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11：50 〜 12：20
第1会場（5階  ライフホール）

12：30 〜 13：30

ランチョンセミナー1
第1会場（5階  ライフホール）

 パーキンソン病の最新治療
演　者：京都大学大学院医学研究科  臨床神経学  教授

髙橋  良輔
座　長：市立東大阪医療センター  副院長  脳神経内科

中　　隆
共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー2
第2会場（5階  サイエンスホール）

多発性硬化症病態におけるB細胞
演 者 1：大阪大学大学院医学系研究科  神経内科学  講師

木下　允

最新の多発性硬化症治療戦略　〜B細胞標的療法への期待〜
演 者 2：関西医科大学総合医療センター  脳神経内科  講師

藤井 ちひろ
座　長：大阪大学大学院医学系研究科  神経内科学  准教授

奥野  龍禎
共催：ノバルティスファーマ株式会社

ランチョンセミナー3
第3会場（5階  501〜503号室）

【セミナーテーマ】全身型重症筋無力症
重症筋無力症の〇〇を見据えた治療

演　者：川崎医科大学  神経内科学  特任准教授
　　　　川崎医科大学総合医療センター  内科  副部長

森　　仁
座　長：大阪赤十字病院  院長補佐 兼 主任部長

尾崎 彰彦
共催：アレクシオンファーマ合同会社

世話人会

ランチョンセミナー
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時間帯 番号

11：50 ～ 12：20　世話人会

ランチョンセミナー1　パーキンソン病の最新治療
　　演者：髙橋  良輔（京都大学大学院医学研究科　臨床神経学　教授）　　座長：中　　隆（市立東大阪医療センター　副院長　脳神経内科）
　　共催：武田薬品工業株式会社

発表者 所属 演題名 セッション名 座長
（所属）

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

9：05

~

9：53

12：30

~

13：30

脳血管
障害

足立　　洋

村田　篤哉

岩本　宗矩

山城　貴之

里井　　斉

上原　拓也

国立病院機構　兵庫中央病院　
脳神経内科

堺市立総合医療センター
脳神経内科

兵庫県立丹波医療センター
内科

国立循環器病研究センター
脳神経内科

LS-1

小林  潤也

（堺市立
総合医療センター
脳神経内科）

形岡  博史
（奈良県立医科大学　

脳神経内科）

笠井  高士
（京都府立医科大学　

脳神経内科）

スマートフォンとパソコンにおける文字入力障害をきたした
脳梗塞の一例

非外傷性患者に胸骨圧迫を行い脳内空気塞栓症をきたした
一例

T2* 強調画像で特徴的な所見を呈した脳空気塞栓症の 1例

Iatrogenic cerebral amyloid angiopathy が疑われた一例

萱島生野病院 短期間に異所性に脳幹梗塞が生じた一例

市立池田病院　脳神経内科 網膜中心動脈閉塞症を合併したCADASIL の一例

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

10：00

~

10：48

若手奨励賞
候補演題

（内科専攻医）
1

松下　愛実

村上　駿平

田中　亮弘

三木　崇良

芦崎 太一朗

辻　　健吾

大阪医科薬科大学　内科学 IV
脳神経内科

国家公務員共済組合連合会
大手前病院

関西労災病院　脳神経内科

市立東大阪医療センター
脳神経内科

妊娠初期に後大脳動脈領域の脳梗塞で発症した可逆性脳血管
攣縮症候群（RCVS）の1例

経口避妊薬内服中止後に再発し、子宮腺筋症が誘因と考えら
れた多発塞栓性脳梗塞の一例

突然の尿閉・両下肢脱力で発症した脊髄硬膜動静脈瘻の一例

てんかん重積後脳症との鑑別を要したクロイツフェルト・
ヤコブ病（CJD）の一例

神戸大学大学院医学研究科
脳神経内科学

右前頭葉焦点切除術後に歩行開始で誘発される強直発作が
出現した難治性焦点てんかんの一例

京都府立医科大学　脳神経内科 再発時に初めて PCR 法で HSV-DNA が検出され診断に
至った単純ヘルペス脳炎の一例

13：55 ～ 17：35　生涯教育講演会

眞木  崇州
（京都大学
脳神経内科）

武田  景敏
（大阪公立大学
脳神経内科学）

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

10：55

~

11：43

若手奨励賞
候補演題

（内科専攻医）
2

伊藤　　舞

留永　嵩文

松野　泰幸

中村　大和

石井　健太

小野　翔平

大阪急性期・総合医療センター
脳神経内科

大阪公立大学医学部附属病院
脳神経内科学

はりま姫路総合医療センター

京都大学医学部附属病院
脳神経内科

抗NMDAR脳炎様の急性期症候を呈した，成人発症の脳幹
病変を伴う急性弛緩性脊髄炎の一例

馬尾症候群にて再発した節外性 NK/T 細胞リンパ腫・鼻型の
一例

脊髄および脳幹に病変を認めたリステリア症の１例

神経症状が目立ち非典型的な皮疹から診断に至った血管炎性
ニューロパチーの一例

松下記念病院　脳神経内科 発症 10年経過後も前庭・小脳障害が目立たず、感覚障害が
主症状であったRFC1遺伝子関連スペクトラム障害の一例

関西医科大学　神経内科学講座 小脳失調出現後 25 年以上経て筋萎縮側索硬化症を発症し
た SCA2の一例

第１会場　演者・座長一覧
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時間帯 番号 発表者 所属 演題名 セッション名 座長
（所属）

B-01

B-02

B-03

B-04

B-05

B-06

9：05

~

9：53

12：30

~

13：30

筋

山中　大輔

武田　侑己

石川　真央

西田　知弘

丹羽 麻也子

喜多 也寸志

兵庫医科大学病院　脳神経内科

加古川中央市民病院
脳神経内科

市立東大阪医療センター

淡海医療センター　脳神経内科

LS-2

豊岡  圭子

（国立病院機構
大阪刀根山医療センター

脳神経内科）

柴田  益成

（一般財団法人
住友病院
脳神経内科）

重症筋無力症の寛解期に生じた各種筋炎抗体陽性のミオパ
チーの1例

抗AChR抗体及び抗 P/Q型VGCC抗体が共に陽性を示し
た重症筋無力症の一例

両下肢遠位の筋力低下で発症し valosin-containing protein
（VCP）遺伝子変異を伴った封入体ミオパチーの一例

ネマリンミオパチー患者に対する Hybrid Assistive LimbR 
（HAL）医療用下肢タイプによるリハビリテーション（リハ）
介入の経験

和歌山県立医科大学
脳神経内科

複視にて発症した抗体陰性免疫介在性壊死性ミオパチーの
１例

姫路中央病院　神経内科 抗Ku抗体を認めた免疫介在性壊死性筋症の 1例

B-07

B-08

B-09

B-10

B-11

10：00

~

10：40
免疫・炎症

小河　秀郎

濱田　雄一

今村　大智

山口　聡子

道浦　　徹

公立甲賀病院　脳神経内科

住友病院　脳神経内科

大阪赤十字病院

公益財団法人
天理よろづ相談所病院
脳神経内科

Trisomy 8 骨髄異形成症候群に伴う腸管ベーチェット病患者
に発症した多発脳梗塞の1例

17 年発熱発作と髄膜炎を繰り返し、コルヒチンが著効した
Trisomy8 陽性の神経ベーチェット病の女性例

複合的免疫治療により病勢がコントロールできた進行性抗
MOG抗体関連疾患の一例

頭部 MRI にて多発する FLAIR 画像高信号病変を認め，抗
GAD抗体陽性であった自己免疫介在性脳炎の一例

近畿大学病院　脳神経内科 COVID-19 ワクチン接種後に発症した視神経脊髄炎スペク
トラム障害の一例

真田　充
（滋賀医科大学
脳神経内科）

髙　真守
（和歌山県立医科大学

脳神経内科）

B-12

B-13

B-14

B-15

B-16

B-17

10：45

~

11：33

若手奨励賞
候補演題

（初期研修医）

細川　剛司

福田　恭彦

内本　　梓

川勝　拓哉

岡田　怜子

渡邊　　慶

JR 大阪鉄道病院　脳神経内科

市立吹田市民病院　脳神経内科

神戸市立西神戸医療センター
脳神経内科

兵庫県立尼崎総合医療センター

免疫チェックポイント阻害薬（ICI）誘発性の Isaacs 症候群が
疑われた1例

濃厚な家族歴があり 15 年間の経過で多彩な臨床症状を呈
したCANVASの一例

硬膜下血腫と皮質下出血を伴い痙攣後脳症が遷延した重症
ウイルス性肺炎後の急性出血性白質脳炎の一例

多発脳梗塞で発症し , ヘパリン開始後に痙攣・呼吸停止した
ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の一例

大阪警察病院
臨床研修指導センター 心肺停止で発症した上位頚髄梗塞の一例

大阪大学医学部附属病院 レボドパ製剤により薬疹をきたしたパーキンソン病の一例

ランチョンセミナー2
　　演者1：木下　允（大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学　講師）
　　　　　　　多発性硬化症病態におけるB細胞
　　演者2：藤井 ちひろ（関西医科大学総合医療センター　脳神経内科　講師）
　　　　　　　最新の多発性硬化症治療戦略　～B細胞標的療法への期待～
　　座長：奥野  龍禎（大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学　准教授）　　共催：ノバルティスファーマ株式会社

第２会場　演者・座長一覧
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時間帯 番号

ランチョンセミナー3　【セミナーテーマ】全身型重症筋無力症
　　演者：森　　仁（川崎医科大学　神経内科学　特任准教授 ／ 川崎医科大学総合医療センター　内科　副部長）
　　　　　　　重症筋無力症の〇〇を見据えた治療
　　座長：尾崎  彰彦（大阪赤十字病院　院長補佐兼主任部長）　　共催：アレクシオンファーマ合同会社

発表者 所属 演題名 セッション名 座長
（所属）

C-01

C-02

C-03

C-04

C-05

9：05

~

9：45

12：30

~

13：30

脳炎・脳症1

古谷　祥吾

水野　佑香

西田　有騎

吉田　舞花

森内　俊達

市立豊中病院　神経内科

近江八幡市立総合医療センター
臨床研修医

京都岡本記念病院　脳神経内科

京都山城総合医療センター
脳神経内科

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

LS-3

松尾  宏俊

（近江八幡市立
総合医療センター
脳神経内科）

坂口　学

（大阪府立病院機構
大阪急性期・

総合医療センター
脳神経内科）

侵襲性アスペルギルス症による感染性内頚動脈瘤を認めた
一例

COVID-19 後に可逆性脳血管攣縮症候群を発症した一例

当初脳梗塞との鑑別を要し，左片麻痺が遷延したものの，継
続的なリハビリテーションにより社会復帰を果たした単純
ヘルペス脳炎の1例

ウレアーゼ産生菌による尿路感染症に続発した高アンモニア
血症性脳症の1例

アメナメビルで治療後に水痘帯状疱疹ウイルスによる神経
症状をきたした 3症例の検討

C-06

C-07

C-08

C-09

9：50

~

10：22
脳炎・脳症2

吉田　匡伸

佐々木　周

寺田　清香

仲辻　有佑

神戸市立医療センター
中央市民病院　脳神経内科

滋賀医科大学内科学講座
脳神経内科

淡海医療センター　脳神経内科

関節症状を伴わない抗 CCP 抗体陽性器質化肺炎の治療中に
発症したリウマチ性髄膜炎の一例

Arterial spin labeling （ASL） 法にて病変部の血流増加を
認めたウェルニッケ脳症の二例

網膜虚血を伴う脳幹型PRESを呈し、高気圧酸素療法が有効
と思われた高血圧緊急症の一例

一酸化炭素中毒による遅発性脳症をきたした 1例多根総合病院

隅　寿恵

（市立東大阪
医療センター
脳神経内科）

C-10

C-11

C-12

C-13

10：30

~

11：02
腫瘍

宮崎　　哲

峠　　理絵

長　　正訓

長　　正訓

広島赤十字・原爆病院
脳神経内科

関西医科大学総合医療センター
脳神経内科

京都第一赤十字病院
脳神経・脳卒中科

京都第一赤十字病院
脳神経・脳卒中科

肺扁平上皮癌による傍腫瘍性神経症候群が疑われた1例

内耳道内に原発した悪性リンパ腫の一例

てんかん重積を呈した大脳腫瘤性病変の一例

脳生検で診断しえた亜急性進行性の大脳腫瘤性病変の一例

寺崎  泰和

（関西労災病院）

C-14

C-15

C-16

C-17

11：10

~

11：42
遺伝・代謝・
中毒

守屋　和起

渡邊　有史

大井　長和

古谷 裕季子

国立病院機構　奈良医療センター
脳神経内科

堺市立総合医療センター
脳神経内科

脳神経リハビリ北大路病院
脳神経内科

兵庫県立尼崎総合医療センター
脳神経内科

側頭葉てんかんが誘因となった薬剤性パーキンソン症候群の
1例

長期生存を得た巨大軸索性ニューロパチーの一剖検例

先天性Brown症候群疑いの一症例

全脊髄から頭蓋内まで連続した錐体路の MRI 異常信号を呈
した亜急性連合性脊髄変性症の１例

第３会場　演者・座長一覧
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脳血管障害
座長：小林  潤也

（堺市立総合医療センター  脳神経内科）

9：05～9：53

A-01 スマートフォンとパソコンにおける文字入力障害をきたした脳梗塞の一例

○足立　洋、武中　優、坂下　建人、金星　匡人、西田　勝也、安藤　竜起、横田　一郎、
　山崎　浩、西本　啓介、河本　邦彦、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

A-02 非外傷性患者に胸骨圧迫を行い脳内空気塞栓症をきたした一例

○村田　篤哉1、江左　佳樹1、大薗　達彦1、鈴木　裕1、渡邊　有史1、階堂　三砂子1,2、
　藤村　晴俊1、小林　潤也1　
1堺市立総合医療センター　脳神経内科
2堺市立総合医療センター　遺伝診療科

A-03 T2*強調画像で特徴的な所見を呈した脳空気塞栓症の1例

○岩本　宗矩、大塚　喜久　
兵庫県立丹波医療センター　内科

A-04 Iatrogenic cerebral amyloid angiopathyが疑われた一例

○山城　貴之1、齊藤　聡1、服部　頼都1、大郷　恵子2、畠山　金太2、池堂　太一3、
　片岡　大治3、池内　健4、鷲田　和夫1、田中　智貴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同　病理部
3同　脳神経外科
4新潟大学脳研究所　遺伝子機能解析分野額

A-05 短期間に異所性に脳幹梗塞が生じた一例

○里井　斉、村上　達也　
萱島生野病院

A-06 網膜中心動脈閉塞症を合併したCADASILの一例

○上原　拓也1、別府　祥平1、那波　一郎1、山田　桂子2　
1市立池田病院　脳神経内科
2大阪大学医学部附属病院　眼科

第１会場
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若手奨励賞候補演題（内科専攻医）1
座長：形岡  博史

（奈良県立医科大学  脳神経内科  准教授）

座長：笠井  高士
（京都府立医科大学  脳神経内科  准教授）

10：00～10：48

A-07 妊娠初期に後大脳動脈領域の脳梗塞で発症した可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）
の1例

○松下　愛実、吉本　幸世、宮川　るみな、太田　真、細川　隆史、石田　志門、荒若　繁樹　
大阪医科薬科大学　内科学IV　脳神経内科

A-08 経口避妊薬内服中止後に再発し、子宮腺筋症が誘因と考えられた多発塞栓性脳梗塞
の一例

○村上　駿平、光吉　礼人、東郷　一行、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

A-09 突然の尿閉・両下肢脱力で発症した脊髄硬膜動静脈瘻の一例

○田中　亮弘、古田　充、高田　和城、寺崎　泰和　
関西労災病院　脳神経内科

A-10 てんかん重積後脳症との鑑別を要したクロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）の一例

○三木　崇良、中野　智仁、石川　真央、竹中　乃由利、藤田　尚宏、石倉　照之、
　隅　寿恵、中　隆　
市立東大阪医療センター　脳神経内科

A-11 右前頭葉焦点切除術後に歩行開始で誘発される強直発作が出現した難治性焦点てん
かんの一例

○芦崎　太一朗、十河　正弥、宇田　有希、木村　正夢嶺、的場　健人、古東　秀介、
　千原　典夫、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

A-12 抗NMDAR脳炎様の急性期症候を呈した，成人発症の脳幹病変を伴う急性弛緩性
脊髄炎の一例

○伊藤　舞、隅蔵　大幸、佐藤　拓真、永島　希、深阪　勲、清水　幹人、東田　京子、
　星　拓、坂口　学、　
大阪急性期・総合医療センター　脳神経内科
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若手奨励賞候補演題（内科専攻医）2
座長：眞木  崇州

（京都大学  脳神経内科）

座長：武田  景敏
（大阪公立大学  脳神経内科学）

10：55～11：43

A-13 再発時に初めてPCR法でHSV-DNAが検出され診断に至った単純ヘルペス脳炎の一例

○辻　健吾1、小島　雄太1、田中　瑛次郎1、毛受　奏子1、西井　陽亮1、松岡　千紘1、
　笠井　高士1、水野　敏樹1,2　
1京都府立医科大学　脳神経内科
2JCHO京都鞍馬口医療センター

A-14 馬尾症候群にて再発した節外性NK/T 細胞リンパ腫・鼻型の一例

○留永　嵩文1、岡本　光佑1、長谷川　樹1、三野　俊和1、武田　景敏1、出田　悠人2、
　日野　雅之2、伊藤　義彰1　
1大阪公立大学医学部附属病院　脳神経内科学
2大阪公立大学医学部附属病院　血液内科・造血細胞移植科

A-15 脊髄および脳幹に病変を認めたリステリア症の１例

○松野　泰幸、玉田　亮吾、清家　尚彦、寺澤　英夫、清水　洋孝、瓦井　俊孝、上原　俊志　
はりま姫路総合医療センター

A-16 神経症状が目立ち非典型的な皮疹から診断に至った血管炎性ニューロパチーの一例

○中村　大和1、谷口　智彦1,2、宇佐美　清英1、加来　洋3、中島　沙恵子3、小林　勝哉1、
　綾木　孝1、高橋　良輔1　
1京都大学医学部附属病院　脳神経内科
2静岡県立総合病院　脳神経内科
3京都大学医学部附属病院　皮膚科

A-17 発症10年経過後も前庭・小脳障害が目立たず、感覚障害が主症状であったRFC1
遺伝子関連スペクトラム障害の一例

○石井　健太1、田邑　愛子1、袁　軍輝2、橋口　昭大2、高嶋　博2、滋賀　健介1　
1松下記念病院　脳神経内科
2鹿児島大学　脳神経内科

A-18 小脳失調出現後25年以上経て筋萎縮側索硬化症を発症したSCA2の一例

○小野　翔平1、中村　正孝1、金子　鋭1、池上　剛史2、梶原　裕太2、望月　秀樹2、
　高橋　祐二3、藥師寺　祐介3、　
1関西医科大学　神経内科学講座
2大阪大学医学部附属病院　神経内科・脳卒中科
3国立精神・神経医療研究センター・病院・脳神経内科
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第２会場
筋

座長：豊岡  圭子
（国立病院機構大阪刀根山医療センター  脳神経内科）

9：05～9：53

B-01 重症筋無力症の寛解期に生じた各種筋炎抗体陽性のミオパチーの1例

○山中　大輔、坂本　峻、藤原　瑛子、八木　康至、吉積　一樹、徳原　悠介、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　脳神経内科

B-02 抗AChR抗体及び抗P/Q型VGCC抗体が共に陽性を示した重症筋無力症の一例

○武田　侑己1,2,3、野田　佳克2、清家　尚彦1、北　峻志1、杉澤　良介1、永田　格也1、
　石原　広之1、苅田　典生3　
1加古川中央市民病院　脳神経内科
2中田医院
3医療法人かけはし会　くすのき診療所

B-03 両下肢遠位の筋力低下で発症しvalosin-containing protein(VCP)遺伝子変異を
伴った封入体ミオパチーの一例

○石川　真央1、石倉　照之1、三木　崇良1、竹中　乃由利1、藤田　尚宏1、中野　智仁1、
　斎藤　良彦2、隅　寿恵1、西野　一三2、中　　隆1　
1市立東大阪医療センター
2国立精神・神経医療研究センター　疾病研究第一部

B-04 ネマリンミオパチー患者に対するHybrid Assistive LimbR (HAL)医療用下肢タイプ
によるリハビリテーション(リハ)介入の経験

○西田　知弘1、寺田　清香1、大八木　聡2、阪上　芳男1　
1淡海医療センター　脳神経内科
2淡海医療センター　リハビリテーション部

B-05 複視にて発症した抗体陰性免疫介在性壊死性ミオパチーの１例

○丹羽　麻也子、高橋　麻衣子、髙　真守、樽谷　潤子、中山　宣昭、阪田　麻友美、
　宮本　勝一、伊東　秀文、　
和歌山県立医科大学　脳神経内科

B-06 抗Ku抗体を認めた免疫介在性壊死性筋症の1例

○喜多　也寸志1、田畑　昌子1、東　靖人1、鈴木　重明2　
1姫路中央病院　神経内科
2慶應義塾大学　脳神経内科
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免疫・炎症
座長：柴田  益成

（一般財団法人住友病院  脳神経内科）

10：00～10：40

B-07 Trisomy 8骨髄異形成症候群に伴う腸管ベーチェット病患者に発症した多発脳梗塞
の1例

○小河　秀郎1、武内　美紀2、大井　二郎1、中村　竜太郎1、山田　茜1　
1公立甲賀病院　脳神経内科
2公立甲賀病院　血液内科

B-08 17年発熱発作と髄膜炎を繰り返し、コルヒチンが著効したTrisomy8陽性の神経
ベーチェット病の女性例

○濱田　雄一、関谷　智子、田村　暁子、川崎　友暉、木村　裕子、中村　敬、柴田　益成、
　西中　和人、宇高　不可思、　
住友病院　脳神経内科

B-09 複合的免疫治療により病勢がコントロールできた進行性抗MOG抗体関連疾患の一例

○今村　大智、武信　洋平、王　晨堯、野村　倫子、池田　一俊、山川　健太郎、尾崎　彰彦　
大阪赤十字病院

B-10 頭部MRIにて多発するFLAIR画像高信号病変を認め，抗GAD抗体陽性であった自己
免疫介在性脳炎の一例

○山口　聡子1、本庄　智香2、西尾　有葵子1、下園　恒明1、新出　明代1、野寺　裕之1、
　末長　敏彦1　
1公益財団法人　天理よろづ相談所病院　脳神経内科
2京都大学医学部附属病院　脳神経内科

B-11 COVID-19ワクチン接種後に発症した視神経脊髄炎スペクトラム障害の一例

○道浦　徹、山下　翔子、吉川　恵輔、寒川　真、桑原　基、平野　牧人、永井　義隆　
近畿大学病院　脳神経内科
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若手奨励賞候補演題（初期研修医）
座長：真田　充

（滋賀医科大学  脳神経内科）

座長：髙　真守
（和歌山県立医科大学  脳神経内科）

10：45～11：33

B-12 免疫チェックポイント阻害薬(ICI)誘発性のIsaacs症候群が疑われた1例

○細川　剛司1、竹内　潤1、戸田　詩織2、玉垣　学也2　
1JR大阪鉄道病院　脳神経内科
2JR大阪鉄道病院　呼吸器内科

B-13 濃厚な家族歴があり15年間の経過で多彩な臨床症状を呈したCANVASの一例

○福田　恭彦1、佐木山　裕史1、細川　明子1、中野　美佐1、山戸　章行2、佐田　誠3、
　井泉　瑠美子4、割田　仁4　
1市立吹田市民病院　脳神経内科
2耳鼻咽喉科
3国立循環器病研究センター　呼吸器内科
4東北大学　神経内科

B-14 硬膜下血腫と皮質下出血を伴い痙攣後脳症が遷延した重症ウイルス性肺炎後の急性
出血性白質脳炎の一例

○内本　梓、比谷　里美、赤堀　元樹、石尾　ゆきこ、柳原　千枝　
神戸市立西神戸医療センター　脳神経内科

B-15 多発脳梗塞で発症し,ヘパリン開始後に痙攣・呼吸停止したヘパリン起因性血小板
減少症（HIT）の一例

○川勝　拓哉1,2、清家　尚彦2、松野　泰幸2、玉田　亮吾2、寺澤　英夫2、清水　洋孝2、
　瓦井　俊孝2、上原　敏志2　
1兵庫県立尼崎総合医療センター
2兵庫県立はりま姫路総合医療センター

B-16 心肺停止で発症した上位頚髄梗塞の一例

○岡田　怜子1、村上　泰隆2、町山　彩美3、神野　隼輝2、秀嶋　信2、西田　福子2、
　橋川　一雄2、水島　靖明3、神吉　秀明2　
1大阪警察病院　臨床研修指導センター
2大阪警察病院　脳神経内科
3大阪警察病院　ER・救命救急科

B-17 レボドパ製剤により薬疹をきたしたパーキンソン病の一例

○渡邊　慶、西川　徹、池中　建介、杉山　慎太郎、木下　允、望月　秀樹　
大阪大学医学部附属病院
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脳炎・脳症1
座長：松尾  宏俊

（近江八幡市立総合医療センター  脳神経内科）

9：05～9：45

C-01 侵襲性アスペルギルス症による感染性内頚動脈瘤を認めた一例

○古谷　祥吾1、杉浦　由理1、北川　由華1、佐野　齊1、早野　絵梨1、村田　尚1、
　仲谷　利栄1、来　真希子1,2、長束　一行1、横江　勝1　
1市立豊中病院　神経内科
2市立豊中病院　リハビリテーション科

C-02 当初脳梗塞との鑑別を要し，左片麻痺が遷延したものの，継続的なリハビリテー
ションにより社会復帰を果たした単純ヘルペス脳炎の1例

○水野　佑香1、松尾　宏俊2、田中　章浩2,5、辻中　瑛里香3、卯津羅　泰徳4、中島　正之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　腎臓内科
4同　脳神経外科
5京都府立医科大学　脳神経内科

C-03 COVID-19後に可逆性脳血管攣縮症候群を発症した一例

○西田　有騎、蒔田　直輝、西村　優佑、辻　有希子、牧野　雅弘　
京都岡本記念病院　脳神経内科

C-04 ウレアーゼ産生菌による尿路感染症に続発した高アンモニア血症性脳症の1例

○吉田　舞花、上田　哲大、大島　洋一、岩本　一秀　
京都山城総合医療センター　脳神経内科

C-05 アメナメビルで治療後に水痘帯状疱疹ウイルスによる神経症状をきたした3症例の
検討

○森内　俊達、樽野　陽亮、高橋　牧郎、小松　研一、宮本　将和、古川　公嗣、
　玉城　駿介、太田　和馬、辻村　敦史、松本　佳己　
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

第３会場
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脳炎・脳症2
座長：坂口　学

（大阪府立病院機構  大阪急性期・総合医療センター  脳神経内科）

9：50～10：22

C-06 関節症状を伴わない抗CCP抗体陽性器質化肺炎の治療中に発症したリウマチ性髄膜炎
の一例

○吉田　匡伸1、藤原　悟1、小泉　直史1、岡　良祐1、竹中　友洋1、櫻井　靖久1、
　下山　佳織1、荒木　健1、前川　嵩太1、石井　淳子1、高杉　純司1、吉村　元1、
　尾原　信行1、幸原　伸夫1、立川　良2、原　重雄3、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　呼吸器内科
3同　病理診断科

C-07 Arterial spin labeling (ASL) 法にて病変部の血流増加を認めたウェルニッケ脳症
の二例

○佐々木　周、田村　亮太、小川　暢弘、田埜　郁実、音羽　祐兵、山本　寛、矢端　博行、
　塚本　剛士、小橋　修平、北村　彰浩、山川　勇、真田　充、漆谷　真　
滋賀医科大学内科学講座脳神経内科

C-08 網膜虚血を伴う脳幹型PRESを呈し、高気圧酸素療法が有効と思われた高血圧緊急症
の一例

○寺田　清香1、西田　知弘1、水野　明里2、阪上　芳男1　
1淡海医療センター　脳神経内科
2淡海医療センター　眼科

C-09 一酸化炭素中毒による遅発性脳症をきたした1例

○仲辻　有佑1、白石　翔一1、小玉　大地1、田中　なつき1、吉田　智子1、黒田　百合1、
　奥田　佳延2、青池　太志2、柳原　武彦1　
1多根総合病院
2多根脳神経リハビリテーション病院
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腫瘍
座長：隅　寿恵

（市立東大阪医療センター  脳神経内科）

10：30～11：02

C-10 肺扁平上皮癌による傍腫瘍性神経症候群が疑われた1例

○宮崎　哲1、雜賀　徹1、荒木　武尚1、眞田　哲郎2、谷脇　雅也2　
1広島赤十字・原爆病院　脳神経内科
2広島赤十字・原爆病院　呼吸器内科

C-11 内耳道内に原発した悪性リンパ腫の一例

○峠　理絵1、岩瀬　正顕2、井谷　公美1、藤井　ちひろ1、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関西医科大学総合医療センター　脳神経外科

C-12 てんかん重積を呈した大脳腫瘤性病変の一例

○長　正訓1、今井　啓輔1、山田　丈弘1、沼　宗一郎1、崔　聡1、田中　義大1、木村　聡志2、
　佐野　優子3、早川　克己3、谷山　市太4、橋本　直哉4　
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　脳神経外科
3京都第一赤十字病院　放射線科診断科
4京都府立医科大学附属病院　脳神経外科

C-13 脳生検で診断しえた亜急性進行性の大脳腫瘤性病変の一例

○長　正訓1、今井　啓輔1、山田　丈弘1、沼　宗一郎1、崔　聡1、田中　義大1、木村　聡志2、
　佐野　優子3、早川　克己3、谷山　市太4、橋本　直哉4、　
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　脳神経外科
3京都第一赤十字病院　放射線科診断科
4京都府立医科大学附属病院　脳神経外科
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遺伝・代謝・中毒
座長：寺崎  泰和

（関西労災病院  脳神経内科）

11：10～11：42

C-14 側頭葉てんかんが誘因となった薬剤性パーキンソン症候群の1例

○守屋　和起、田中　真理子、井ノ上　博也、松村　隆介、村瀬　永子
国立病院機構　奈良医療センター　脳神経内科

C-15 長期生存を得た巨大軸索性ニューロパチーの一剖検例

○渡邊　有史1、江左　佳樹1、大薗　達彦1、階堂　三砂子1,2、藤村　　晴俊1、安原　裕美子3、
　小林　潤也1　
1堺市立総合医療センター　脳神経内科
2堺市立総合医療センター　遺伝診療科
3堺市立総合医療センター　病理診断科

C-16 先天性Brown症候群疑いの一症例

○大井　長和1、林　　紗葵2、中山　丈夫3、黒川　歳雄4、小林　ルミ4、松井　叔江5　
1脳神経リハビリ北大路病院　脳神経内科
2宇治おうばく病院　脳神経内科
3桂病院　脳神経内科
4京都博愛会病院　眼科
5桂病院　眼科

C-17 全脊髄から頭蓋内まで連続した錐体路のMRI異常信号を呈した亜急性連合性脊髄
変性症の１例

○古谷　裕季子、上田　健博、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


