たし、Sjogren症
候群関連脊髄炎を併発した1例
○辻　雄太、柴田　洋子、田村　優、長谷部　祥子、前川　嵩太、雑賀　玲子、

高橋　牧郎
大阪赤十字病院

C-08	病初期から視覚誘発電位で高度異常所見を呈した視神経周囲炎の一症例
○山川　健太郎、孝橋　睦生、宮原　淳一、杉山　華子、團野　大介、柏谷　嘉宏、

菊井　祥二、竹島　多賀夫
富永病院　脳神経内科

C-09	 Foville	Millard	Gubler症候群を示した中枢神経炎症性疾患の一例
○植木　秀伍1、十川　夏子1、井谷　公美1、篠藤　祐也1、日下　博文2、近藤　誉之1

1関西医科大学　総合医療センター　脳神経内科、2関西医科大学　附属病院　脳神経内科

C-10	 5年の経過で再発・寛解を繰り返しCLIPPERSが先行してT細胞リンパ腫と	
診断した一例
○荒木　健1、末廣　大知1、立花　久嗣1、田中　伴典2、坂井　里奈3、水谷　優3、

齊藤　泰之3、藥師神　公和3、上田　健博1、関口　兼司1、松本　理器1

1神戸大学大学院医学研究科神経内科学、2神戸大学病院病理部・病理診断科、
3神戸大学病院腫瘍・血液内科


