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奨励賞候補演題1
座長：荒若　繫樹

（大阪医科薬科大学　脳神経内科）

9：00〜9：32

A-01　下肢優位の痙性で発症した副腎白質ジストロフィー女性保因者の一例

○山田　紗耶1、長谷川　樹1、野土　聡司1、留永　嵩文1、難波　広人1、田中　眞梨江1、
　青原　健太1、木村　裕子1、三野　俊和1、武田　景敏1、蔦田　強司1、瀬戸　俊之2、
　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　臨床遺伝学

A-02 自律神経症状としてのPosterior reversible encephalopathy syndromeが
 先行したFisher症候群の一例

○飴野　翔基、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、田中　義大　
京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科

A-03 多発脳神経麻痺と下肢対麻痺を呈し、
 生前診断に苦慮した肺癌原発癌性髄膜炎の1剖検例

○山田　茜1、小河　秀郎1、大井　二郎1、金子　隼也1、片山　英明1、杉原　洋行2

1公立甲賀病院脳神経内科
2公立甲賀病院　病理診断科

A-04 発作性に高アンモニア血症を来たし、
 遺伝子検査にてカルバミルリン酸合成酵素(CPS1)欠損症と診断した成人例

○外山　瑞葉1、大封　昌子1、宇佐美　清英2、渡邉　裕子3、下竹　昭寛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
3厚生会武田病院　脳神経内科

A会場
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奨励賞候補演題2
座長：木村　卓

（兵庫医科大学　脳神経内科）

座長：松本　理器
（神戸大学　脳神経内科）

9：40〜10：52

A-05 アメナメビルの髄液移行性不良が一因と考えられた帯状疱疹後脳脊髄炎の一例

○新美　完、小松　研一、辻村　敦史、酒井　遼介、上田　明広、櫻井　靖久、
　岡　佑和、古川　公嗣、宮本　将和、中川　朋一、高橋　牧郎、　
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　脳神経内科

A-06 MRI STIR画像で、翼突筋、軟口蓋、舌筋に高信号域を認めた
 アテゾリズマブ関連筋炎の一例

○小野　翔平、森勢　諭、森川　正康、中村　正孝、金子　鋭、藥師寺　祐介　
関西医科大学　神経内科学講座

A-07 抗MOG抗体関連疾患の経過中に精神症状を来たし
 抗NMDA受容体脳炎を併発した一例

○佐野　齊、仲谷　利栄、宮崎　一徳、早野　絵梨、北野　貴也、杉浦　由理、
　来　真希子、森谷　真之、長束　一行、横江　勝　
市立豊中病院

A-08 IgG抗GM1抗体陽性の末梢神経障害を合併した
 自己免疫性GFAPアストロサイトパチーの一例

○小代　麻由1、村上　圭秀2、萬　翔子1、梶本　賀義3、檜皮谷　泰寛1

1和歌山労災病院　脳神経内科
2和歌山県立医科大学附属病院　脳神経内科
3和歌山県立医科大学附属病院　紀北分院　内科

A-09 HTLV-1関連脊髄症との鑑別を要した
 抗AQP4抗体(ELISA法)陰性の視神経脊髄炎の一例

○稲冨　慎一郎、桐山　敬生、松田　悠里、池原　史明、斎藤　こずえ、杉江　和馬　
奈良県立医科大学　脳神経内科学
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A-10 けいれんと認知機能低下で発症した軟膜炎を伴う髄膜脳炎の一例

○松野　泰幸1、十河　正弥1、上月　惇1、山形　大志1、武田　涼輔1、吉川　正章1、
　岡山　公宣1、千原　典夫1、上田　健博1、関口　兼司1、長嶋　宏明2、藤本　陽介2、
　児玉　良典3、篠山　隆司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同脳神経外科学
3同病理診断学

A-11 COVID-19罹患後に四肢筋力低下を認めた一例

○古谷　祥吾1、大薗　達彦1、嶋津　歩2、池中　建介1、別宮　豪一1、村山　繁雄1,3、
　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大阪大学医学部附属病院  卒後教育開発センター
3大阪大学大学院連合小児発達学研究科

A-12 一過性神経症状を反復し、症状に一致した脳実質病変を同定し得た
 脳静脈洞血栓症の1例

○松尾　剛明1,2、中村　敬1,2、柴田　益成1,2、坂口　裕香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住友病院　脳神経内科
2住友病院　脳卒中・脳血管内治療室

A-13 突然の左眼視力低下を呈したPOEMS症候群の一例

○松田　明宏、西尾　有葵子、下園　恒明、山口　聡子、本庄　智香、田口　智朗、
　新出　明代、野寺　裕之、末長　敏彦、　
天理よろづ相談所病院
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末梢神経障害
座長：関口　兼司

（神戸大学　脳神経内科）

11：00〜11：24

A-14 早期発症、60年の経過で多彩な神経症状を呈した
 MFN2遺伝子の新規変異を伴うCMT2Aの一例

○西川　徹1、木村　康義2、永島　希1、藤田　尚宏1、石倉　照之1、中野　智仁1、
　隅　寿恵1、中　隆1　
1市立東大阪医療センター
2大阪大学大学院医学系研究科神経内科学

A-15 心電図変化が診断の契機となった
 トランスサイレチン型遺伝性アミロイドポリニューロパチーの1例

○岡本　直己、小橋　修平、中村　竜太郎、西田　知弘、音羽　祐兵、山本　寛、
　田村　亮太、塚本　剛士、小川　暢弘、北村　彰浩、山川　勇、真田　充、
　漆谷　真　
滋賀医科大学　脳神経内科

A-16 神経生検標本で血小板血栓が認められたPOEMS症候群

○宮原　淳一1、杉山　華子1、太田　久仁子1、團野　大介1、柏谷　嘉宏1、菊井　祥二1、
　尾崎　彰彦2、竹内　啓喜3、岡　伸幸4、竹島　多賀夫1　
1社会医療法人寿会　富永病院　脳神経内科
2日本赤十字社　大阪赤十字病院　脳神経内科
3国立病院機構　南京都病院　脳神経内科
4京都近衛リハビリテーション病院　院長
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脳血管障害１
座長：藤堂　謙一

（大阪大学　脳神経内科）
9：00〜9：40

B-01 治験参加を契機として新規変異の同定に至ったCADASILの一例

○齊藤　聡1、鷲田　和夫1、田中　智貴1、岡崎　周平2、中奥　由里子3、麻生　俊彦4、
　水田　依久子5、水野　敏樹5、猪原　匡史1　
1国立循環器病研究センター脳神経内科
2大阪大学大学院医学系研究科神経内科学
3国立循環器病研究センター予防医学疫学情報部
4理化学研究所生命機能科学研究センター
5京都府立医科大学医学研究科脳神経内科学

B-02 若年男性に発症した奇異性脳塞栓症で、血栓の原因が
 発毛促進薬フィナステリドの内服と考えられた一例

○藤原　里紗、菅生　教文、木原　武士、城　洋志彦、吉野　智亮　
神戸市立医療センター　西市民病院

B-03 全身化学療法中に組織型が変化した膀胱癌で凝固亢進が生じ, 
 脳梗塞を発症した1剖検例

○藤並　潤1、井上　裕太2、金居　李紗3、岸谷　融1、徳田　直輝1、沼　宗一郎1、
　福永　大幹1、西井　陽亮1、小林　史弥1、阪口　和希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　泌尿器科
3京都第二赤十字病院　病理診断科

B-04 皮質性くも膜下出血と硬膜下血腫を合併した脳静脈血栓症の一例

○下山　佳織、吉村　元、前川　嵩太、太田　和馬、竹中　友洋、小泉　直史、
　比谷　里美、乾　涼磨、片上　隆史、木村　正夢嶺、藤原　悟、高杉　純司、
　石井　淳子、尾原　信行、幸原　伸夫、川本　未知　
神戸市立医療センター中央市民病院

B-05 COVID-19ワクチン接種後に対麻痺を発症し，
 急性散在性脳脊髄炎との鑑別を要した脊髄動静脈奇形の1例

○田中　桃子1、松尾　宏俊2、丸尾　知里3、齋藤　実3、中島　正之3、沖　摩耶4、
　松尾　寿保4、高田　政彦4、高木　健治5、辻　篤司5、野崎　和彦5　
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　脳神経外科
4同　放射線科
5滋賀医科大学　脳神経外科

B会場
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脳血管障害２
座長：鷲田　和夫

（国立循環器病研究センター脳血管部門　脳神経内科）

9：40〜10：12

B-06 視床出血で発症し、多発微小出血、多発脳梗塞をみとめた
 側頭極病変のないCADASILの一例

○村田　翔平、田中　瑛次郎、毛受　奏子、小島　雄太、芦田　真士、水田　依久子、
　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-07 くも膜下出血を伴う脳梗塞で発症した皮質静脈血栓症の一例

○平岡　悠1、安食　孝洋2、岡崎　周平2、藤堂　謙一2、大薗　達彦2、池中　建介2、
　望月　秀樹2　
1大阪大学医学部附属病院　卒後教育開発センター
2大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学講座

B-08 脳腫瘍との鑑別を要した脳皮質静脈血栓症と考えられる1症例

○佐藤　啓、林　紗葵、大井　長和　
宇治病院　脳神経内科

B-09 甲状軟骨上角過長に関連した内頚動脈狭窄症が原因で脳梗塞を発症した1例

○野田　浩太郎、塩澤　真之、古賀　政利
国立循環器病研究センター脳血管内科
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中枢脱髄疾患・筋疾患
座長：小松　研一

（北野病院　脳神経内科）

10：15〜10：47

B-10 悪性リンパ腫に合併し、免疫療法が著効したPCD-LEMSの1例

○谷口　智彦1、和泉　賢明1,2、白波瀬　勇人1、岡田　華子1、北川　理1、
　奥田　真也1、武山　博文1、松井　大1　
1大津赤十字病院　脳神経内科
2京都大学大学院医学研究科　臨床神経学

B-11 COVID-19ワクチン接種後に発症した
 抗MOG抗体陽性急性散在性脳脊髄炎の一例

○丹羽　麻也子、高橋　麻衣子、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-12 脳生検で診断がついた抗MOG抗体陽性の急性散在性脳脊髄炎の1例

○村上　駿平1、清水　幹人1、藤岡　智宏1、浅井　可奈子1、深阪　勲1、東田　京子1、
　隅蔵　大幸1、星　拓1、坂口　学1、別宮　豪一2、奥野　龍禎2、村山　繁雄3、
　望月　秀樹2　
1大阪急性期・総合医療センター　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大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どものこころの分子統御機構研究センター
 ブレインバンク・バイオリソース部門

B-13 大腸癌を合併した抗SRP抗体陽性壊死性ミオパチーの1例

○西田　勝也、武中　優、坂下　建人、足立　洋、安藤　竜起、横田　一郎、
 西本　啓介、河本　邦彦、山崎　浩、三谷　真紀、二村　直伸　
国立病院機構兵庫中央病院　脳神経内科
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変性・感染症
座長：平野　牧人

（近畿大学　脳神経内科）

10：52〜11：24

B-14 早期から進行するドパ抵抗性のすくみ足と自律神経症状、
 幻視と認知症を伴ったパーキンソン症候群の一例

○永島　希1、石川　真央2、藤田　尚宏1、西川　徹1、石倉　照之1、中野　智仁1、
　隅　寿恵1、中　隆1　
1市立東大阪医療センター神経内科
2市立東大阪医療センター初期研修部

B-15 子宮頸癌に対する同時放射線化学療法中(CCRT)に
 単純ヘルペス(HSV-2)脳炎，サイトメガロウイルス(CMV)脳炎を併発した一例

○竹内　由起1、田中　智子1、赤澤　明香1、米田　行宏1、尾崎　孝宏2、安田　美樹2、
　小山　峻3、松尾　裕央3、影山　恭史1　
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　産婦人科
3兵庫県立尼崎総合医療センター　感染症内科

B-16 髄液の16sリボソームRNA PCRでFusobacterium nucleatum、Parvimonas micra
の混合感染が証明され、良好な転帰をたどった脳室炎合併細菌性髄膜炎の一例

○平田　真也、孝橋　睦生、神辺　大輔、山下　博史　
日本赤十字社　和歌山医療センター　脳神経内科

B-17 純粋型自律神経不全徴候で発症し、後にレビー小体型認知症と診断された一例

○上原　拓也、櫻井　義正、那波　一郎、松本　昌泰　
市立池田病院　神経内科
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脳炎・脳症
座長：武田　景敏

（大阪市立大学　脳神経内科）

9：00〜9：40

C-01 発作性の回転性めまいと頭痛、意識消失発作、
 傍中心暗点を認めた抗MOG抗体関連皮質性脳炎の一例

○杉本　彩乃1、乙宗　宏範2、細川　明子2、中野　美佐2、尾崎　絢子3、　
1地方独立行政法人　市立吹田市民病院　血液内科
2地方独立行政法人　市立吹田市民病院　脳神経内科
3地方独立行政法人　市立吹田市民病院　眼科

C-02 髄液のみで抗体陽性となった抗MOG抗体関連皮質性脳炎の一例

○杉澤　良介1、本岡　里英子1、関口　兼司2　
1神戸赤十字病院　脳神経内科
2神戸大学　大学院医学研究科　脳神経内科学

C-03 抗N-methyl-D-aspartate（NMDA）受容体抗体および抗Myelin
 oligodendrocyte glycoprotein（MOG）抗体陽性脳炎の一例

○久富　隆寛　
1近畿大学病院　脳神経内科

C-04 副腎不全を契機に発見された免疫チェックポイント阻害剤による
 無症候性脳炎の一例

○山村　良平1、金津　正樹2、豊岡　圭子1、中津　大輔1、須藤　素弘1、森　千晃1、
　齋藤　朋子1、遠藤　卓行1、齊藤　利雄1、井上　貴美子1、松村　剛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同院　呼吸器腫瘍内科

C-05 意識障害・けいれんで発症し橋本脳症と診断した一例

○野村　倫子、武信　洋平、王　晨堯、玉城　駿介、池田　一俊、長谷部　祥子、
　山川　健太郎、尾崎　彰彦　
大阪赤十字病院　脳神経内科

C会場
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腫瘍・その他
座長：渡邊　将平

（兵庫医科大学　脳神経内科）

9：40〜10：12

C-06 神経鞘腫による交通性水頭症の一例

○坂本　峻、渡邊　将平、山中　大輔、徳原　悠介、西　将光、右近　紳一郎、
　山本　麻未、笠間　周平、武田　正中、木村　卓　
兵庫医科大学　脳神経内科

C-07 診断に苦慮し、脳生検でAIDS関連中枢神経原発悪性リンパ腫と診断がついた1例

○田中　亮弘、古田　充、高田　和城、村上　知義、橋本　光司、寺崎　泰和　
関西労災病院

C-08 亜急性に両下肢不全麻痺と膀胱直腸障害を来した
 脊髄H3K27M変異型神経膠腫の一例

○山口　星一郎1、古東　秀介1、下村　雅浩1、矢幡　悟大1、武田　侑己1、
　細見　雅史2、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　リハビリテーション科

C-09 多彩な神経症状を呈し、
 Dynamic Myelographyにて欠損部を同定したduropathiesの一例

○橋本　大輝、前田　和彦、岡田　洋一郎、河野　隆一　
大阪府済生会野江病院
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免疫・代謝・遺伝性疾患
座長：石田　志門

（大阪医科薬科大学　脳神経内科）

10：15〜10：47

C-10 ステロイドパルス療法後に重症化をきたした粘液水腫性昏睡の一例

○光吉　礼人、廣澤　太輔、川村　直子、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

C-11 複視, ふらつき, 起立困難が出現し, Fisher症候群との鑑別を要した
 マルチビタミン欠乏症の一例

○齊藤　慶介、朴　貴瑛、大江田　知子、冨田　聡、高坂　雅之、石原　稔也、
　野元　翔平、田原　将行、山本　兼司、澤田　秀幸　
国立病院機構宇多野病院　脳神経内科・臨床研究部

C-12 起立性調節障害を契機に診断したシェーグレン症候群の一例

○上田　真大、冨田　聡、大江田　知子、山本　兼司、田原　将行、高坂　雅之、
　朴　貴瑛、石原　稔也、野元　翔平、齊藤　慶介、水井　大介、西野　晃平、
　澤田　秀幸　
独立行政法人国立病院機構　宇多野病院　脳神経内科

C-13 新規の遺伝子変異が同定された反復発作性運動失調症2型の1例

○大西　優輝1、大野　美樹1,2、西村　光平1、吉田　弘樹1、高橋　俊哉1、梶川　駿介1、
　久保田　智哉3、高橋　正紀3、中村　道三4、井内　盛遠1　
1国立病院機構　京都医療センター　脳神経内科
2京都大学　医学部付属病院　脳神経内科
3大阪大学大学院　医学系研究科　保健学専攻　臨床神経生理学
4尼崎だいもつ病院　神経内科
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てんかん・その他
座長：木下　真幸子

（宇多野病院　脳神経内科）

10：52〜11：24

C-14 Cryptogenic new-onset refractory status epilepticus ( C-NORSE ) に
 対してリドカイン、ケタミンを使用し良好な転帰を得た1例

○嶋田　大祐1、菅田　真由1、内原　悠斗1、高木　宏武1、出口　晶子1、安宅　一晃2、
　中村　通孝2、原　誠3、川原　誠1　
1奈良県総合医療センター　脳神経内科
2奈良県総合医療センター　集中治療部
3日本大内科学系神経内科学分野

C-15 左線条体病変による右上下肢のdystoniaをきたした一症例

○大井　長和、林　紗葵、佐藤　啓　
宇治病院　脳神経内科

C-16 日本神経学会地方会近畿支部幹事への小児−成人移行医療アンケート調査

○齊藤　利雄1,2、甲田　亨2,3、奥野　龍禎2,3、池田　昭夫2,4、望月　秀樹2,3　
1国立病院機構大阪刀根山医療センター　小児神経内科
2日本神経学会小児−成人移行医療対策特別委員会
3大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学
4京都大学大学院医学研究科 てんかん・運動異常生理学講座

C-17 SCN1A遺伝子変異を伴った家族性片麻痺性片頭痛の1例

○中川　拓水1、松岡　千紘2、中島　大輔2、武澤　秀理2、藤井　明弘2　
1済生会滋賀県病院　臨床研修センター
2済生会滋賀県病院　脳神経内科




