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〈第162回日本神経学会東海北陸地方会Web開催のご案内〉
【当日の発表について】

一般演題は、演者からPowerPoint を用いて作成していただいた動画ファイルを予め提出
していただき、Zoomウェビナーで配信、質疑応答はライブ実施する形式を取らせていただ
きます。ランチョンセミナーは、全てライブ実施といたします。
全て当日のライブ配信のみで、後日の録画配信はありません。

【当日の視聴について】
当日の発表を録画することは禁止とさせていただきます。
演者への質問はZoomの「Q&A」機能で受け付け、座長が代読し、演者が音声で回答する

システムといたします。進行の都合上、全ての質問を取り上げられない場合がありますこと
をご了承ください。

〈参加者へのご案内〉
【事前参加登録および視聴方法について】

参加を希望される方は事前の参加登録が必要です。今回は、東海北陸地方会の会員のみ参
加可能です。参加登録は参加費のお振り込みをもって確定いたします。
参加登録の締切りは、２月21日（月）正午といたします。
① 日本神経学会HPの東海北陸地方会ページから申込フォームにアクセスし、会員番号等
を登録して自動返信メールを確認してください。

　 ご登録いただいた個人情報は、本会運営および単位登録にのみ使用いたします。
② 事務局にて参加資格を確認後、3日以内（土･日･祝日を除く）に参加費支払方法をメー
ルにてお知らせいたします。参加費1,000円のお振り込みをお願いいたします。参加登
録は参加費のお振り込みをもって確定いたします。

　 筆頭演者は、参加費に加え、抄録掲載料として演者１名につき100円ずつ追加お支払い
が必要です。例えば、筆頭演者と共同演者５名の場合は、600円の追加となります。

　領収書は金融機関発行の振込明細票をもって領収書の代わりとさせていただきます。
　振込手数料はご負担ください。
　原則として参加費は返金いたしません。
③ 参加費のご入金を事務局にて確認できましたら、2月22日（火）以降、参加登録サイト
内ログイン後のページにライブ配信ページを表示いたしますので、ご確認ください。

④ 上記ライブ配信ページの各会場ボタンをクリックするとZoomウェビナー事前登録サイ
トへ遷移します。ウェビナー事前登録後に画面表示されるURLまたはZoomから送られ
る自動返信メールにあるリンクより当日ご入室ください。

【専門医更新単位について】
参加費のお振り込みとご視聴を事務局で確認できましたら、参加単位として３単位取得し

ていただけます。また筆頭演者には発表単位として２単位がさらに付与されます。単位更新
の申請につきましては、事前参加登録時にご登録いただいた日本神経学会会員番号、氏名を
もとに、事務局より申請いたします。

 2 



〈座長へのご案内〉
演者の先生には、質疑応答の際はリモートにてリアルタイムに対応して頂きます。発表６

分・討論時間(演者の入れ替わり時間を含む)２分、１題８分進行です。時間厳守で進行をお
願い申し上げます。
視聴者からの質問は、ZoomのQ&A機能で受け付けます。質問の書き込みがありました

ら、座長の先生は代理で質問して演者に回答して頂く方式としますが、質問の採択は座長一
任といたします。セッション時間内に全ての演題発表が終了するようご調整を宜しくお願い
申し上げます。
各セッション開始時間の約30分前に、配信ウェビナールームとは別のZoomミーティン

グルームにセッション毎にご入室頂き、カメラ・マイクチェックや進行についての説明を行
いますので、ご参加ください。この事前ミーティングのURLは、２月末頃にお知らせいたし
ます。

〈演者へのご案内〉
１題の発表時間は６分です。演題採択通知メールにてお知らせしました通り、動画ファイ

ルを作成していただき、別途お知らせしましたURL に期日までに登録（アップロード）して
ください。
また、前述の「参加者へのご案内」でもお知らせしております抄録掲載料を参加費ととも

にお振り込みください。
当日は、予め提出していただきました動画ファイルを事務局のPCから配信させていただ

きますが、質疑応答はライブ実施といたします。ご自身の演題発表時間はZoom上でご対応
をお願い申し上げます。
各セッション開始時間の約30分前に、配信ウェビナールームとは別のZoomミーティン
グルームにセッション毎にご入室頂き、カメラ・マイクチェックや進行についての説明を行
いますので、ご参加ください。時間は演題採択通知メールに添付の演題採択一覧にてご確認
ください。この事前ミーティングのURLは、２月末頃にお知らせいたします。

【利益相反（COI）状態の開示について】
発表内容に関係する企業・組織や団体との過去１年間の利益相反（COI）状態の有無を発

表スライドの冒頭部で開示してください。COI に関する運用指針や開示例が日本神経学会ホー
ムページに掲載されていますので、ご参照ください。
　　　http：//www.neurology-jp.org/news/news_20110421_02.html

〈お問合せ先〉
【会員情報に関するお問合せ先】

日本神経学会東海北陸地方会事務局
brain@med.nagoya-u.ac.jp

【事前参加登録に関するお問合せ先】
第162回日本神経学会東海北陸地方会運営事務局
株式会社セントラルコンベンションサービス
TEL 052-269-3181　FAX 052-269-3252
shinkei162@ccs-net.co.jp
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 セッション 所　属 演者名 演　題　名

９：30～10：18　　Ａ－１…………………………………… 座長：荒木　　周（日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　脳神経内科）
１．国立病院機構静岡医療センター 脳神内 田中　裕三 進行性の筋力低下を主訴とした患者でCADASILの診断に至った例
２．名古屋市立大学病院 脳神内 井上　裕康 中大脳動脈分岐部動脈瘤を合併した同側M１急性閉塞に対して血栓回収療法を施行した１例
３．伊勢赤十字病院 脳神内 岡本　　樹 脳梗塞と思われる両側中小脳脚病変の一例
４．日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 脳神内 渡辺絵理佳  ラムゼイハント症候群の２ヶ月後にVZV血管症を発症しアシクロビルとステロイドパルスで改善した中大脳動脈狭窄例
５．焼津市立総合病院 脳神内 鈴木　洋司 血栓溶解療の施行を悩んだ後下小脳動脈解離の１例
６．一宮西病院 脳神内 金井　雅裕 特発性好酸球増多症による脳静脈血栓症を来した１例

10：23～11：19　　Ａ－２……………………………………… 座長：山田健太郎（名古屋市立大学医学部附属東部医療センター　脳神経内科）
７．一宮市立市民病院 脳神内 福野　貴仁  雷鳴頭痛で発症し、微小出血が目立たなかった脳アミロイドアンギオパチー関連炎症（CAA-I）の一例
８．公立陶生病院 脳神内 宮武　仁志 高安動脈炎の経過中に脳梗塞を発症した１例
９．日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 脳神内 伊藤　理樹 片側延髄外側梗塞の急性期に中枢性低換気を呈した一例
10．大隈病院 脳神内 中野　智伸 上腕動脈経由を第一選択とした頸動脈ステント留置術
11．名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 脳神内 横井　駿太 エルトロンボパグ内服中に発症した多発塞栓症の一例
12．公立陶生病院 脳神内 齋藤祐太朗 DOAC内服中に発症した脊髄出血の一例
13．名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 脳神内 下谷　直輝 痙攣重積の原因としての硬膜動静脈瘻（DAVF）

11：24～12：12　　Ａ－３…………………………………………………………………………… 座長：武内　智康（浜松医科大学　脳神経内科）
14．浅ノ川総合病院 脳神内 江口周一郎 てんかんのみを呈した歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症の１例
15．浜松医療センター 脳神内 河野　達啓 炭酸リチウムによるパーキンソニズムの一例
16．浜松医科大学 脳神内 渡邊　一樹 両側性ACAGGリピート延長を認めたCANVASの１例
17．日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 脳神内 野原　太陽 錐体路障害，口蓋振戦を認めた家族歴のないSCA１
18．静岡県立総合病院 脳神内 田中　宏明  自律神経ニューロパチーとしての約４年の加療後、両側声帯麻痺を発症し多系統萎縮症の診断に至った１例
19．金沢医療センター 脳神内 清水　　愛 急性硬膜下血腫の治療中に両側声帯麻痺を呈したパーキンソン病の一例

12：20～13：20　共催セミナーA
「進行期パーキンソン病診療update：オピカポンの立ち位置を含めて」
 座長：地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター　脳神経内科　　　　　　部長　　　　　西田　　浩

演者：藤田医科大学医学部　脳神経内科学　教授／パーキンソン病センター　センター長　　渡辺　宏久
共催：小野薬品工業株式会社

13：30～14：26　　Ａ－４…………………………………………………………………………… 座長：高田　幸児（豊川市民病院　脳神経内科）
20．市立四日市病院 脳神内 大道　和也 発症初期から両側視神経周囲炎を認めた神経梅毒の１例
21．名古屋市立大学病院 脳神内 谷口　葉子 脳血流シンチを契機に診断に至ったCreutzfeldt-Jakob病（CJD）の一例
22．半田市立半田病院 脳神内 前川　朋也 亜急性に進行する認知機能障害をきたしたMoraxella catarrhalis髄膜脳炎の１例
23．豊川市民病院 脳神内 加納　裕也  中枢神経繊維路を介した拡がりを拡散テンソル画像で確認できたListeria monocytogenes 脳膿瘍の一例
24．福井赤十字病院 神内 早瀬　史子 濾胞性リンパ腫治療後に生じた進行性多巣性白質脳症の１例
25．石川県立中央病院 脳神内 松本　泰子 脳幹単独病変を呈し、診断に苦慮したトキソプラズマ脳症の１例
26．市立四日市病院 脳神内 早川　雄馬 髄液糖低下と脳多発病変を来し、エコーウイルス30型による髄膜脳炎が疑われた一例

14：31～15：19　　Ａ－５……………………………………………………………………………… 座長：近土　善行（聖隷浜松病院　神経内科）
27．春日井市民病院 脳神内 三田　晃裕  DWIで高信号を認めなかった神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症（HDLS）の１例
28．静岡赤十字病院 脳神内 守屋　麻美 交代性に出現する眼瞼腫脹と変動性の眼球運動障害を繰り返した特発性眼窩炎症の一例
29．聖隷浜松病院 神内 杉江　　藍 急性発症で視神経炎を疑われた栄養欠乏性視神経症
30．名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 脳神内 磯野　裕司 リネゾリドによる視神経障害
31．大久伝内科  寺田　正樹 脳機能と脂肪酸
32．豊川市民病院 脳神内 久野　智之 脳梗塞の再発を契機にFabry病の診断に至った１例

15：30～16：30　共催セミナーC
「変わりゆくATTRvアミロイドーシスの診断と治療～最適な治療を目指して～」

座長：岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科学分野　教授　　　下畑　享良
演者：熊本大学病院　脳神経内科　　　　　　　　　　　診療講師　増田　曜章

共催：Alnylam Japan株式会社

A　会　場
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セッション 所　属 演者名 演　題　名

９：30～10：18　　Ｂ－１…………………………………………………………… 座長：原　　一洋（名古屋大学医学部附属病院　脳神経内科）
33．半田市立半田病院 脳神内 森田　萌丹 脊髄病変を伴い頬部皮下軟部組織生検により診断したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の１例
34．藤田医科大学病院 脳神内 江坂　好加 基礎疾患が明らかでは無かった細菌性脊髄炎の１例
35．名古屋大学 脳神内 大羽　知里 両側性の若年性一側上肢筋萎縮症の検討
36．富士市立中央病院 脳神内 植田　豊作 急性発症の横断性脊髄症状を来したアトピー性脊髄炎の一例
37．名古屋大学 脳神内 鬼頭　大志 多発脳腫瘍にて中枢神経原発悪性リンパ腫と診断し得た脊髄病変の一例
38．名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 脳神内 山田　剛平 後頭神経痛様の疼痛を呈した脊髄梗塞の一例
10：23～11：19　　Ｂ－２………………………………………………… 座長：吉倉　延亮（岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科学分野）
39．福井大学 脳神内 北﨑　佑樹  認知機能低下とパーキンソニズムで発症し，血清抗Recoverin抗体が陽性となった自己

免疫性大脳基底核障害の１例
40．大同病院 脳神内 仁紫　了爾 抗DNA抗体陽性であった胸腺腫に伴う抗GABAa受容体抗体脳炎の１例
41．金沢大学 脳神内 坂下　泰浩 脊髄生検を行なった自己免疫性GFAPアストロサイトパチーの１例
42．豊田厚生病院 脳神内 尾崎　　緑 発作性の自律神経障害・光視症を主徴とした抗LGI１抗体陽性辺縁系脳炎の１例
43．岐阜大学大学院医学系研究科 脳神内 加藤　新英  中枢神経原発リンパ腫様肉芽腫症（CNS-LYG）の画像，病理所見を呈した自己免疫性

GFAPアストロサイトパチーの一例
44．安城更生病院 脳神内 古田　恭寛 抗PD-１阻害薬投与中にirAE脳炎を発症した１例
45．名古屋大学 脳神内 玉腰　大悟 卵巣奇形腫に合併した抗NMDA受容体抗体陰性の自己免疫性脳炎の１例

11：24～12：12　　Ｂ－３……………………………………………………………………………… 座長：安藤　宏明（愛知医科大学　神経内科）
46．駿甲会　甲賀病院 脳神内 北村　純一　 コロナワクチン後にNMOSDと多発感覚神経炎を発症した70歳男性例
47．聖隷三方原病院 神内 荒井　元美 COVID-19ワクチン接種後に複数の神経系障害が生じた２例
48．東海中央病院 病理診断科 木澤麻由紀 COVID-19ワクチンとの関連が疑われたアミロイドβ関連血管炎の一症例
49．愛知医科大学病院 神内 鈴木　宏幸  COVID-19ワクチン接種後に発症した神経痛性筋萎縮症（neuralgic amyotrophy：NA）

の１例
50．一宮市立市民病院 脳神内 李　ふみこ  SARS-CoV-２ワクチン接種後に発症した抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白

（MOG）抗体関連疾患の１例
51．豊田厚生病院 脳神内 福島　大喜  mRNA COVID-19 ワクチン初回接種後に発症した抗GM１抗体陽性感覚失調型ギラン

バレー症候群の１例

12：20～13：20　共催セミナーB
「フマル酸ジメチルによるMS治療-長期予後と患者満足度-」

座長：富山大学学術研究部医学系　脳神経内科　教授　中辻　裕司
演者：慶應義塾大学医学部　神経内科　　　　　教授　中原　　仁

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社

13：30～14：26　　Ｂ－４…………………………………………………… 座長：田村　麻子（三重大学大学院医学系研究科　神経病態内科学）
52．日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 脳神内 布施絢史郎 抗MOG抗体，抗GM１抗体陽性の中枢・末梢連合脱髄症
53．公立陶生病院 脳神内 木村　理沙 亜急性連合性脊髄変性症に合併した抗MOG抗体関連脊髄炎の一例
54．三重大学医学部附属病院 脳神内 堀江将太朗 初発から10年後に再発し診断に至ったIsaacs症候群の１例
55．焼津市立総合病院 脳神内 森下　直樹  ステロイドと血漿交換療法が有効であった抗neurofascin-155抗体陽性autoimmune　

nodopathyの一例
56．国立病院機構名古屋医療センター 脳神内 竹中　宏幸 免疫チェックポイント阻害薬投与後に感覚性運動失調型ニューロパチーを発症した２例
57．名古屋大学 脳神内 前田憲多郎 皮膚生検が診断に有用であったPOEMS症候群の１例
58．豊田厚生病院 脳神内 佐藤　萌美 高齢発症で深部失調を呈した抗contactin-１抗体陽性CIDPの１例

14：31～15：19　　Ｂ－５……………………………………………………………… 座長：櫻井　岳郎（岐阜県総合医療センター　脳神経内科）
59．名古屋掖済会病院 脳神内 柴野　莉香 重症筋無力症に抗ミトコンドリア抗体陽性筋炎を合併した症例
60．藤田医科大学病院 脳神内 加藤　邦尚 硬膜肥厚を呈し、頭部MRIを用いたTime-SLIP法が髄液漏出部の確認に有用であった１例
61．福井大学医学部附属病院 脳神内 高久　直子  限局性の筋力低下，筋萎縮を呈したseronegative 免疫介在性壊死性ミオパチー（IMNM）

の一例
62．豊川市民病院 脳神内 宇佐美寿彦 パルボウイルスB19による筋炎の１例
63．富山大学 脳神内 古田理佐子 TNFα阻害薬関連脱髄症の一例
64．岐阜県総合医療センター 脳神内 櫻井　岳郎 難治性吃逆を主徴とした髄膜播種性神経サルコイドーシスの１例

本冊子内の所属の略及び表記、氏名の表記の統一等は会長判断で行いました。

B　会　場
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Ａ会場

Ａ－１　９：30～10：18 座長：日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　脳神経内科
荒木　　周

１．進行性の筋力低下を主訴とした患者でCADASILの診断に至った例
国立病院機構静岡医療センター　脳神経内科： 田中　裕三（たなか　ゆうぞう） 

鈴木　重將、本間　　豊、溝口　功一
京都府立医科大学　脳神経内科：水田依久子、水野　敏樹

２．中大脳動脈分岐部動脈瘤を合併した同側M１急性閉塞に対して血栓回収療法を施行した１例
名古屋市立大学病院　脳神経内科： 井上　裕康（いのうえ　ひろやす） 

大村　眞弘、松川　則之
同　脳神経外科：西川　祐介、間瀬　光人

３．脳梗塞と思われる両側中小脳脚病変の一例
伊勢赤十字病院　脳神経内科： 岡本　　樹（おかもと　いつき） 

山﨑　正禎、有川　茂雄、松尾　　皇、小林　和人、内藤　　寛
市立伊勢総合病院　脳神経内科：北川　泰佑

４．ラムゼイハント症候群の２ヶ月後にVZV血管症を発症しアシクロビルとステロイドパルスで改
善した中大脳動脈狭窄例
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
　脳神経内科： 渡辺絵理佳（わたなべ　えりか） 

安井　敬三

５．血栓溶解療の施行を悩んだ後下小脳動脈解離の１例
焼津市立総合病院　脳神経内科： 鈴木　洋司（すずき　ようじ） 

内田　宗吾、小関　昭仁、森下　直樹、金本　忠久、 
酒井　直樹

６．特発性好酸球増多症による脳静脈血栓症を来した１例
一宮西病院　脳神経内科： 金井　雅裕（かない　まさひろ） 

喜多　貴信、岡野　篤志、中井　良幸、岡田　弘明、山口　啓二
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Ａ－２　10：23～11：19 座長：名古屋市立大学医学部附属東部医療センター　脳神経内科
山田健太郎

７．雷鳴頭痛で発症し、微小出血が目立たなかった脳アミロイドアンギオパチー関連炎症（CAA-I）
の一例
一宮市立市民病院　脳神経内科： 福野　貴仁（ふくの　たかひと） 

伊藤　　遥、野田　智子、田村　拓也、伊藤　宏樹
愛知医科大学　加齢医科学研究所：岩崎　　靖

８．高安動脈炎の経過中に脳梗塞を発症した１例
公立陶生病院　脳神経内科： 宮武　仁志（みやたけ　ひとし） 

木村　理沙、齋藤祐太朗、水谷　佳祐、小栗　卓也、加藤　秀紀、
湯浅　浩之

９．片側延髄外側梗塞の急性期に中枢性低換気を呈した一例
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
　脳神経内科： 伊藤　理樹（いとう　さとき） 

渡邉はづき、大河内　建、石原　佑次、谷本　由佳、近藤　隼人、髙阪　勇輔、
本田　大祐、後藤　洋二、真野　和夫

10．上腕動脈経由を第一選択とした頸動脈ステント留置術
大隈病院　脳神経内科： 中野　智伸（なかの　とものぶ） 

牧　　美奈、水野　秀紀、越前　康明
同　脳神経外科：川村　康博

11．エルトロンボパグ内服中に発症した多発塞栓症の一例
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
　脳神経内科： 横井　駿太（よこい　はやた） 

中村　宜隆、下谷　直輝、磯野　裕司、加納　裕也、北村　太郎、多田　昌史、
山田健太郎

12．DOAC内服中に発症した脊髄出血の一例
公立陶生病院　脳神経内科： 齋藤祐太朗（さいとう　ゆうたろう） 

木村　理沙、宮武　仁志、水谷　佳祐、小栗　卓也、加藤　秀紀、
湯浅　浩之

13．痙攣重積の原因としての硬膜動静脈瘻（DAVF）
 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
　脳神経内科： 下谷　直輝（しもや　なおき） 

磯野　裕司、中村　宜隆、加納　裕也、北村　太郎、多田　昌史、山田健太郎
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Ａ－３　11：24～12：12 座長：浜松医科大学　脳神経内科
武内　智康

14．てんかんのみを呈した歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症の１例
浅ノ川総合病院　脳神経内科： 江口周一郎（えぐち　しゅういちろう） 

紺谷　　智、三秋　弥穂、廣瀬源二郎

15．炭酸リチウムによるパーキンソニズムの一例
浜松医療センター　脳神経内科： 河野　達啓（かわの　たつひろ） 

竹ノ内晃之、細井　泰志、伊藤　充子

16．両側性ACAGGリピート延長を認めたCANVASの１例
浜松医科大学　脳神経内科： 渡邊　一樹（わたなべ　かずき） 

若月　里江、武内　智康、中村　友彦
同　メディカルフォトニクス研究センター：武内　智康
同　医化学講座：才津　浩智

17．錐体路障害，口蓋振戦を認めた家族歴のないSCA１
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 
　脳神経内科： 野原　太陽（のはら　たいよう） 

荒木　　周、両角　佐織、安井　敬三
東海中央病院：高橋　　昭

18．自律神経ニューロパチーとしての約４年の加療後、両側声帯麻痺を発症し多系統萎縮症の診断に
至った１例
静岡県立総合病院　脳神経内科： 田中　宏明（たなか　ひろあき） 

中村　大和、勝山　祐輔、吉田　英史、金　　　剛、 
原田　　清

19．急性硬膜下血腫の治療中に両側声帯麻痺を呈したパーキンソン病の一例
金沢医療センター　脳神経内科： 清水　　愛（しみず　あい） 

坂尻　顕一、新田　永俊
同　脳神経外科：中島　良夫
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Ａ－４　13：30～14：26 座長：豊川市民病院　脳神経内科
高田　幸児

20．発症初期から両側視神経周囲炎を認めた神経梅毒の１例
市立四日市病院　脳神経内科： 大道　和也（おおみち　かずや） 

中西　浩隆、岩出　展行、早川　雄馬、浅田　純子、家田　俊明

21．脳血流シンチを契機に診断に至ったCreutzfeldt-Jakob病（CJD）の一例
名古屋市立大学病院　脳神経内科： 谷口　葉子（たにぐち　ようこ） 

川崎　　翠、鈴木　鮎子、藤岡　哲平、水野　将行、 
川嶋　将司、大村　眞弘、大喜多賢治、松川　則之

22．亜急性に進行する認知機能障害をきたしたMoraxella catarrhalis髄膜脳炎の１例
半田市立半田病院　脳神経内科： 前川　朋也（まえかわ　ともや） 

森田　萌丹、米山　典孝

23．中枢神経繊維路を介した拡がりを拡散テンソル画像で確認できたListeria monocytogenes 脳膿瘍の一例
豊川市民病院　脳神経内科： 加納　裕也（かのう　ゆうや） 

高田　幸児
 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
　脳神経内科：加納　裕也、山田健太郎、磯野　裕司、北村　太郎
同　放射線科：武藤　昌裕

24．濾胞性リンパ腫治療後に生じた進行性多巣性白質脳症の１例
福井赤十字病院　神経内科： 早瀬　史子（はやせ　ふみこ） 

田中　大暉、吉沖　舞衣、今村　久司、高野誠一郎、
同　血液内科：今村　　信
同　放射線科：左合　　直
国立感染症研究所　ウイルス第一部：中道　一生
都立駒込病院　脳神経内科：三浦　義治

25．脳幹単独病変を呈し、診断に苦慮したトキソプラズマ脳症の１例
石川県立中央病院　脳神経内科： 松本　泰子（まつもと　やすこ） 

朝川美和子、中野　博人、山口　和由

26．髄液糖低下と脳多発病変を来し、エコーウイルス30型による髄膜脳炎が疑われた一例
市立四日市病院　脳神経内科： 早川　雄馬（はやかわ　ゆうま） 

中西　浩隆、大道　和也、浅田　純子、岩出　展行、家田　俊明
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Ａ－５　14：31～15：19 座長：聖隷浜松病院　神経内科 
近土　善行

27． DWIで高信号を認めなかった神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症　（HDLS）
の１例
春日井市民病院　脳神経内科： 三田　晃裕（さんだ　あきひろ） 

川瀬　崇広、遠藤　利洋、今井　和憲、山下　史匡、 
平山　幹生、長谷川康博

28．交代性に出現する眼瞼腫脹と変動性の眼球運動障害を繰り返した特発性眼窩炎症の一例
静岡赤十字病院　脳神経内科： 守屋　麻美（もりや　あさみ） 

津幡　拓也、下濱　　祥、篠原　　慶、 
八木　宣泰、小西　高志、今井　　昇、芹澤　正博

同　眼科：小澤　由季

29．急性発症で視神経炎を疑われた栄養欠乏性視神経症
聖隷浜松病院　神経内科： 杉江　　藍（すぎえ　あい） 

佐藤慶史郎、内山　　剛、森　　泰子、石井　辰仁、本間　一成、 
近土　善行、大橋　寿彦

30．リネゾリドによる視神経障害
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
　脳神経内科： 磯野　裕司（いその　ゆうじ） 

多田　昌史、下谷　直輝、中村　宜隆、加納　裕也、北村　太郎、山田健太郎

31．脳機能と脂肪酸
大久伝内科：寺田　正樹（てらだ　まさき）

32．脳梗塞の再発を契機にFabry病の診断に至った１例
豊川市民病院　脳神経内科： 久野　智之（くの　ともゆき） 

打田　佑人、宇佐美寿彦、加納　裕也、高田　幸児
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Ｂ会場

Ｂ－１　９：30～10：18 座長：名古屋大学医学部附属病院　脳神経内科
原　　一洋

33．脊髄病変を伴い頬部皮下軟部組織生検により診断したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の１例
半田市立半田病院　脳神経内科： 森田　萌丹（もりた　もえに） 

横里つぶら、前川　朋也、米山　典孝

34．基礎疾患が明らかでは無かった細菌性脊髄炎の１例
藤田医科大学病院　脳神経内科： 江坂　好加（えさか　このか） 

村手健一郎、辻村　優次、安達　隼輔、中野　頌子、 
林　　和孝、坂野　文彦、加藤　邦尚、東　　篤宏、 
菊池　洸一、長尾龍之介、前田　利樹、廣田　政古、 
水谷　泰彰、島　さゆり、渡辺　宏久

35．両側性の若年性一側上肢筋萎縮症の検討
名古屋大学　脳神経内科： 大羽　知里（おおば　ちさと） 

伊藤　大輔、井口　洋平、勝野　雅央
名古屋大学医学部附属病院　検査部：鈴木　将史

36．急性発症の横断性脊髄症状を来したアトピー性脊髄炎の一例
富士市立中央病院　脳神経内科： 植田　豊作（うえだ　とよさく） 

高橋　麻葵、河野　　優

37．多発脳腫瘍にて中枢神経原発悪性リンパ腫と診断し得た脊髄病変の一例
名古屋大学　脳神経内科： 鬼頭　大志（きとう　ひろし） 

平野　聡子、原　　一洋、勝野　雅央
同　脳神経外科：大岡　史治、永田　雄一、齋藤　竜太

38．後頭神経痛様の疼痛を呈した脊髄梗塞の一例
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
　脳神経内科： 山田　剛平（やまだ　ごうへい） 

豊田　剛成、片田　栄一
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Ｂ－２　10：23～11：19 座長：岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科学分野
吉倉　延亮

39．認知機能低下とパーキンソニズムで発症し，血清抗Recoverin抗体が陽性となった自己免疫性大
脳基底核障害の１例
福井大学　脳神経内科： 北﨑　佑樹（きたざき　ゆうき） 

白藤　法道、高久　直子、山口　智久、榎本　崇一、井川　正道、 
山村　　修、濱野　忠則

40．抗DNA抗体陽性であった胸腺腫に伴う抗GABAa受容体抗体脳炎の１例
大同病院　脳神経内科： 仁紫　了爾（にし　りょうじ） 

三輪恵里奈、匂坂　尚文

41．脊髄生検を行なった自己免疫性GFAPアストロサイトパチーの１例
金沢大学　脳神経内科： 坂下　泰浩（さかした　やすひろ） 

野崎　一朗、小野賢二郎
石川県立中央病院　脳神経内科：松本　泰子
岐阜大学　脳神経内科：木村　暁夫、下畑　享良

42．発作性の自律神経障害・光視症を主徴とした抗LGI１抗体陽性辺縁系脳炎の１例
豊田厚生病院　脳神経内科： 尾崎　　緑（おざき　みどり） 

福島　大喜、池田　昇平、冨田　　稔、服部　直樹

43．中枢神経原発リンパ腫様肉芽腫症（CNS-LYG）の画像，病理所見を呈した自己免疫性GFAPア
ストロサイトパチーの一例
岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科学分野： 加藤　新英（かとう　しんえい） 

吉倉　延亮、木村　暁夫、下畑　享良

44．抗PD-１阻害薬投与中にirAE脳炎を発症した１例
安城更生病院　脳神経内科： 古田　恭寛（ふるた　たかひろ） 

川上　　治、杉浦　　真、加藤　博子、加藤　隼康、伊藤　翔太、
伊藤　悠祐、馬場万里子、大村　政人

45．卵巣奇形腫に合併した抗NMDA受容体抗体陰性の自己免疫性脳炎の１例
名古屋大学　脳神経内科： 玉腰　大悟（たまこし　だいご） 

勝野　雅央
岐阜県立多治見病院　神経内科：青木真一郎
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Ｂ－３　11：24～12：12 座長：愛知医科大学　神経内科
安藤　宏明

46．コロナワクチン後にNMOSDと多発感覚神経炎を発症した70歳男性例
駿甲会　甲賀病院　脳神経内科：北村　純一（きたむら　じゅんいち）
同　脳外科：山内　　滋
同　泌尿器科：金光　　泉
同　眼科：上田　健昭
同　腎臓内科：籾田　　葵

47．COVID-19ワクチン接種後に複数の神経系障害が生じた２例
聖隷三方原病院　神経内科：荒井　元美（あらい　もとみ）

48．COVID-19ワクチンとの関連が疑われたアミロイドβ関連血管炎の一症例
東海中央病院　病理診断科： 木澤麻由紀（きざわ　まゆき） 

村上　　榮
同　神経内科：櫻井　秀幸
愛知医科大学　加齢医科学研究所：岩崎　　靖

49．COVID-19ワクチン接種後に発症した神経痛性筋萎縮症（neuralgic amyotrophy：NA）の１例
愛知医科大学病院　神経内科： 鈴木　宏幸（すずき　ひろゆき） 

岡本亜香里、中島　康自、安藤　宏明、川頭　祐一、 
丹羽　淳一、道勇　　学

50．SARS-CoV-２ワクチン接種後に発症した抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白（MOG）抗
体関連疾患の１例
一宮市立市民病院　脳神経内科： 李　ふみこ（り　ふみこ） 

田村　拓也、福野　貴仁、伊藤　　遥、野田　智子、 
伊藤　宏樹

51．mRNA COVID-19 ワクチン初回接種後に発症した抗GM１抗体陽性感覚失調型ギランバレー症
候群の１例
豊田厚生病院　脳神経内科： 福島　大喜（ふくしま　たいき） 

冨田　　稔、池田　昇平、服部　直樹
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Ｂ－４　13：30～14：26 座長：三重大学大学院医学系研究科　神経病態内科学
田村　麻子

52．抗MOG抗体，抗GM１抗体陽性の中枢・末梢連合脱髄症
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
　脳神経内科： 布施　絢史郎（ふせ　けんしろう） 

荒木　　周、両角　佐織、安井　敬三
名古屋大学　神経内科：深見　祐樹、飯島　正博、勝野　雅央

53．亜急性連合性脊髄変性症に合併した抗MOG抗体関連脊髄炎の一例
公立陶生病院　脳神経内科： 木村　理沙（きむら　りさ） 

宮武　仁志、齋藤祐太朗、水谷　佳祐、加藤　秀紀、小栗　卓也、
湯浅　浩之

国立長寿医療研究センター　放射線科：櫻井　圭太
 東北大学　神経内科、国立米沢病院　神経内科：高橋　利幸

54．初発から10年後に再発し診断に至ったIsaacs症候群の１例
三重大学医学部附属病院　脳神経内科： 堀江将太朗（ほりえ　しょうたろう） 

田村　麻子、松山　裕文、冨本　秀和

55．ステロイドと血漿交換療法が有効であった抗neurofascin-155抗体陽性autoimmune nodopathyの一例
焼津市立総合病院　脳神経内科： 森下　直樹（もりした　なおき） 

内田　宗吾、小関　昭仁、金本　忠久、鈴木　洋司、 
酒井　直樹

名古屋大学　脳神経内科：深見　祐樹、飯島　正博、勝野　雅央

56．免疫チェックポイント阻害薬投与後に感覚性運動失調型ニューロパチーを発症した２例
国立病院機構名古屋医療センター　脳神経内科： 竹中　宏幸（たけなか　ひろゆき） 

山田　研策、小林　　麗
同　呼吸器内科：丹羽　英之
同　腫瘍内科：白石　和寛 
名古屋大学　脳神経内科： 古川　宗磨

57．皮膚生検が診断に有用であったPOEMS症候群の１例
名古屋大学　脳神経内科： 前田憲多郎（まえだ　けんたろう） 

辻河　高陽、小池　春樹、勝野　雅央
同　皮膚科：江畑　　葵

58．高齢発症で深部失調を呈した抗contactin-１抗体陽性CIDPの１例
豊田厚生病院　脳神経内科： 佐藤　萌美（さとう　もえみ） 

福島　大喜、池田　昇平、冨田　　稔、服部　直樹
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Ｂ－５　14：31～15：19 座長：岐阜県総合医療センター　脳神経内科
櫻井　岳郎

59．重症筋無力症に抗ミトコンドリア抗体陽性筋炎を合併した症例
名古屋掖済会病院　脳神経内科： 柴野　莉香（しばの　りか） 

竹村　直晃、細山　幸子、加賀　友継、馬渕　直紀、 
落合　　淳

春日井市民病院　脳神経内科：川瀬　崇広
愛知医科大学　神経内科：丹羽　淳一
増子記念病院　脳神経内科：竹内　有子
東海中央病院　神経内科：高橋　　昭

60．硬膜肥厚を呈し、頭部MRIを用いたTime-SLIP法が髄液漏出部の確認に有用であった１例
藤田医科大学病院　脳神経内科： 加藤　邦尚（かとう　くにひさ） 

辻村　優次、長尾龍之介、村手健一郎、水谷　泰彰、 
島　さゆり、植田　晃広、伊藤　瑞規、渡辺　宏久

61．限局性の筋力低下，筋萎縮を呈したseronegative免疫介在性壊死性ミオパチー（IMNM）の一例
福井大学医学部附属病院　脳神経内科： 高久　直子（たかく　なおこ） 

榎本　崇一、北崎　佑樹、山口　智久、白藤　法道、 
井川　正道、山村　　修、濱野　忠則

福井県済生会病院　脳神経内科：上野亜佐子
国立精神・神経医療研究センター　疾病研究第一部：西野　一三

62．パルボウイルスB19による筋炎の１例
豊川市民病院　脳神経内科： 宇佐美寿彦（うさみ　としひこ） 

打田　佑人、加納　裕也、久野　智之、高田　幸児
名古屋市立大学大学院　脳神経内科：打田　佑人

63．TNFα阻害薬関連脱髄症の一例
富山大学　脳神経内科： 古田理佐子（ふるた　りさこ） 

山本　真守、温井　孝昌、道具　伸浩、馬場　孝輔、中辻　裕司

64．難治性吃逆を主徴とした髄膜播種性神経サルコイドーシスの１例
岐阜県総合医療センター　脳神経内科： 櫻井　岳郎（さくらい　たけお） 

山原　直紀、矢口　智規、西田　　浩
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