
演題番号 筆頭演者(姓) 筆頭演者(名) 筆頭演者の所属機関名 演題名

A-1 難波 広人 大阪市立大学医学部附属病院 ヘルペス髄膜炎の治療経過中に急性散在性脳脊髄炎と多発末梢神経炎の合併を認めた１例

A-2 河村 吉紀 藤田医科大学　医学部　小児科学 水痘ワクチン株による発疹のない無菌性髄膜炎の15歳女子例

A-3 山岡 美奈子 奈良県立医科大学　脳神経内科 汎発性帯状疱疹に髄膜炎を合併した2例

A-4 嶋田 大祐 奈良県立医科大学　脳神経内科 再燃した単純ヘルペス脳炎と抗NMDA受容体抗体

A-5 古賀 統之 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　脳血管内科 Ramsay Hunt症候群と両下肢麻痺を呈した水痘・帯状疱疹ウイルス髄膜炎の一例

A-6 島 さゆり 藤田医科大学　医学部　脳神経内科学 当院における髄膜炎・脳炎のreal-timePCR法を用いたヘルペスウイルスの検討

A-7 菅田 健 国立病院機構　三重病院　小児科 水痘ワクチン1回接種後に自然罹患歴のある帯状疱疹髄膜炎の男児例

A-8 石原 資 国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科 帯状疱疹発症後に急性脊髄炎を呈し, 抗ウイルス薬・免疫治療で改善した多発性硬化症の1例

A-9 蓑毛 翔吾 東京医科歯科大学　脳神経病態学（脳神経内科）分野 顔面部帯状疱疹を契機に肥厚性硬膜炎が再燃した63歳女性例

A-10 岩尾 和紀 九州大学病院　脳神経内科 Chromosomally integrated HHV-6を伴った抗NMDA受容体脳炎の1例

A-11 赤松 真実 藤田医科大学　医学部　小児科学 HHV-6感染に伴う急性脳症の兄弟例

A-12 髙 梨世子 聖マリアンナ医科大学　内科学　脳神経内科 水痘帯状疱疹ウイルス髄膜炎後のアシクロビル脳症により診断に苦慮したギランバレー症候群の1例

A-13 田口 丈士 東京医科大学八王子医療センター　脳神経内科 急性腎障害・横紋筋融解・心不全を呈した成人インフルエンザ脳症の１例

A-14 中村 拓自 佐賀大学医学附属病院　小児科 インフルエンザ感染症に関連して発症する辺縁系脳炎、睡眠障害に関する調査研究

A-15 足澤 萌奈美 北海道大学　脳神経内科 AIDS治療中に脳梗塞で発症し，原因検索に苦慮した中枢神経限局性血管炎の1例

A-16 松浦 英治 鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　脳神経内科・老年病学分野 HAM患者を対象としたL-アルギニンの有効性を検討する複数回（7日間連続）投与試験（特定臨床研究）

A-17 鈴木 佑弥 山形大学医学部　第三内科 HIV感染症を背景に進行性の視神経障害、錐体路障害を来した1例

A-18 吉橋 廣一 小張総合病院　神経内科 地域中核病院における、COVID-19パンデミック前後での神経感染症入院患者数の比較

A-19 吉岡 暁 SUBARU健康保険組合太田記念病院 コロナウイルス(COVID-19)感染後のギランバレー症候群に対する治療の現状と課題

A-20 田崎 健太 日本大学医学部内科学系神経内科学分野 COVID-19によるpost-infectious encephalitisと考えられた5例の検討

A-22 齊藤 勇二 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経内科 新型コロナウイルス感染症の急性期診療における「脳とこころ」と「からだ」の診療連携の重要性

A-23 平賀 陽之 千葉労災病院 無菌性髄膜炎では脳脊髄液の糖の低下は高率にみられる

A-24 古川 源 藤田医科大学　医学部　小児科学 複数の病原体が検出されたウイルス性髄膜炎を伴う二相性脳症の1例

A-25 藤田 久美子 東京都立駒込病院　脳神経内科 無筋症性皮膚筋炎治療中に失語と脳腫瘤性病変が出現し, 脳生検にてdefinite PMLと診断し, ミルタザピン単剤療法が有用であった1例

A-26 諸岡 雄也 福岡市立こども病院　総合診療科 乳児期早期の無菌性髄膜炎診療に対するFilmArray®髄膜炎・脳炎パネルの有用性

A-27 大友 祥子 京都府立医科大学大学院医学研究科　脳神経内科学 HTLV-1関連脊髄症の経過中に意識障害を呈し、HTLV-1関連脳症を疑った一例

A-28 北原 愛弓 がん・感染症センター 都立駒込病院　脳神経内科 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対するリツキサン治療、臍帯血移植後に進行性多巣性白質脳症を発症し、進行した一例

A-29 宮﨑 恭平 福島県総合療育センター　小児科 亜急性硬化性全脳炎３症例の経時的サイトカインプロファイル

A-30 久米 庸平 福島県立医科大学 小児科学講座 亜急性硬化性全脳炎診断(SSPE)のための髄液血清麻疹抗体比の評価

A-31 瀬古 健登 豊川市民病院脳神経内科 多発性骨髄腫に対するダラツムマブ治療の中止によって著明な改善を認めた進行性多巣性白質脳症の1例

A-32 松永 秀典 大阪急性期・総合医療センター　精神科 「抗ボルナウイルス抗体陽性で難治の精神神経症状をもつ症例に対するリバビリン治療」を行った一例

A-33 濱口 眞衣 獨協医科大学病院　脳神経内科 感染性心内膜炎を背景に，化膿性脊椎椎間板炎と感染性大動脈瘤を合併した肺炎球菌性髄膜炎の一例

A-34 後藤 良司 国立国際医療研究センター病院 細菌性髄膜炎および結核性髄膜炎における髄液所見と造影MRIでの増強効果との関連

A-35 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 CoNSによるITB術後髄膜炎が疑われた1例

A-36 荻根沢 真也 長岡赤十字病院 神経内科 齲歯から副鼻腔を介した炎症の波及により海綿静脈洞部内頚動脈に感染性動脈瘤をきたした1例

A-37 加納 裕也 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 頭部MRIで特徴的な中枢神経の繊維路を介した拡がりを認めたListeria monocytogenes 脳膿瘍の一例

A-38 内多 涼香 東京医科大学病院　小児科・思春期科学分野 経過中に重篤な神経症状を呈したが、後遺症なく回復した硬膜下膿瘍の男児例

A-39 山鹿 哲郎 埼玉医科大学総合医療センター　神経内科 脳膿瘍に血管狭窄を伴う急性期脳梗塞を合併し，血液培養より歯周病菌Porphyromonas gingivalis が検出された48歳男性例

A-40 久保 雄器 SUBARU健康保険組合太田記念病院　脳神経内科 レジオネラ肺炎19例における神経症状の検討

A-41 友田 陽子 亀田総合病院　脳神経内科 非典型の経過を呈したBartonella henselae 感染による視神経網膜炎の一例

A-42 谷口 俊太郎 横浜市立みなと赤十字病院脳神経内科 化膿性椎間板炎，梨状筋炎および仙腸関節炎に続発した肺炎球菌性髄膜炎の72歳女性

A-43 菊池 崇之 聖マリアンナ医科大学内科学　脳神経内科 サルコイドーシスへの免疫療法中に播種性ノカルジア症を発症した１例

A-45 植田 晃広 藤田医科大学医学部　脳神経内科学 海綿静脈洞部から頭蓋底外側の真菌性内頚動脈周囲炎で多発脳神経麻痺を来した1例

A-46 高木 隆助 山梨大学医学部神経内科学講座 クリプトコッカス脳室炎治癒の数年後に再発性multiloculated hydrocephalusを呈した成人の一例

A-47 伊佐早 健司 聖マリアンナ医科大学内科学　脳神経内科 海綿静脈洞の血栓性静脈炎を合併した副鼻腔アスペルギルス症の１例

A-48 柏木 英人 東京女子医科大学病院 脳神経内科 クリプトコッカス髄膜炎により視力低下，両側外転神経障害を呈した1例

A-49 居積　 晃希 広島赤十字・原爆病院 脳神経内科 既知のヒト病原性自由生活アメーバ以外のアメーバ様原虫による髄膜脳炎の一例

A-50 大八木 保政 愛媛大学大学院医学系研究科　脳神経内科・老年医学講座 高齢孤発性のプリオン遺伝子V180I変異のクロイツフェルト・ヤコブ病の2例：アルツハイマー病併存の可能性

A-51 浜口 毅 金沢大学大学院脳老化・神経病態学（脳神経内科学） プリオン病の性別と発症年齢についての検討

A-52 中垣 岳大 長崎大学　大学院　医歯薬学総合研究科　感染分子解析学 孤発性プリオン多様性の検証

A-53 藤田 浩司 徳島大学大学院医歯薬学研究部　臨床神経科学分野 遠隔搬送剖検で臨床-画像-病理連関を評価した孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病MM1+2Cの1例

A-54 塚本 忠 国立精神・神経医療研究センター病院　脳神経内科 プリオン病自然歴調査の進捗

A-55 高橋 佑介 信州大学医学部脳神経内科、リウマチ・膠原病内科 抗JCウイルス抗体Index高値もナタリズマブが奏功した難治性多発性硬化症の2例

A-56 水谷 泰彰 藤田医科大学　脳神経内科学 FasTest: Fujita antibody systemic Tests for encephalitis/encephalopathy 自己免疫性脳炎・脳症の早期診断へのチャレンジ

A-57 菊辻 直弥 奈良県立医科大学附属病院　脳神経内科 免疫チェックポイント阻害薬投与下に生じた中枢神経障害3例の治療効果

A-58 福與 なおみ 東北医科薬科大学小児科 無菌性髄膜炎様の症状を呈した抗MOG抗体関連疾患の一例

A-59 藤田 賢司 医療法人社団ワッフル　ぐんぐんキッズクリニック メトトレキサートとトシリズマブ併用療法を実施している抗MOG抗体陽性視神経脊髄炎男児例

A-60 吉兼 綾美 藤田医科大学病院医学部小児科 抗MOG抗体が陽性となった脱髄性疾患の小児3症例

A-61 東井 涼夏 太田記念病院 脳神経内科 BISモニターによる脳波モニタリングが有用であった非痙攣性てんかん重積をきたしたCryptogenic NORSEの一例

A-62 石井 雅宏 産業医科大学　医学部　小児科 けいれん重積型二相性脳症の経過からみた予後予測の検討


