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一般演題
■一般演題　第 1日目

一般演題 21

10月11日（金） 第1会場9：30～10：40

A21-01 脳室炎を伴う細菌性髄膜脳炎に vasculopathy による脳梗塞を合併した剖検例
林　秀樹（長岡赤十字病院神経内科）

A21-02 非血縁者間同種造血幹細胞移植に伴う免疫異常を背景とした重症肺炎球菌性髄膜炎の
37歳女性例
藤田　明日菜（東京医科歯科大学大学院　脳神経病態学（神経内科）分野）

A21-03 多発性骨髄腫に対するレナリドミド及びエロツズマブの併用療法中に発症した進行性
多巣性白質脳症（PML）の 1例
碓井　雄大（金沢大学大学院 脳老化・神経病態学（脳神経内科学））

A21-04 インフルエンザ脳症を発症した副腎白質ジストロフィーの 1男児例
木村　将裕（東京医科大学　八王子医療センター）

A21-05 髄液サイトカイン解析から直接侵襲の病態が示唆されたエンテロウイルスD68関連急性
弛緩性脊髄炎
日高　一平（山口大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座）

A21-06 脳生検で診断し救命しえたアメーバ脳炎の 1例
音羽　祐兵（滋賀医科大学　内科学講座　脳神経内科）

A21-07 多彩な臨床像を呈し、5年の経過で脳萎縮が進行した抗MOG抗体関連疾患の一例
竹脇　大貴（京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科）

座長：森内　浩幸（長崎大学医学部　小児科）
　　　吉川　哲史（藤田医科大学医学部　小児科学）

一般演題 22

10月11日（金） 第1会場10：40～11：50

A22-01 細菌性髄膜炎に罹患した高齢者の特徴
上田　凌大（京都第一赤十字病院）

A22-02 単純ヘルペス脳炎の初期併用療法におけるカルバペネム系抗菌薬の必要性
中山　晴雄（東邦大学医療センター大橋病院　院内感染対策室）

A22-03 化学療法中の小児患者における麻痺性イレウスと VZV 再活性化の関連性解析
小澤　慶（藤田医科大学　医学部　小児科学）

A22-04 HTLV-1 関連脊髄症の初発症状は疾患進行の予測因子である
松元　陸（鹿児島大学病院　脳神経内科）

座長：関島　良樹（信州大学医学部　脳神経内科、リウマチ・膠原病内科）
　　　中嶋　秀人（日本大学医学部　内科学系　神経内科学分野）

A22-05 抗NMDA受容体脳炎の再発と長期予後の検討
廣瀨　聡（日本大学　医学部　内科学系神経内科学分野）

学会賞　優秀口演　基礎・臨床研究部門候補
会長賞候補

学会賞　優秀口演　症例報告部門候補
会長賞候補
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一般演題 1　細菌性髄膜炎（1）

10月11日（金） 第2会場9：50～10：20

A01-01 Streptococcus dysgalactiae subspecies equisimilitisによる感染性硬膜下血腫に
細菌性髄膜脳炎を併発した 80代男性
櫻井　惇晶（SUBARU 健康保険組合　太田記念病院　脳神経内科）

A01-02 後頭蓋窩から脊髄に及ぶ広範な膿瘍病変よりリステリア髄膜脳脊髄炎を疑い髄液PCRで
診断しえた 1例
勇　亜衣子（長岡赤十字病院　神経内科）

A01-03 最近経験した興味ある髄膜炎
岸田　修二（医療法人徳洲会　成田富里徳洲会病院　脳神経内科）

座長：石川　晴美（独立行政法人国立病院機構　埼玉病院　脳神経内科）
　　　濱野　忠則（福井大学医学部　第二内科）

一般演題 2　細菌性髄膜炎（2）

10月11日（金） 第2会場10：20～11：00

A02-01 脳膿瘍が多発した肺炎球菌性髄膜炎の 1剖検例
片山　由理（社会医療法人弘道会　守口生野記念病院　神経内科）

A02-02 ADA高値とMRI での脳底槽の異常信号を認め、入院初期に結核性髄膜炎との鑑別が
困難であったクリプトコッカス髄膜炎の 71歳、男性例
田尻　正輝（信州大学医学部附属病院　神経内科、リウマチ・膠原病内科）

A02-03 病初期に髄液細胞増多を欠いたリステリア髄膜炎の一例
津幡　拓也（浜松医科大学附属病院　第一内科）

A02-04 水頭症に対して脳室ドレナージが有用であった肺炎球菌性髄膜炎の一例
葛目　大輔（社会医療法人　近森会　近森病院　脳神経内科）

座長：河島　尚志（東京医科大学　小児科・思春期科）
　　　佐藤　克也（長崎大学　医歯薬学総合研究科　医療科学専攻　保健科学分野（神経内科学専攻））

一般演題 3　PML

10月11日（金） 第2会場11：00～11：50

A03-01 メフロキン、ミルタザピン、リスペリドン併用療法で良好な経過をとった
非 AIDS-PML の 3例
春日　一希（信州大学医学部　脳神経内科、リウマチ・膠原病内科）

座長：三條　伸夫（東京医科歯科大学大学院　脳神経病態学分野（神経内科））
　　　伊﨑　祥子（埼玉医科大学総合医療センター　神経内科）

A22-06 水痘帯状疱疹ウイルス性脳炎 8例の臨床学的検討
山岡　美奈子（奈良県立医科大学　脳神経内科）

A22-07 ヒトプリオン病患者におけるバイオマーカーの検討 
佐藤　克也（長崎大学　医歯薬学総合研究科　医療科学専攻　保健科学分野（神経内科学専攻））
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一般演題 4　ウイルス性中枢神経感染症（１）

10月11日（金） 第1会場13：10~13：55

A04-01 重症麻疹脳炎に急性散在性脳脊髄炎を合併し、血漿交換を含む集中治療が奏功した一例
加納　裕也（公立陶生病院　脳神経内科）

A04-02 後遺症なく経過したダニ媒介性脳炎の 1例
田中　大貴（旭川赤十字病院　脳神経内科）

A04-03 ウイルス性脳脊髄炎モデルにおける中枢神経病態と腸内細菌叢との関連性
尾村　誠一（近畿大学　医学部　微生物学講座）

A04-04 脳炎を引き起こす節足動物媒介性ブニヤウイルスの診断系開発
加藤　博史（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

A04-05 ヒトメタニューモウイルス肺炎に可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症
（MERS）を合併した一例
平川　賢史（NTT 東日本札幌病院　小児科）

座長：角田　郁生（近畿大学医学部　微生物学講座）
　　　前木　孝洋（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

一般演題 5　プリオン

10月11日（金） 第3会場13：10～13：50

A05-01 同一家系の同胞内で異なる臨床像を呈した Gerstman-Sträussler-Scheinker病-P102Lの3例
大田　一路（埼玉医科大学　脳神経内科）

A05-02 MM2視床型孤発性 Creutzfeldt-Jakob 病の臨床像
浜口　毅（金沢大学大学院脳老化・神経病態学（脳神経内科学））

A05-03 プリオン病サーベイランス調査票のデジタル化およびクラウド化
塚本　忠（国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター）

A05-04 Extension patterns of hyperintensity on diffusion-weighted MR images in dura mater 
graft-associated CJD
坂井　健二（金沢大学大学院　脳老化・神経病態学（脳神経内科学））

座長：吉良　龍太郎（福岡市立病院機構　福岡市立こども病院　小児神経科）
　　　佐藤　克也（長崎大学　医歯薬学総合研究科　医療科学専攻　保健科学分野（神経内科学専攻））

A03-03 慢性リンパ球性白血病に対するリツキシマブ /ベンダムスチン治療終了から半年後に
進行性多巣性白質脳症（PML）を発症した 82歳男性例
水本　悠希（国立大学法人　山口大学　医学部　脳神経内科）

A03-04 化学療法後にNCSE で発症し PMLとの鑑別を要した薬剤性白質脳症の一例
山本　敦史（京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科）

A03-02 抗ドナー抗体陽性の生体肝移植後に発症した進行性多巣性白質脳症の 1例
江頭　柊平（東京大学医学部附属病院　脳神経内科）
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一般演題 6　細菌性髄膜炎（3）

10月11日（金） 第3会場13：50～14：40

A06-01 水頭症で発症し、馬尾腫瘤の生検で診断し得たクリプトコッカス髄膜炎の 70歳男性例
小田　真司（国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター　脳神経内科）

A06-02 MRI 拡散強調画像で両側大脳白質に高信号域を呈した敗血症性脳症の 1例
細川　隆史（大阪医科大学　医学部　内科学Ⅳ脳神経内科）

A06-03 中咽頭癌症例に発症した A群溶血性連鎖球菌性髄膜炎の一例
和田　隆秀（昭和大学江東豊洲病院　脳血管センター　脳神経内科）

A06-04 辺縁系脳炎を呈した神経梅毒の 60歳代男性例
溝口　知孝（日本大学医学部内科学系神経内科学分野）

A06-05 遺伝子検査が抗菌薬選択に有用であった皮膚非結核性抗酸菌感染症の 1例
兒玉　憲人（鹿児島大学病院　脳神経内科）

座長：濱野　忠則（福井大学医学部　第二内科）
　　　加藤　博史（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

「若手医師を応援する会」主催セッション　　症例から学ぶ感染症関連神経・免疫疾患

10月11日（金） 第2会場14：15～17：00

W-01 重篤な神経症状を呈し、経過とともに広範な画像所見が出現した原因不明の髄膜脳炎の１例
症例提示：鈴木　智大（国際医療福祉大学病院　脳神経内科）
Overview：小川　朋子（国際医療福祉大学病院　脳神経内科）

W-02 不穏、意識障害で入院し、診断・治療に苦慮した髄膜炎の 44歳男性
症例提示：萩原　真斗（横浜市立大学附属市民総合医療センター　神経内科）
Overview：岸田　日帯（横浜市立大学附属市民総合医療センター　神経内科）

W-03 ステロイド依存性に病勢が推移し再発を繰り返したウイルス性髄膜脳炎の一症例
症例提示：安田　登摩（滋賀医科大学　脳神経内科）
Overview：北村　彰浩（滋賀医科大学　脳神経内科）

浜口　毅（金沢大学医学部附属病院　神経内科）
伊﨑　祥子（埼玉医科大学総合医療センター　神経内科）
白井　慎一（北海道大学病院　神経内科）
國井　美紗子（横浜市立大学　医学部　神経内科学・脳卒中医学）
中村　善胤（大阪医科大学附属病院　脳神経内科）
岩田　育子（北海道大学大学院医学研究院　神経病態学分野神経内科学教室）
秋本　高義（日本大学医学部　内科学系神経内科学分野）
森地　振一郎（東京医科大学　小児科・思春期科学分野）
里　龍晴（長崎大学病院　小児科）
山田　正仁（金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科）
中嶋　秀人（日本大学医学部　内科学系　神経内科学分野）
雪竹　基弘（医療法人社団　高邦会　高木病院　脳神経内科）
関島　良樹（信州大学医学部　脳神経内科，リウマチ・膠原病内科）
奥村　彰久（愛知医科大学医学部　小児科）
吉川　哲史（藤田医科大学医学部　小児科学）

総合司会：
座長：

コメンテーター：



24巻 2 号  （2019 ： 10）Neuroinfection （21）

A08-04 Carnitine palmitoyltransferase 2 遺伝子多型を伴った急性壊死性脳症の成人症例の検討
中尾　聡（信州大学医学部附属病院　脳神経内科・リウマチ膠原病内科）

A08-05 抗MOG抗体陽性大脳皮質脳炎の 2例
森泉　輝哉（信州大学医学部　脳神経内科，リウマチ・膠原病内科）

A08-06 インフルエンザワクチン接種後に再発した視神経脊髄炎の 1例
中尾　寛宙（天理よろづ相談所病院）

一般演題 7　ウイルス感染症（２）

10月12日（土） 第1会場10：05～10：45

A07-01 プレドニゾロン内服中のHAM患者における髄液 CXCL10 濃度と歩行機能予後との関連
山内　淳司（聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター　病因病態解析部門）

A07-02 HAM診療ガイドライン策定のための患者の関心・価値観にかかわる調査
八木下　尚子（聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター　病因・病態解析部門）

A07-03 HAM患者レジストリより収集分析されたHAM患者のリアルワールドデータ
佐藤　知雄（聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター）

A07-04 HTLV-1 抗体陽性、維持透析患者における慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー
（CIDP）様所見を呈した 1例
井上　誠一（聖マリア病院　腎臓内科）

座長：髙嶋　博（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科）
　　　山野　嘉久（聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター　病因・病態解析部門）

一般演題 8　自己免疫性神経疾患

10月12日（土） 第1会場10：45～11：45

A08-01 片側脳幹に限局する病変を認めた CLIPPERS の 1例
絹川　薫（奈良県立医科大学　脳神経内科）

A08-02 急性期に抗GM1-IgG 抗体が検出された急性弛緩性脊髄炎の一重症例
増田　知佳（加古川中央市民病院小児科）

A08-03 けいれん重積型二相性脳症の経過からみた予後予測
石井　雅宏（産業医科大学医学部小児科）

座長：中原　仁（慶應義塾大学医学部　神経内科）
　　　岩佐　和夫（金沢大学　医薬保健研究域医学系　脳老化･神経病態学（神経内科学））

W-04 特異な歩行障害を呈した 31歳男性例
症例提示：福本　竜也（徳島大学病院　神経内科）
Overview：藤田　浩司（徳島大学病院　神経内科）

W-05 造影MRI でリング状の造影効果を伴う脊髄長大病変を指摘された 10歳台男性例
症例提示：中川　敬志（日本大学附属板橋病院　内科）
Overview：秋本　高義（日本大学医学部内科系神経内科学分野）

W-06 発熱・嘔吐から胃腸炎を疑われ、２病日に見当識障害・異常言動を呈した 7歳男児例
症例提示：岡田　朋子（東京女子医科大学　八千代医療センター　小児科）
Overview：髙梨　潤一（東京女子医科大学　八千代医療センター　神経小児科）
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一般演題 9　ヘルペス

10月12日（土） 第2会場15：00～15：50

A09-01 アシクロビル抵抗性単純ヘルペス脳炎にビダラビンが有効であった 2例
清水　宏紀（奈良県立医科大学　脳神経内科学）

A09-02 帯状疱疹に伴う腰仙部神経叢障害に対し、
免疫グロブリン大量静注療法の繰り返し投与が有効であった 1例
喜多　也寸志（県立姫路循環器病センター　脳神経内科）

A09-03 帯状疱疹（HZ）皮疹の髄節と離れた脊髄節性運動麻痺の 2例
間部　剛章（雪の聖母会　聖マリア病院）

A09-04 AIDS 発症後に小脳虫部に粗大な腫瘤性病変を呈した EBウイルス陽性びまん性
大細胞型 B細胞性リンパ腫の一例
池田　め衣（鹿児島大学病院）

A09-05 眼部帯状疱疹罹患後に眼窩先端症候群を発症した 1例
横出　晃能（京都府立医科大学大学院医学研究科　神経内科学）

座長：吉川　哲史（藤田医科大学医学部　小児科学）
　　　福士　秀悦（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

一般演題 10　真菌、無菌性髄膜炎

10月12日（土） 第2会場15：50～16：30

A10-01 無菌性髄膜炎における非典型的所見
平賀　陽之（千葉労災病院　脳神経内科）

A10-02 無菌性髄膜炎の発症後に視力低下をきたした一例
祐川　顕一（独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター）

A10-03 診断・治療に難渋した中枢神経侵襲性真菌感染症の一例
中西　恵美（金沢医科大学　脳神経内科）

A10-04 海綿静脈洞部から頭蓋底外側の真菌性内頚動脈周囲炎から多発脳神経麻痺を来した 1例
植田　晃広（藤田医科大学　医学部　脳神経内科学）

座長：中村　茂樹（東京医科大学　微生物学分野）
　　　道勇　学（愛知医科大学　神経内科）


