
A会場
脳血管障害1

座長：岡崎　周平
（大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学）

　　9：00～9：32

A-01 発症前に市販ウェアラブルデバイス（Apple Watch（R） SE）により心拍変動上
昇が記録されていた初発心房細動による心原性脳塞栓症の1例
○原瀬　翔平1,2、塩澤　真之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亀田総合病院　脳神経内科

A-02 冠状断拡散強調MR画像が診断に有用であった視床外側ラクナ梗塞の一例
○北川　由華、明浦　公彦、山下　和哉、寺川　晴彦、上田　周一
独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪病院　脳神経内科

A-03 可変フリップ角3D fast spin echo法（3D-VFA-FSE）によるMRI vessel 
wall imaging（MRI-VWI）が経過観察に有用であった線維筋異形成（FMD）
に伴う椎骨動脈解離の一例
○前田　翔一郎1、河田　怜子2、柴田　益成2、中村　敬2、坂口　裕香2、神末　怜2、
塩谷　早紀子2、関谷　智子2、田村　暁子2、西中　和人2、宇高　不可思2

1一般財団法人住友病院　総合診療科、2一般財団法人住友病院　脳神経内科

A-04 血管壁イメージングMRIとPET-CTが診断に有用であった非典型的巨細胞性動
脈炎（GCA）に伴う脳梗塞の一例
○小泉　直史1、高杉　純司1、尾原　信行1、岡　秀樹2、山下　大祐3、太田　和馬1、
竹中　友洋1、下山　佳織1、比谷　里美1、山根　俊之1、乾　涼磨1、片上　隆史1、
木村　正夢嶺1、藤原　悟1、前川　嵩太1、石井　淳子1、吉村　元1、幸原　伸夫1、
川本　未知1

1神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経内科、2同　膠原病・リウマチ内科、
3同　病理診断科



脳血管障害2
座長：吉村　壮平

（国立循環器病研究センター　脳血管内科）

　　9：32～10：04

A-05 ヘパリン起因性血小板減少症による脳梗塞に免疫グロブリン大量療法が奏功し
た一例
○蒔田　直輝1、辻　有希子1、山本　経尚2、牧野　雅弘1

1京都岡本記念病院　脳神経内科、2京都岡本記念病院　心臓血管外科

A-06 重症COVID-19肺炎にヘパリン起因性血小板減少症による脳梗塞を合併した
一例
○村上　泰隆1、岡崎　周平1、藤堂　謙一1、大薗　達彦1、池中　健介1、内山　昭則2、
平田　陽彦3、望月　秀樹1

1大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学、
2大阪大学大学院医学系研究科　麻酔・集中治療学、
3大阪大学大学院医学系研究科　呼吸器・免疫内科学

A-07 皮質下白質と脳梁に多発微小出血を来したCOVID-19患者の1例
○山田　真人、吉田　紀子、布留川　郁、廣田　真理、廣田　伸之
市立大津市民病院　脳神経内科

A-08 子宮筋腫による過多月経を背景に重度慢性貧血の補正によって発症した
posterior reversible encephalopathy syndromeの1例
○阪口　和希、永金　義成、岸谷　融、藤並　潤、徳田　直輝、沼　宗一郎、
福永　大幹、西井　陽亮、小林　史弥

京都第二赤十字病院



脳血管障害3
座長：寺川　晴彦

（JCHO大阪病院　脳神経内科・リハビリテーション科）

　　10：04～10：28

A-09 中枢性徐脈発作を繰り返したWallenberg症候群の1例
○寺田　清香、小橋　修平、杉山　誠治、宮脇　光二、中村　竜太郎、西田　知弘、
音羽　祐兵、岡本　直己、金子　隼也、山本　寛、田村　亮太、塚本　剛士、
小川　暢弘、北村　彰浩、山川　勇、金　一暁、真田　充、漆谷　真

滋賀医科大学附属病院

A-10 可逆性パーキンソニズムを呈した上矢状静脈洞血栓症の一例
○松田　明宏、田口　智朗、應儀　達徳、西尾　有葵子、下園　恒明、山口　聡子、
本庄　智香、新出　明代、野寺　裕之、末長　敏彦

天理よろづ相談所病院　脳神経内科

A-11 右前頭葉内側面・脳梁の脳梗塞後に吃音を呈した症例のリハビリテーション経験
○福田　和浩、水野　佐枝、中島　敦史
社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院診療部リハビリテーション科



脊髄血管障害
座長：影山　恭史

（兵庫県立尼崎総合医療センター　脳神経内科）

　　10：33～10：57

A-12 突然のめまい・嘔吐で発症し、特徴的な画像所見から診断した頭蓋頚椎移行部
硬膜動静脈瘻の1例
○平田　真也1、山中　宏孝2、清水　麻里奈3、孝橋　睦夫1、神辺　大輔1、山下　博史1

1日本赤十字社　和歌山医療センター　脳神経内科、2同　脳神経外科、3同　放射線診断科

A-13 正常圧水頭症（NPH）に対する脳室腹腔シャント（VPS）後に増悪した脊髄硬
膜動静脈瘻（SDAVF）の一例
○坂口　裕香1、柴田　益成1,3、中村　敬1,3、山田　昌稔2、神末　怜1、塩谷　早紀子1、
河田　怜子1、関谷　智子1、田村　暁子1、當間　圭一郎1、西中　和人1、
宇高　不可思1

1住友病院　脳神経内科、2住友病院　脳神経内科、3同　脳神経外科、
4同　脳卒中・脳血管内治療室

A-14 脊柱起立筋梗塞を併発した脊髄梗塞の一例
○加藤　拓真、今井　啓輔、山田　丈弘、山本　敦史、猪奥　徹也、長　正訓、崔　聡、
上田　凌大

京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科



脊椎・脊髄疾患
座長：小松　研一

（田附興風会医学研究所北野病院　脳神経内科）

　　10：57～11：21

A-15 左優位の上肢筋力低下を来した多髄節性筋萎縮症の1例
○神末　怜、坂口　裕香、塩谷　早紀子、河田　怜子、中村　敬、関谷　智子、
田村　暁子、柴田　益成、當間　圭一郎、西中　和人、宇高　不可思

住友病院　脳神経内科

A-16 頸椎レベルに発生した出血を伴う椎間関節嚢胞の1例
○光畑　朋美1、赤荻　茉莉子1、太田　雅彦1、大塚　喜久1、影山　恭史1、坂崎　太紀2、
木村　浩明2

1兵庫県立尼崎総合医療センター　脳神経内科、
2兵庫県立尼崎総合医療センター　整形外科

A-17 多彩な不随意運動を伴い診断に苦慮した平山病疑いの一例
○野田　康平1、大封　昌子1、井上　穣1,2、宇佐美　清英1、下竹　昭寛1、池田　昭夫1、
高橋　良輔1

1京都大学医学部附属病院　脳神経内科、2倉敷中央病院　脳神経内科



変性疾患
座長：横江　勝

（市立豊中病院　脳神経内科）

　　13：20～13：44

A-18 橋・小脳を中心に広範囲にリン酸化α-synucleinの沈着を認めた多系統萎縮症
の1剖検例
○木内　亮平1、松尾　宏俊2、細川　洋平3、北大路　隆正4、小泉　崇4、高橋　央4,5、
丹藤　創5、伊東　恭子5、水野　敏樹4

1近江八幡市立総合医療センター　臨床研修医、2同　脳神経内科、3同　病理診断科、
4京都府立医科大学　大学院医学研究科　脳神経内科学、5同　分子病態病理学

A-19 CO2ナルコーシスを発症し中枢性低換気を疑ったPSPの1例
○金子　隼也、片山　英明、大井　二郎、小河　秀郎
公立甲賀病院　脳神経内科

A-20 呼吸困難で発症した進行性格上性麻痺（PSP）の1症例
○佐藤　啓、林　紗葵、大井　長和
宇治病院



DBS・不随意運動
座長：小仲　邦

（行岡病院・大阪行岡医療大学　脳神経内科）

　　13：44～14：08

A-21 MRgFUSによる淡蒼球内節凝固術を行ったパーキンソン病の一例
○小坂田　陽介1,3、平林　秀裕2、久我　純弘1、森原　隆太3、山下　徹3、阿部　康二4、
大西　英之1

1大西脳神経外科病院、2奈良医療センター、3岡山大学病院、
4国立精神・神経医療研究センター

A-22 多発性海綿状血管腫による脳卒中によりひきおこされた意図動作時運動過多に
対し、Vim-DBSが有効であった一例
○田中　真理子1、村瀬　永子1、井ノ上　博也1、松村　隆介1、後藤　将吏2、
石榑　尚仁2、小村　桃子2、坂東　和晃2、下川原　立雄3、永田　清3、平林　秀裕3

1奈良医療センター　脳神経内科、2奈良医療センター　リハビリテーション科、
3奈良医療センター　脳神経外科

A-23 急性経過のパーキンソン病類似の症状を呈し，糖尿病性尿毒症症候群と考えら
れた1例
○城間　京香、橋本　由貴、安部　裕子、上田　直子、原　斉
淀川キリスト教病院　脳血管神経内科



神経感染症
座長：柴田　益成

（住友病院　脳神経内科、脳卒中・脳血管内治療室）

　　14：08～14：48

A-24 SARS-CoV-2ワクチン接種後に単純ヘルペス脳炎を発症した一例
○武田　侑己1、古東　秀介1、下村　雅浩1、中安　翔一1、矢幡　悟大1、泉谷　真季子1、
山口　星一郎1、矢部　萌美2、三崎　健太2、細見　雅史3、小田　哲也1、濱口　浩敏1

1北播磨総合医療センター　脳神経内科、
2北播磨総合医療センター　リウマチ・膠原病内科、
3北播磨総合医療センター　リハビリテーション科

A-25 脳室内出血との鑑別を要したEubacterium tenueによる脳膿瘍の1例
○千葉　哲矢1、鷲田　和夫1、元岡　大祐2、野田　浩太郎1、柿野　圭紀1、殿村　修一1、
石山　浩之1、吉本　武史1、福間　一樹1、齊藤　聡1、田中　智貴1、服部　頼都1、
猪原　匡史1

1国立循環器病研究センター　脳神経内科、2大阪大学　微生物病研究所

A-26 入院中意識障害を来し，脳生検にて肉芽腫性アメーバ性脳炎と診断された一例
○炭谷　有亮1、棚橋　貴夫1、由上　登志郎1、森　秀夫2、橋本　弘行1

1大阪労災病院　脳卒中・脳神経内科、2大阪労災病院　病理診断科

A-27 脳脊髄結核腫および結核性脊髄炎の加療中に免疫再構築症候群を来した一例
○芦崎　太一朗1、寺澤　英夫1、荒木　健1、清水　洋孝1、瓦井　俊孝1、柳原　千枝2、
上原　敏志1

1兵庫県立姫路循環器病センター、2神戸市立西神戸医療センター　脳神経内科

A-28 入院時のスクリーニング検査が診断に有用であった神経梅毒の2例
○橋本　万由子1,2、秀嶋　信1、神吉　秀明1、大岡　洋子1、西田　福子1、速水　宏達3、
本山　靖3、橋川　一雄1

1医療法人　警和会　大阪警察病院　脳神経内科、
2医療法人　警和会　第二大阪警察病院　臨床研修指導センター、
3医療法人　警和会　大阪警察病院　脳神経外科



てんかん・頭痛
座長：中野　美佐

（市立吹田市民病院　脳神経内科）

　　14：48～15：12

A-29 早期の免疫療法介入が有効と考えられたCryptogenic New-Onset 
Refractory Status Epilepticus （C-NORSE）の一例
○水野　彰、坂口　裕香、河田　怜子、神末　怜、塩谷　早紀子、中村　敬、
関谷　智子、田村　暁子、柴田　益成、當間　圭一郎、西中　和人、宇高　不可思

住友病院　脳神経内科

A-30 コロナ禍による世界的な経静脈麻酔不足の中で辺縁系脳炎によるてんかん重積
に対してイソフルランで鎮静した1例
○玉城　駿介、山川　健太郎、王　晨堯、野村　倫子、池田　一俊、長谷部　祥子、
武信　洋平、山本　菜都美、白　健人、小松崎　崇、岡本　明久、西　憲一郎、
尾崎　彰彦

大阪赤十字病院

A-31 脳炎との鑑別を要した家族性片麻痺性片頭痛の1例
○謝　策1、下竹　昭寛1、尾谷　真弓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、
2京都大学大学院医学研究科　てんかん・運動異常生理学講座



B会場
膠原病・血管炎

座長：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）

　　9：00～9：32

B-01 長期にわたる一過性神経症状と軟膜病変を有し、脳実質の血管性浮腫を伴って
増悪した中枢神経サルコイドーシスの一例
○宋　知樹1,2、柴田　益成1,2、坂口　裕香1、中村　敬1,2、神末　怜1、塩谷　早紀子1、
河田　怜子1、関谷　智子1、田村　暁子1、西中　和人1、宇高　不可思1

1一般財団法人住友病院　脳神経内科、
2一般財団法人住友病院　脳神経内科　脳卒中・脳血管内治療室

B-02 慢性関節リウマチに合併した好酸球性髄膜脳炎の1例
○宮崎　一徳、森谷　真之、佐野　齊、早野　絵梨、北野　貴也、仲谷　利栄、
杉浦　由理、来　真希子、長束　一行、横江　勝

市立豊中病院　神経内科

B-03 リウマチ性髄膜炎の関与が疑われた非交通性水頭症の一例
○徳原　悠介、坂本　峻、山中　大輔、吉積　一樹、西　将光、右近　紳一郎、
山本　麻未、渡邊　将平、笠間　周平、武田　正中、木村　卓

兵庫医科大学病院

B-04 m-RNA COVID-19ワクチン接種後に発症した視神経周囲炎の一例
○竹中　友洋1、藤原　悟1、松崎　光博2、太田　和馬1、小泉　直史1、山根　俊之1、
下山　佳織1、比谷　里美1、片上　隆史1、乾　涼磨1、木村　正夢嶺1、前川　嵩太1、
石井　淳子1、高杉　純司1、尾原　信行1、吉村　元1、幸原　伸夫1、川本　未知1

1神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経内科、
2神戸市立神戸アイセンター病院　眼科



免疫性神経疾患1
座長：川合　寛道

（滋賀医科大学・JCHO滋賀病院　脳神経内科）

　　9：32～9：56

B-05 急性の経過を辿ったStiff-person syndromeの1例
○東本　祐樹、芦田　真士、西村　優佑、田中　瑛次郎、水野　敏樹
京都府立医科大学　大学院医学研究科　脳神経内科学

B-06 見当識障害で発症したstiff-person症候群に対して、免疫治療及び腫瘍切除に
よって良好な転機を得た一例
○赤堀　元樹1、石尾　ゆきこ1、高野　真2、柳原　千枝1

1西神戸医療センター、2明石こころのホスピタル

B-07 脊髄小脳変性症と鑑別を要した抗GAD抗体陽性免疫介在性小脳失調症の1例
○櫻井　靖久1、宮本　将和1、辻村　敦史1、上田　明広1、今中　翔平2、岡　佑和1、
古川　公嗣1、中川　朋一1、小松　研一1、高橋　牧郎1

1公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院、2関西電力病院



免疫性神経疾患2
座長：吉田　誠克

（京都府立医科大学大学院　医学研究科　脳神経内科学）

　　9：56～10：28

B-08 病初期に一過性の脳梁膨大部病変を呈した自己免疫性GFAPアストロサイトパ
チーの一例
○樽谷　潤子、高橋　麻衣子、森　めぐみ、高　真守、宮本　勝一、伊東　秀文
和歌山県立医科大学　脳神経内科

B-09 緩徐進行性の認知機能障害・不随意運動・意識障害を呈した自己免疫性 glial 
fibrillary acidic protein（GFAP）アストロサイトパチーの一例
○土田　愛、岡山　公宣、武田　涼輔、上月　淳、曽　菲亜、十河　正弥、千原　典夫、
上田　健博、関口　兼司、松本　理器

神戸大学大学院医学研究科　脳神経内科学

B-10 傍腫瘍性神経症候群を呈した進展型小細胞肺癌の一例
○田中　なつき、國方　桃代、小玉　大地、江並　朋美、北村　絵未、吉田　智子、
白石　翔一、柳原　武彦

社会医療法人きつこう会　多根総合病院

B-11 Faciobrachial dystonic seizure に対して抗てんかん薬が著効した抗神経抗体
関連CNS症候群の一例
○前田　和彦、橋本　大輝、岡田　洋一郎、河野　隆一
大阪府済生会　野江病院



MS/NMOおよびMOG関連脳炎
座長：木下　允

（大阪大学神経内科学講座）

　　10：33～10：57

B-12 SARS-CoV-2 m-RNAワクチン接種後に急性散在性脳脊髄炎（ADEM）を発症
した51歳女性
○堀本　隼人1、北　峻志1、永田　格也1、清家　尚彦1、石原　広之1、苅田　典生2

1加古川中央市民病院、2脳神経内科　くすのき診療所

B-13 免疫吸着療法が奏功した抗MOG抗体陽性多相性散在性脳脊髄炎の1例
○小川　将司1、杉田　千鶴子1、宮川　るみな1、垣内　謙祐1、増田　裕一1、
佐野　恵理1、細川　隆史1、鍵谷　真希2、石田　志門1、荒若　繁樹1

1大阪医科薬科大学　内科学4　脳神経内科、2大阪医科薬科大学　血液浄化センター

B-14 一過性の同名半盲発作で発症し、失語症状が経時的に増悪した抗MOG抗体関
連皮質性脳炎の一例
○三谷　晃平、乙宗　宏範、細川　明子、中野　美佐
市立吹田市民病院　脳神経内科



脳炎・脳症
座長：宮本　勝一

（和歌山県立医科大学　脳神経内科）

　　10：57～11：37

B-15 免疫グロブリン静注のみで症状が著明に改善した抗mGluR1抗体脳炎の一例
○坂下　建人1、西田　勝也1、武中　優1、横田　一郎1、西本　啓介1、山崎　浩1、
河本　邦彦1、三谷　真紀1、舟川　格1、吉倉　延亮2、木村　暁夫2、下畑　亨良2、
二村　直伸1

1国立病院機構　兵庫中央病院　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

B-16 小脳症状と頭痛・異臭の訴えに対してステロイドが奏功した抗Zic4抗体陽性
脳炎の1例
○古塚　建伍、森勢　諭、犬塚　諒子、中村　正孝、國枝　武伸、金子　鋭、
藥師時　裕介

関西医科大学　脳神経内科学講座

B-17 免疫チェックポイント阻害薬使用後に発症した辺縁系脳炎の一例
○西村　光平、大西　優輝、田村　優、吉田　弘樹、梶川　駿介、井内　盛遠
国立病院機構　京都医療センター

B-18 免疫チェックポイント阻害薬により筋炎・心筋炎，脳炎，非痙攣性てんかん重積
を発症し，複数の抗体が陽性であった1例
○赤澤　明香、大塚　喜久、橋本　黎、米田　行宏、影山　恭史
兵庫県立尼崎総合医療センター　脳神経内科

B-19 高齢者メトロニダゾール脳症の一例
○明浦　公彦、山下　和哉、寺川　晴彦、上田　周一
JCHO大阪病院



ミオパチー
座長：別宮　豪一

（大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学）

　　13：20～14：00

B-20 VPC遺伝子変異に伴うミオパチーの一例
○佐々木　絢子1、西川　敦子1、平山　喬1、上道　知之1、西野　一三2

1公立学校共済組合　近畿中央病院、
2国立神経・神経医療研究センター神経研究所　疾病研究第一部

B-21 重症筋無力症に併発したrippling muscle disease（RMD）の1例
○藤田　尚宏、石倉　照之、竹中　乃由利、永島　希、西川　徹、中野　智仁、
隅　寿恵、中　隆

市立東大阪医療センター　神経内科

B-22 HTLV-1関連性炎症性筋症の1例
○名村　仁志1、坂田　花美1、谷口　佳子1、山岸　裕子1、寒川　真1、西野　一三2、
永井　義隆1

1近畿大学病院　脳神経内科、
2国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第一部

B-23 濃縮コーヒーの大量摂取による急性カフェイン中毒が原因と思われる重度の 
横紋筋融解症を呈したダウン症患者の一例
○杉山　誠治、阪上　芳男
草津総合病院

B-24 妊娠中に発症し免疫療法が奏功した免疫介在性壊死性ミオパチーの一例
○林　友豊1、奥野　龍禎1、別宮　豪一1、大薗　達彦1、池中　建介1、村山　繁雄1,2,3、
望月　秀樹1

1大阪大学大学院医学系研究科神経内科学、
2大阪大学大学院連合小児発達学研究科ブレインバンク・バイオリソース部門、
3東京都健康長寿医療センター・高齢者ブレインバンク



末梢神経障害1
座長：濱野　利明

（関西電力病院　脳神経内科）

　　14：00～14：40

B-25 COVID-19後に軸索型ギラン・バレー症候群を呈した一例
○平井　敦樹、道浦　徹、藤井　佳奈子、寺山　敦之、吉川　恵輔、永井　義隆
近畿大学　医学部　脳神経内科

B-26 COVIDワクチン接種後に発症したギラン・バレー症候群の一例
○松岡　千紘、中島　大輔、武澤　秀理、藤井　明弘
済生会滋賀県病院　脳神経内科

B-27 片側の横隔神経麻痺を神経生理学的検査で経時的に評価し得たギランバレー症
候群の1例
○大橋　智仁、井口　直彦、七浦　仁紀、桐山　敬生、杉江　和馬
奈良県立医科大学　脳神経内科

B-28 呼吸筋麻痺および嚥下障害をきたした慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー
（CIDP）の一例
○酒井　遼介、塩谷　早紀子、平藤　哲也、新美　完、亀井　真由、辻　雄太、
上原　尚子、和田　晋一、津崎　光司、三原　丈直、立花　直子、濱野　利明

関西電力病院　脳神経内科

B-29 初発・再発時ともに片側外転神経麻痺が先行したCIDPの一例
○北崎　裕敬2、小川　暢弘1、西田　知弘1、塚本　剛士1、中村　竜太郎1、岡本　直已1、
音羽　祐兵1、山本　寛1、田村　亮太1、小橋　修平1、北村　彰浩1、山川　勇1、
真田　充1、漆谷　真1

1滋賀医科大学　医師臨床教育センター、2滋賀医科大学　内科学講座　脳神経内科



末梢神経障害2・腫瘍
座長：野寺　裕之

（天理よろづ相談所病院　脳神経内科）

　　14：40～15：20

B-30 陰嚢痛が主訴であった好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の一例
○諸岡　千暁1、竹内　潤1、森本　和也2、眞嵜　武3、内山　智子3、加藤　武晴4

1JR大阪鉄道病院　脳神経内科、2JR大阪鉄道病院　泌尿器科、
3JR大阪鉄道病院　病理診断科、4JR大阪鉄道病院　放射線科・放射線治療科

B-31 MRIと超音波検査により臨床経過を評価したSegmental Zoster Paresis 
（SZP）の1例
○和田　晋一1、平野　博久2、上原　尚子1、黒飛　友里1、酒井　遼介1、平藤　哲也1、
津崎　光司1、高松　直子3、濱野　利明1

1関西電力病院　脳神経内科、2関西電力病院　リハビリテーション科、
3徳島大学　脳神経内科

B-32 神経エコーの重要性が示唆されたneurolymphomatosisの一例
○下園　恒明1、庵坂　学外2、丸山　亙3、松田　明宏1、應儀　達徳1、西尾　有葵子1、
山口　聡子1、本庄　智香1、田口　智朗1、新出　明代1、野寺　裕之1、末長　敏彦1

1天理よろづ相談所病院　脳神経内科、2同　総合診療教育部、3同　血液内科

B-33 サルコイドーシスの診断から8年後に橋病変を伴う血管内大細胞型B細胞性リ
ンパ腫を併発した1例
○留永　嵩文1、宮澤　直高1、三野　俊和1、武田　景敏1、朝野　愛理2、坂井田　美穂3、
桑江　優子3、大澤　政彦3、伊藤　義彰1

1大阪市立大学大学院医学研究科　脳神経内科学、
2大阪市立大学大学院医学研究科　皮膚病態学、
3大阪市立大学大学院医学研究科　診断病理・病理病態学

B-34 肺腺癌治療中に多発脳神経・馬尾神経障害を来し髄膜癌腫症と診断した一例
○牧野　愛1、上田　健博1、武田　涼輔1、吉川　正章1、千原　典夫1、関口　兼司1、
立原　素子2、松本　理器1

1神戸大学大学院　医学研究科　脳神経内科学、
2神戸大学大学院　医学研究科　呼吸器内科学


