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一般演題（ポスター）
P-01

奇数番号 16:00 ～ 17:00 ／ 偶数番号 17:00 ～ 18:00

了爾（名古屋大学 神経内科）

血清 IgG4 高値を認めた ANCA 関連血管炎に伴うニューロパチーの 1 例
冨田

P-03

海峡ホール

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 81 例の臨床病理学的検討
－好酸球が関連した組織障害と ANCA が関連した血管障害－
仁紫

P-02

9階

稔（豊田厚生病院 神経内科）

内鞘内に好酸球浸潤を認めた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の 1 例
竹内啓喜啓（国立病院機構 南京都病院 神経内科）

P-04

シェーグレン症候群に伴うニューロパチーの臨床病理学的検討
小阪

P-05

振動工具の取り扱いによる末梢神経への影響
大成

P-06

美紀（東京女子医科大学 神経内科）

オニオンバルブ陽性の末梢神経病変を合併した脳脊髄血管内リンパ腫の一例
深見

P-08

圭子（産業医科大学 医学部 神経内科）

悪性リンパ腫と末梢神経障害の臨床病理学的検討
鈴木

P-07

崇幸（熊本大学大学院生命科学研究部 神経内科学分野）

祐樹（名古屋大学 神経内科 / 刈谷豊田総合病院 神経内科）

AMNS パターンを示した CIDP および抗 MAG 抗体陽性ニューロパチーの 2 例
田中信一郎（独立行政法人 国立病院機構 関門医療センター 神経内科）

P-09

CIDP における病型別臨床病理の検討
池田

P-10

慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）における免疫グロブリン維持療法
大山

P-11

健（豊橋市民病院 神経内科）

三叉神経の著明な瘤状肥厚をみとめた multifocal acquired demyelinating sensory
and motor neuropathy（MADSAM）の 1 例
桑原

P-12

昇平（名古屋大学大学院 医学系研究科 神経内科 / 刈谷豊田総合病院 神経内科）

基（近畿大学 医学部 神経内科）

再生不良性貧血の経過中に慢性炎症性脱髄性多発神経炎を合併した 60 歳代女性例
安部

真彰（JCHO 徳山中央病院 神経内科）

プログラム
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P-13

発熱を契機に発症し解熱とともに緩解する多巣性ニューロパチーの 57 歳女性
堀内

P-14

Seronegative Guillain-Barré 症候群における Ca2+ 依存性抗ガングリオシド抗体
内堀

P-15

慶太（埼玉医科大学総合医療センター 神経内科）

発症初期に感覚神経活動電位（SNAP）が消失したsensory Guillain-Barré syndrome
の一例
渡部

P-19

道明（山口大学大学院 医学系研究科 神経内科学）

Guillain-Barré 症候群と Fisher 症候群における瞬目反射
石塚

P-18

和幸（日産厚生会 玉川病院 脳神経内科）

ギラン・バレー症候群とクラミドフィラ肺炎
古賀

P-17

歩（杏林大学 医学部 神経内科）

Marginal facial diplegia and paresthesias と考えられた一例
齋藤

P-16

碧（防衛医科大学校病院 神経・抗加齢血管内科）

俊介（神戸大学 大学院 医学研究科 神経内科学）

腎機能障害を背景に感覚性自律性ニューロパチーを発症し、その後ギラン・バレー症候
群様の筋力低下をきたした一例
佐木山裕史（独立行政法人 国立病院機構 刀根山病院 神経内科）

P-20

腓腹神経ときほぐし標本の傍絞輪部間距離の検討
佐藤

P-21

MRI で単一根の頸椎症性神経根症と診断された症例を用いての C5・C6・C7 筋節支配
の検討
古川

P-22

亮太（山口大学 大学院 医学系研究科 神経内科学）

裕一（帝京大学 医学部 神経内科）

しびれを伴う糖尿病性神経障害は、重症の神経障害があるといえるのか？
鈴木千恵子（青森県立中央病院 脳神経内科）

P-23

急性発症の糖尿病性神経叢障害の 2 例
喜多也寸志（兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科）

P-24

腫瘍性神経叢障害における電気生理学的検査の有用性
阿部

P-25

剛典（中村記念病院）

手術手袋を用いて末梢神経障害予防に取り組んだ乳がん患者１症例の振り返り
奥山

博美（市立 ひらかた病院 外来）

29

外傷後の上肢神経障害性疼痛に対する脊髄神経刺激療法の効果の検討
大岩

P-27

マウス坐骨神経慢性圧迫モデルに対するノイロトロピン ® の治療効果について
岩橋

P-28

彩乃（東邦大学医療センター 大森病院 麻酔科）

徹（大阪大学 大学院 医学系研究科 器官制御外科学（整形外科））

実験的自己免疫性神経炎における phoshodiesterase 阻害効果の比較
藤岡

俊樹（東邦大学 医学部 内科学講座 神経内科学分野 /
東邦大学大学院

P-29

神経内科学）

Cells alive system（CAS）による神経冷凍保存
－最適な凍結プログラムの開発 第二報－
橋本

P-30

医学研究科

智久（獨協医科大学埼玉医療センター整形外科）

上腕部中心静脈ポートによる内側前腕皮神経障害の経験 ～超音波での評価～
阿部

理奈（宮城厚生協会 長町病院 リハビリテーション科）
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一般演題（ポスター）
P-31

幸（大分大学 医学部附属病院 形成外科）

橈骨遠位端骨折プレート固定後の方形回内筋と長母指屈筋の CMAP の検討
高井

P-33

奇数番号 16:00 ～ 17:00 ／ 偶数番号 17:00 ～ 18:00

ラット顔面神経麻痺モデルを用いたドナー犠牲の少ない神経再建法の開発
上原

P-32

804 会議室

一志（三豊総合病院企業団 リハビリテーション科）

尺骨神経麻痺と診断し経過観察を行い麻痺が進行した腕神経叢神経鞘腫の 2 例
澁谷純一郎（山形大学 整形外科学講座）

P-34

腕神経叢節前損傷に対する神経移行術および広背筋移行術による肩・肘機能再建の経験
上妻隆太郎（国立病院機構 関門医療センター）

P-35

肘部腫瘍性病変に伴う末梢神経麻痺の 2 例
山本

P-36

真一（横浜労災病院 手・末梢神経外科）

医原性副神経損傷の 1 例
近藤

晋哉（防衛医科大学校 整形外科学講座）

プログラム

P-26
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P-37

後骨間神経麻痺およびその類似疾患についての検討
五十棲秀幸（小牧市民病院 整形外科）

P-38

演題取り下げ

P-39

膝複合靭帯損傷に合併した総腓骨神経断裂の一例
松田

P-40

上腕部での癒着が原因になった高位尺骨神経麻痺の１例
森崎

P-41

耕平（JR 札幌病院 整形外科）

前腕部正中神経部分損傷を疑って手術を行った正中神経高位分岐の 1 例
山中

P-43

真介（済生会滋賀県病院 整形外科）

エアバッグによる小児の外傷性腕神経叢麻痺の一例
金谷

P-42

匡司（金沢大学附属病院 整形外科）

清孝（大阪市立総合医療センター 整形外科）

多発性神経鞘腫の治療経験
伊原公一郎（国立病院機構 関門医療センター 整形外科）

P-44

指神経に発生した fiborolipomatous hamartoma の 1 例
中田

P-45

遠位型の頚椎症性筋萎縮症と診断した 6 例の臨床像について
多田

P-46

美香（金沢大学附属病院 整形外科）

薫（金沢大学 整形外科）

HAL により歩行障害の改善を認めた Charcot-Marie-Tooth 病の 2 例
橋本

里奈（国立病院機構 東名古屋病院 神経内科）

