
第70回日本小児神経学会近畿地方会	
プログラム	

【日　　時】	2022年3月19日（土）

＊近畿地方会　　	 11時55分開始

＊共催教育講演1	 12時50分～	13時40分
　　　	　　「障害と栄養について」
　　　　　　小沢　　浩（島田療育センターはちおうじ）
　	 共　催：ノーベルファーマ株式会社

＊総会　	 	 	 15時50分～	16時00分

＊特別講演　	 	 16時00分～	17時00分
　	　　　　「小児の不随意運動症；分子機構や病態を中心に」
　　　　　　熊田　聡子（東京都立神経病院神経小児科）

＊共催教育講演2　	 17時10分～	18時00分
　	　　　　「	当院におけるAMPA受容体拮抗薬ペランパネルの使用経験	

～睡眠関連てんかんの話題を含めて～」
　　　　　　岡崎　　伸（大阪市立総合医療センター　小児脳神経内科）
	 　　　　　共　催：エーザイ株式会社

お問い合わせ
日本小児神経学会近畿地方会事務局
〒 591-8025　大阪府堺市北区長曽根町３番地
　　　　　   　シュライククリエイティブセンター 201 号
株式会社プラスエス・アカデミー内
Tel：072-275-5723　Fax：072-275-5724
E-mail：kjscn@plus-s-ac.com
https://www.plus-s-ac.com/kjscn/
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プログラム
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開会　11:55-12:00　	会長　榊原　崇文（奈良県立医科大学　小児科）

遺伝疾患・染色体疾患と症候

	 座長　青天目	信（大阪大学大学院医学系研究科小児科学）
12:00-12:40

1	 ３歳時に人工呼吸管理が開始され、脱髄性疾患としてフォロー
中、21歳時にSMARD1と診断された一例
○藤田 賢司 1、匹田 典克 1、堀田 純子 1,2、宮下 光洋 1、矢崎 耕太郎 1、浄弘 裕紀子 2、 

馬場 遥香 2、佐久間 悟 1、瀬戸 俊之 1,2、濱崎 考史 1

1. 大阪市立大学　医学部附属病院小児科 
2. 大阪市立大学　医学部附属病院ゲノム診療科

2	 ミトコンドリア構造異常を伴う先天性筋ジストロフィーの1例
○大西 悠斗 1、近藤 秀仁 1、短田 浩一 1、吉田 健司 2、矢野 直子 2、西田 眞佐志 1

1. 京都第一赤十字病院　小児科 
2. 京都大学大学院　医学研究科発達小児科学

3	 感染を契機に横紋筋融解症を繰り返した先天性GPI欠損症の1
例
○永瀬 静香、川脇 　壽、山田 直紀、温井 めぐみ、井上 岳司、九鬼 一郎、岡崎 　伸
大阪市立総合医療センター　小児脳神経内科

4	 環状20番染色体症候群の1例
○澤井 康子 1、大杉 奈保美 2、山田 翔子 2

1. 国立病院機構奈良医療センター　小児神経科 
2. 国立病院機構奈良医療センター　臨床検査部

―12:40-12:50　休憩―

共催教育講演1	 座長　荒木　敦（社会医療法人真美会　大阪旭こども病院）
12:50-13:40

「障害と栄養について」
島田療育センターはちおうじ　　	 小沢　　浩

共催：ノーベルファーマ株式会社

―13:40-13:50　休憩―
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脳炎・脳症、画像、病態

	 座長　井上	岳司（大阪市立総合医療センター 小児青年てんかん診療センター、小児脳神経内科）
13:50-14:40

5	 二相性臨床経過と遅発性拡散能低下を呈した後にてんかん性ス
パズムを発症した乳児例
○三上 華奈 1、服部 有香 1、篠本 匡志 2、大西 　聡 2、今出 　礼 1、石森 真吾 1、起塚 　庸 2、 

内山 敬達 1、原田 敦子 3、南 　宏尚 1

1. 医療法人愛仁会　高槻病院　小児科 
2. 医療法人愛仁会　高槻病院　小児集中治療科 
3. 医療法人愛仁会　高槻病院　小児脳神経外科

6	 メトロニダゾール長期内服中に脳症と末梢神経障害を発症した
一例
○真田 由希子、大植 啓史、荻野 　諒、西川 絹子、甲良 謙伍、佐々木 彩恵子、矢野 直子、 

林 　貴大、高折 　徹、横山 淳史、吉田 健司、日衛嶋 栄太郎、滝田 順子
京都大学医学部附属病院　小児科

7	 特徴的な画像所見により診断に至った自己免疫性グリア線維性
酸性蛋白アストロサイトパチーの小児例
○上田 拓耶 1、本郷 裕斗 1、石田 悠介 1、豊嶋 大作 1、山口 善道 2、乗本 周平 3、木村 暁夫 4、 

丸山 あずさ 1

1. 兵庫県立こども病院　神経内科 
2. 神戸市立西神戸医療センター　小児科 
3. 兵庫県立こども病院　放射線診断科 
4. 岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科

8	 片側優位の多発性白質病変を認め、CADASILが疑われる11歳
女児
○徳元 翔一、西山 将広、南部 静紀、山口 　宏、坊 　亮輔、冨岡 和美、粟野 宏之、永瀬 裕朗
神戸大学大学院医学研究科　小児科

9	 けいれん重積と意識障害をくり返した抗リン脂質抗体症候群の
男児例
○矢﨑 耕太郎 1、佐久間 悟 1、宮下 光洋 1、堀田 純子 1,2、匹田 典克 1、古市 康子 3、 

瀬戸 俊之 1,2、濱崎 考史 1

1. 大阪市立大学　大学院医学研究科　発達小児医学 
2. 大阪市立大学　大学院医学研究科　臨床遺伝学 
3. 市立東大阪医療センター　小児科

―14:40-14:50　休憩―
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治療、予後	 座長　西倉　紀子（滋賀医科大学　小児科学講座）
14:50-15:40

10	 比較的早期に胸腺摘出術を施行し、コントロール良好となった
非胸腺腫全身型重症筋無力症の男児例
○内藤 優樹 1、戸澤 雄紀 1、宮本 洋輔 1、松岡 太郎 1、田浦 喜裕 1、瑞木 　匡 1、長谷川 龍志 1、 

森本 昌史 1、千代延 友裕 2

1. 京都府立医科大学附属病院　小児科学教室 
2. 京都府立医科大学附属病院　遺伝子診療部

11	 Methotrexate髄腔内投与により認知機能が改善した抗NMDA
受容体脳炎の15歳女子例
○木村 洋介 1、近藤 秀仁 1、短田 浩一 1、小俣 　卓 2、西田 眞佐志 1

1. 京都第一赤十字病院　小児科 
2. 千葉県こども病院　神経科

12	 合併するBasedow病のコントロールによって発作が減少した焦
点てんかんの一例
○田口 真輝、久保 昂司、池田 衣里、西岡 仁美、吉澤 弘行
奈良県西和医療センター　小児科

13	 痙縮に対するバクロフェン髄注療法の有用性
○西本 渓佑、千葉 泰良、山田 淳二、竹本 　理
大阪母子医療センター　脳神経外科

14	 先天性心疾患に起因する後天的な脳血管障害児・者の現状につ
いて
○平野 翔堂、北井 征宏、松原 あずさ、廣恒 実加、奥山 直美、平井 聡里、荒井 　洋
社会医療法人大道会ボバース記念病院　小児神経科

―15:40-15:50　休憩― 
 

―15:50-16:00　総会―

特別講演　	 座長　榊原　崇文（奈良県立医科大学　小児科）
16:00-17:00

「小児の不随意運動症；分子機構や病態を中心に」
東京都立神経病院神経小児科　　	 熊田　聡子

―17:00-17:10　休憩―
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共催教育講演2

	 座長　瀬戸　俊之（大阪市立大学大学院医学研究科　臨床遺伝学）
17:10-18:00

「当院におけるAMPA受容体拮抗薬ペランパネルの使用経験	
～睡眠関連てんかんの話題を含めて～」

大阪市立総合医療センター　小児脳神経内科　　	 岡崎　　伸
共催：エーザイ株式会社

閉会　18:00-18:05　	会長　榊原　崇文（奈良県立医科大学　小児科）
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