プログラム
A会場（1F メインホール）
8：40～

開会の辞
会長 花島 律子

8：45～9：30

脳炎・脳症・感染症
座長 中安 弘幸（鳥取県立中央病院）

A-01

膠芽腫との鑑別を要した好酸球の浸潤を伴う脳血管炎の
一例
山陰労災病院 神経内科 青笹 有紀

A-02

Tree-in bud appearance から頭蓋内結核腫が疑われ
た一例
島根県立中央病院 総合診療科 銅山 達哉

A-03

多彩な皮質徴候を呈した MM-2 皮質型 孤発性
Creutzfeldt-Jakob 病と考えられる 1 例
医療法人誠和会 倉敷紀念病院 脳神経内科 片岡

敏

A-04

健常成人発症 Streptococcus agalactiae 髄膜炎の
一例
社会医療法人 近森会 近森病院 脳神経内科 葛目 大輔

A-05

転 落 外 傷 後 に 左 延 髄 に 限 局 し て 生 じ た Posterior
reversible encephalopathy syndrome の 1 例
松江赤十字病院脳神経内科 福田 弘毅

9：30～10：15

変性疾患
座長 三原

雅史（川崎医科大学）

A-06

大脳皮質基底核症候群を呈したレビー小体病と考えられ
た症例
鳥取大学 医学部 脳神経内科 阪田 良一

A-07

胸髄の硬膜欠損の合併が疑われた脳表ヘモジデリン沈着
症の一例
岡山大学病院 卒後臨床研修センター 平 佑貴

A-08

遅発性ジスキネジアの診断にマスクされた男性ハンチン
トン病の一例
鳥取県立厚生病院 脳神経内科 田尻 佑喜

A-09

スピンラザ治療を開始した 43 歳発症の 31 年経過した
脊髄性筋萎縮症Ⅳ型男性
岡山赤十字病院 脳神経内科 武久 康
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A-10

軽度認知障害における脳波解析の検討
鳥取大学 医学部 保健学科 生体制御学講座

10：15～10：51

河月

稔

筋疾患・末梢神経障害
座長 高橋 哲也（広島大学）

A-11

Val107ATTR 変異を認めた FAP 兄弟例
県立姫路循環器病センター 脳神経内科

A-12

オキサリプラチン中止 4 ヶ月経過後においても進行性
軸索変性の腓腹神経病理を認めた感覚運動性末梢神経障
害の 75 歳男性例
山口大学大学院医学系研究科 臨床神経学 尾本 雅俊

A-13

両下肢感覚異常と膀胱直腸障害で発症し、経過中に
感 覚 失 調 性 歩 行 を 呈 し Chronic immune sensory
polyradiculopathy と診断した一例
独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院
竹林 佳子

A-14

壮年期に生じた肺高血圧症を契機として確定診断に至っ
た Collagen Ⅵ関連筋疾患の１例
松江赤十字病院 佐桑真悠子

10：51～11：27

喜多也寸志

脳血管障害
座長 森田ゆかり（高知大学）

A-15

くも膜下出血にて発症したモヤモヤ病の 1 例
県立広島病院 脳神経内科 向井

智哉

A-16

両側特発性頸動脈海綿静脈洞瘻の一例
香川県立中央病院 脳神経内科

義秋

A-17

出産後に両側性の血管狭窄を来し、ステロイドが著効し
た椎骨動脈炎の 1 例
松江赤十字病院 脳神経内科 周藤 豊

A-18

脊髄円錐部の前脊髄動脈梗塞で脊髄後面を含む灰白質全
体の横断症状が出現したと考えられた 62 歳女性例
山口大学大学院医学系研究科神経内科学 竹下 幸男

高橋

11：40～12：30
ランチョンセミナー1
座長 医療法人社団あおぞら会 岡山脳神経内科クリニック 院長
柏原 健一
「L-DOPA以外の抗パーキンソン薬はどう使われるのか
～ラサギリンの使用経験を踏まえて～」
島根大学医学部附属病院 脳神経内科 講師
小黒 浩明
共催：武田薬品工業株式会社
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12：40～13：40

若手奨励賞
座長 花島 律子（鳥取大学）

YA-01 激しい運動後の筋肉痛と高 CK 血症で発見された 16
歳男性の糖原病Ⅸ d
川崎医科大学附属病院神経内科 宗兼 麻美
YA-02 抗 AMPA 受容体抗体による傍腫瘍性神経症候群の 76
歳男性例
徳島大学病院 神経内科 福本 竜也
YA-03 小脳症状の一部改善を認めた Lambert-Eaton 筋無力
症症候群及び傍腫瘍性小脳変性症の 2 例
鳥取県立中央病院 脳神経内科 近藤 紗矢
YA-04 抗 GABAA 受容体抗体関連脳炎における ASL および
MRS 所見の経時的変化
広島大学病院 脳神経内科 田金裕一郎
YA-05 FIG4 に新規遺伝子変異 R432Q を認めた CharcotMarie-Tooth 病 4J の１例
鳥取大学 医学部 脳神経内科 吉田健太郎
YA-06 ミトコンドリア DNA11778 G>A 変異を認め Leigh
脳症様の脳幹病変を繰り返した一例
済生会松山病院 脳神経内科 宮上 紀之
14：00～14：10

若手奨励賞表彰式

14：10～

閉会の辞
会長 花島 律子
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B会場（1F イベントホール）
8：45～9：30

ウイルス感染症
座長 渡辺 保裕（鳥取大学）

B-01

免疫抑制剤使用中に発症し急激な経過を辿った成人イン
フルエンザ脳症の 1 例
松江市立病院神経内科 恩村 香澄

B-02

特異な画像所見を呈した遷延性の水痘帯状疱疹ウイルス
性髄膜脳炎の一例
広島大学病院 脳神経内科 菊本 舞

B-03

第Ⅹ神経皮膚文節に皮疹を認めた水痘帯状疱疹ウイルス
性性脳神経障害の 73 歳男性例
広島市立広島市民病院 脳神経内科 出家 寿々

B-04

画像で異常を認めなかった単純ヘルペス脳炎の 2 例
県立広島病院 大崎 薫

B-05

脳出血を合併した単純ヘルペス脳炎の一例
松山赤十字病院 神経内科

9：30～10：15

千崎

健佑

てんかん・代謝性疾患
座長 山下 徹（岡山大学）

B-06

経過中に扁桃体腫大を認めた難治性てんかんの症例
労働者健康安全機構山陰労災病院 神経内科
楠見 公義

B-07

MRI-ASL 画像が病態把握に有用で痙攣重積発作から非
痙攣性てんかん性重積発作に移行した１例
兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科 寺澤 英夫

B-08

痙攣発作を契機に発症した運動後急性腎不全（ALPE)
の一例
岡山市立市民病院 神経内科 吉原 朋子

B-09

強皮症腎クリーゼにより PRES を発症した 53 歳女性
例
広島大学病院 卒後臨床研修センター 山岡 賢治

B-10

胸腺腫の経過中に複視が出現，抗 AchR 抗体陽性で重
症筋無力症が疑われたが，甲状腺眼症と診断した 75 歳
男性例
広島市立広島市民病院脳神経内科 田妻 卓

10：15～10：51
B-11

腫瘍
座長 松井

尚子（徳島大学）

頭痛，歩行障害を認め馬尾神経肥厚を確認し得た骨髄腫
性髄膜炎の 71 歳男性例
広島市立広島市民病院 脳神経内科 杉本 太路
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B-12

ステロイド反応性の脊髄症を合併した再発甲状腺髄様癌
の一例
岡山大学病院 脳神経内科 池上 憲

B-13

左右対称のびまん性に広がる造影効果に乏しい脳病変を
認めた悪性リンパ腫の 1 例
国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンタ－
臨床研修センター部
宮﨑 佳子

B-14

急速に進行する対麻痺に対して馬尾・神経根生検を施行
し T 細胞性中枢神経原発性悪性リンパ腫と診断した 54
歳女性
山口大学大学院医学系研究科 臨床神経学 藤澤美和子

10：51～11：27

その他
座長 川井

元晴（山口大学）

B-15

脊髄炎様症状を呈し生検により診断に至った癒着性くも
膜炎の一例
愛媛大学医学部附属病院 薬物療法・神経内科
細川 裕子

B-16

落葉状天疱瘡に対する副腎皮質ステロイド加療中に生じ
た脊髄硬膜外脂肪腫症の一例
高知大学医学部附属病院 脳神経内科 宮本 由賀

B-17

ゾニサミドの持続的効果を認めている KMT2B 関連ジ
ストニア
徳島大学 神経内科 宮本 亮介

B-18

造血幹細胞移植を行った小脳脳幹型副腎白質ジストロ
フィーの 21 歳男性例
広島市立広島市民病院 脳神経内科 山脇 健盛

11：40～12：30
ランチョンセミナー2
座長 社会医療法人寿会 富永病院 副院長
竹島 多賀夫
「重症筋無力症の病態と治療戦略」
医療法人同和会神経研究所・脳神経内科千葉 神経研究所所長
川口 直樹
共催：アレクシオンファーマ合同会社
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C会場（1F 展示室）
8：45～9：39

脳梗塞
座長 三瀧

真悟（島根大学）

C-01

片側中脳梗塞による垂直性眼球運動障害および偽性外転
神経麻痺の２例
松江赤十字病院 種田 建太

C-02

左室緻密化障害が原因と考えられた若年性脳梗塞の一例
特定医療法人財団同愛会 博愛病院 神経内科
安井 建一

C-03

脳梗塞にて発症し、MELAS との鑑別を要したモヤモ
ヤ病の 1 例
県立広島病院 臨床研修センター 塩崎 翔平

C-04

特発性血小板減少性紫斑病に対する脾摘後に脳梗塞を合
併した一例
川崎医科大学 卒後臨床教育研修センター 山田 翔大

C-05

TAVI 後に、石灰化した血栓により左 MCA 領域の無症
候性脳梗塞を来した 87 歳女性例
広島市立広島市民病院 脳神経内科 石川 若芸

C-06

回復期リハビリテーションの効果～当院２年間の脳梗塞
後症例での検討～
社会医療法人千秋会 井野口病院 村田 芳夫

9：39～10：33

自己免疫疾患
座長 鎌田 正紀（香川大学）

C-07

発作性片側顔面攣縮を呈したサルコイドーシス関連肥厚
性硬膜炎の一例
香川大学 消化器・神経内科 濱田 康宏

C-08

ダイナミックに変化する多発性脳病変を呈し自己免疫性
脳炎が疑われたが，免疫治療に抵抗性であった 60 歳女
性例
広島市立広島市民病院 石橋はるか

C-09

末梢神経高頻度反復刺激で waxing を呈した抗 Lrp4
抗体陽性 2 症例の検討
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター
脳神経内科
渡邉 友彬

C-10

視神経の腫脹による著明な乳頭浮腫を来した抗 MOG
抗体陽性視神経炎の 13 歳女児例
徳山中央病院 脳神経内科 古澤 陽法

C-11

三叉神経痛が先行した抗 Ku 抗体陽性ミオパチーおよび
シェーグレン症候群合併症例
徳島県立中央病院 脳神経内科 黒田 一駿
－ 12 －

C-12

急性に起立性低血圧が発現した 2 年 7 か月後に膵癌が
確定した傍腫瘍性神経症候群の一例
倉敷中央病院 脳神経内科 森 仁

10：33～11：27

脱髄性疾患
座長 越智 雅之（愛媛大学）

C-13

超急性期に高度の潜時延長を呈したカンピロバクター腸
炎後ギラン・バレー症候群の 69 歳男性例
山口大学大学院医学系研究科臨床神経学 藤川 晋

C-14

球麻痺症状で発症し、造影 MRI にて脳神経に造影効果
を認め、抗神経抗体陽性であった Guillain-Barre 症候
群の 1 例
鳥取県済生会境港総合病院 青山 泰明

C-15

単神経炎治療後、体性感覚誘発電位検査とフォローアッ
プの神経伝導検査が慢性炎症性脱髄性多発神経炎の診断
に重要である。
倉敷中央病院 教育研修部 本倉 優美

C-16

Visual snow syndrome を 伴 う 片 頭 痛 を 呈 し た
Clinically isolated syndrome(CIS) と考えられる若
年例
愛媛大学病院 老年・神経内科 明地 雄司

C-17

両側視神経炎と左三叉神経中枢性髄鞘病変を認めた多発
性硬化症の 70 歳女性例
山口大学大学院医学系研究科 臨床神経学 水本 悠希

C-18

延 髄 に 特 異 的 な 画 像 所 見 を 呈 し，
Encephalomyeloradiculoneuropathy と考えられた
1例
西予市立西予市民病院 内科 久保 仁

11：40～12：30
ランチョンセミナー3
座長 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 教授
松本 理器
「てんかん診療医のための精神科臨床」
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 精神神経病態学講座 教授
山田 了士
共催：第一三共株式会社，ユーシービージャパン株式会社
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