
一般演題
■一般演題　第 1日目

一般演題　学会賞候補演題　基礎・臨床研究部門
月 日（金）　15:45～16:30 A会場

座長：西條 政幸（国立感染症研究所ウイルス第一部）

 次世代シークエンシングを用いたウイルス性脳脊髄炎モデルの解析；
リンパ管分子発現低下が免疫細胞の中枢神経内停滞に関連する
尾村 誠一（近畿大学　医学部　微生物学講座）

 感染症法に基づく全数届出疾患である水痘入院例からみた神経合併症に関する検討
森野 紗衣子（国立感染症研究所　感染症疫学センター）

 ロタウイルスワクチン開始後の胃腸炎関連けいれんの発症率と臨床像の変化に
関する後方視的検討
川瀬 真弓（産業医科大学　小児科）

 熱性けいれん重積患者に対する中枢神経系感染症鑑別のための髄液検査の有用性
波呂 薫（産業医科大学病院　小児科）

 興奮毒性が関与する小児軽症急性脳症（mild infantile encephalopathy 
associated with excitotoxicity [MEEX]）の提唱
平井 希（東京女子医科大学　八千代医療センター　小児集中治療科）

一般演題　学会賞候補演題　症例報告部門
月 日（金）　16:30～17:15 A会場

座長：山田 正仁（金沢大学大学院　脳老化・神経病態学（神経内科学））

 白血病の治療中に腸管定着型ボツリヌス症を発症した 5歳男児
大山 紀子（九州大学大学院　医学研究院　成長発達医学）

 16S rRNA遺伝子解析により罹患時期および自然軽快を推測できたMycoplasma 
hominis 髄膜炎症例
多久 佳祐（産業医科大学　小児科）

 感音性難聴、無症候性大脳深部白質病変が診断の契機となった
先天性サイトメガロウイルス感染症の15歳女子例
中川 慶一（防衛医科大学校　内科 3　神経・抗加齢血管内科）

 EBVによる伝染性単核球症後に発症した抗MOG抗体陽性急性散在性脳脊髄炎の 1例
中村 善胤（大阪医科大学　内科学 4　神経内科）

 詳細な検索によりウイルス感染の関与が示された抗NMDA型GluRに対する
抗体陽性脳炎の小児 3症例
永瀬 静香（加古川中央市民病院　小児科）
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一般演題　会長賞候補演題
月 日（金）　17:15～18:00 A会場

座長：楠原 浩一（産業医科大学　小児科学）

 細菌性髄膜炎と類似したChemical meningitisが疑われた一例
菅原 英之（国立病院機構　仙台医療センター　神経内科）

 脳幹部に腫瘤性病変を呈した早期神経梅毒の 1例
入江 梓（久留米大学　医学部　内科学講座　呼吸器・神経・膠原病内科部門）

 辺縁系脳炎にて発症したクリプトコッカス髄膜脳炎の 1例
重久 彩乃（鹿児島大学大学院　神経内科・老年病学）

 左背部帯状疱疹後に髄節を異にする多発脊髄病変（ADEM）を示した32歳女性例
馬場 健翔（聖マリア病院　神経内科）

 膵腎同時移植後HHV-6脳炎の 1例
菊谷 明広（京都大学医学部附属病院　神経内科）

一般演題　プリオン病
月 日（金）　10:30～11:15 B会場

座長：浜口 毅（金沢大学大学院　脳老化・神経病態学（神経内科））

 発熱を伴うCreutzfeldt-Jakob病（CJD）の一例
阿部 翔太郎（独立行政法人　国立病院機構　仙台医療センター）

 発症 2 年前からMRI拡散強調画像の経時的変化を確認できた
クロイツフェルトヤコブ病の 1例
宮崎 大吾（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）

 発症早期のMRI拡散強調画像（DWI）で異常を認めなかった
孤発性Creutzfeldt-Jakob病（sCJD）の 1例
安藤 宏明（愛知医科大学病院　神経内科）

 高度のアミロイドβ沈着を認めた、非プラーク型硬膜移植後
クロイツフェルト･ヤコブ病の30歳台女性例
岩崎 靖（愛知医大　加齢研　神経病理）

 脳外科手術歴を有するCreutzfeldt-Jakob病の特徴
浜口 毅（金沢大学大学院　脳老化・神経病態学（神経内科））
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一般演題　梅毒・破傷風
月 日（金）　11:15～11:51 B会場

座長：雪竹 基弘（地域医療機能推進機構　佐賀中部病院　神経内科）

 精神科救急対応が必要となった神経梅毒の一例
俊野 尚彦（医療法人財団光明会　明石こころのホスピタル）

 辺縁系症状を呈した神経梅毒の一例
角 華織（大分大学医学部附属病院　神経内科学講座）

 大脳皮質基底核変性症の経過中、急速な認知機能悪化から神経梅毒合併の診断に
至った一例
野田 智子（一宮市立市民病院　神経内科）

 頭頸部型破傷風の一例
久米 浩二（鹿児島市立病院）

一般演題　GBS・他
月 日（金）　11:51～12:18 B会場

座長：楠 進（近畿大学医学部神経内科学）

 下腿筋肉痛で発症したサイトメガロウイルス感染後のギランバレー症候群（GBS）
の 1例
喜多 也寸志（兵庫県立姫路循環器病センター　神経内科）

 2014年の流行時にA型急性肝炎を発症し、経過中にギラン・バレー症候群を
合併した症例のウイルス学的解析
齊藤 明子（脳神経センター大田記念病院　脳神経内科）

 マイコプラズマ感染を契機にクリーゼを来たした重症筋無力症の 1女児例
中尻 智史（加古川中央市民病院　小児科）
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一般演題　細菌性髄膜炎（ 1）
月 日（金）　13:30～14:06 B会場

座長：中嶋 秀人（大阪医科大学内科学Ⅳ（神経内科））

 多発性嚢胞腎を背景とした維持透析患者における成人B群溶連菌性髄膜炎の 1例
北崎 佑樹（福井大学　医学部附属病院　神経内科）

 ブタ連鎖球菌による細菌性髄膜炎の 1例
中原 岩平（中村記念病院　神経内科）

 両側高度難聴をきたしたStreptococcus suisによる細菌性髄膜炎・脳室炎の 1例
神尾 諭（公立昭和病院　初期臨床研修医）

 肺炎球菌性髄膜炎に対して抗生剤加療中に広範な脳梗塞を合併した55歳男性剖検例
内藤 龍彦（東京大学医学部附属病院　神経内科）

一般演題　細菌性髄膜炎（ 2）
月 日（金）　14:06～14:51 B会場

座長：三木 健司（長岡西病院神経内科）

 基質特異性拡張型βラクタマーゼ（ESBL）産生大腸菌の関与が示唆された細菌性
髄膜炎の高齢女性例
二宮 智子（独立行政法人国立病院機構埼玉病院　神経内科）

 中枢神経症状が顕著であったListeria monocytogenesによる髄膜炎の
1歳 7か月女児例
前田 謙一（福岡市立こども病院　小児神経科）

 先天性皮膚洞が原因となった嫌気性菌性髄膜炎の 1例
小関 直子（北海道立子ども総合医療・療育センター）

 Lemierre症候群に細菌性髄膜炎を合併した75歳男性例
塩原 恵慈（日本大学　医学部　内科学系　神経内科学分野）

 炎症性中枢神経疾患における髄液多形核白血球増多例の検討
黒田 宙（東北大学　大学院　神経内科）
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一般演題　細菌性髄膜炎（ 3）・中枢神経系膿瘍
月 日（金）　14:51～15:27 B会場

座長：川崎 幸彦（福島県立医科大学小児科）

 帝王切開後に原因としてMycoplasma hominisが疑われた硬膜下膿瘍の一例
池田 淳司（伊那中央病院　神経内科）

 咽後膿瘍から環軸椎脊椎炎、硬膜外膿瘍、髄膜炎をきたした放線菌感染症の一例
黒見 祐美子（福島県立医科大学附属病院　神経内科）

 間質性肺炎合併関節リウマチに対する免疫抑制治療中に生じたノカルジア脳膿瘍の
一例
和田 裕美子（大阪医科大学内科学（ 4）講座　リウマチ膠原病内科）

 急性副鼻腔炎から硬膜下膿瘍に波及した13歳女児例
井上 裕文（山口大学　医学部　小児科）

一般演題　真菌
月 日（金）　15:27～16:21 B会場

座長：吉田 眞理（愛知医科大学加齢医科学研究所）

 歩行障害と難聴で発症したクリプトコッカス髄膜炎の一例
深沢 良輔（京都府立医科大学　大学院医学研究科　神経内科学教室）

 脳卒中ホットラインで搬送され診断に苦慮したクリプトコッカス髄膜脳炎の
44歳女性例
水間 啓太（昭和大学江東豊洲病院　脳神経内科）

 肺クリプトコッカス症に続発した慢性髄膜脳炎の 1例
山口 浩輝（金沢大学附属病院　神経内科）

 クリプトコッカス脳室炎に対し, Ommaya reservoir留置及び
アムホテリシンB脳室内投与を行った 1例
渡邊 一樹（聖隷浜松病院）

 くも膜下出血で死亡したアスペルギルス髄膜炎による眼窩先端症候群
近藤 彩乃（名古屋第二赤十字病院　神経内科）

 後頭蓋窩に腫瘤性病変を形成し、増悪・寛解を繰り返した糸状菌感染症の 1例
千葉 哲矢（国立病院機構仙台医療センター　神経内科）
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一般演題　PML
月 日（金）　16:21～17:15 B会場

座長：三浦 義治（東京都立駒込病院脳神経内科）

 SLEの経過中に小脳症状で発症しメフロキンが有効だった進行性多巣性白質脳症の
1例
青山 あずさ（長岡赤十字病院　神経内科）

 脳生検により診断した進行性多巣性白質脳症の長期生存例
佐藤 翔紀（北海道大学病院　神経内科）

 未治療の全身性サルコイドーシスに合併した進行性多巣性白質脳症
山上 圭（徳島大学　神経内科）

 画像・病理・遺伝子解析で悪性リンパ腫が疑われた、高度炎症細胞浸潤を伴った
進行性多巣性白質脳症の 1例
宍戸-原 由紀子（東京医科大学　人体病理学）

 脳脊髄液中JCウイルスの超高感度リアルタイムPCR検査における
CLIA認定プライマーおよびプローブの有用性
中道 一生（国立感染症研究所ウイルス第一部）

 本邦における進行性多巣性白質脳症（PML）サーベイランスの現状
ーPMLサーベイランス委員会報告ー
三浦 義治（東京都立駒込病院　脳神経内科）

一般演題　小児
月 日（金）　17:15～17:42 B会場

座長：市山 高志（鼓ヶ浦こども医療福祉センター小児科）

 HHV-6B感染による複雑型熱性けいれんの臨床像解析
三宅 未紗（藤田保健衛生大学　医学部　小児科学）

 小児感染性中枢性疾患の髄液中Granzymeの検討
高橋 諒（東京医科大学病院　小児科）

 小児視神経炎における自己抗体と短期予後の検討
春日 悠岐（日本大学　医学部　小児科学系　小児科学分野）
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