
第69回日本小児神経学会近畿地方会 
プログラム 

【日　　時】 2021年10月9日（土）
＊近畿地方会　　 11時55分開始
＊共催教育講演1 13時00分～ 13時50分
　 講演Ⅰ　「遺伝子補充療法の有効性、安全性update」
　　　　　　山形　崇倫（自治医科大学　小児科学）
　 講演Ⅱ　「脊髄性筋萎縮症Ⅰ型の乳幼児3例に対する 
　　　　　　Onasemnogene Abeparvovec の使用経験」
　　　　　　宮本　雄策（聖マリアンナ医科大学　小児科学講座／川崎市立多摩病院　小児科）
　 共　催：ノバルティス ファーマ株式会社
＊総会　   16時00分～ 16時10分
＊特別講演　  16時10分～ 17時10分
　 　　　　「当院のジストニア診療と国際学会での試み」
　　　　　　星野　恭子（医療法人社団昌仁醫修会　瀬川記念小児神経学クリニック）

＊共催教育講演2　 17時20分～ 18時10分
　 　　　　「睡眠と神経発達症」
　　　　　　谷池　雅子（大阪大学大学院　連合小児発達学研究科）
 　　　　　共　催：ノーベルファーマ株式会社

お問い合わせ
日本小児神経学会近畿地方会事務局
〒 591-8006　大阪府堺市北区宮本町 3メゾンオクノ 502
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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開会　11:55 ～ 12:00　会長　底田　辰之（滋賀医科大学　小児科）
発達・不随意運動 座長　加藤　竹雄（滋賀県立小児保健医療センター）

12:00-12:50
1 地域の発達支援を支える小児科医療相談の取り組み

○澤井 ちひろ 1、阪上 由子 1、高萩 恭子 2、西倉 紀子 1、竹内 義博 1、丸尾 良浩 2

1. 滋賀医科大学　小児科学講座小児発達支援学部門 
2. 滋賀医科大学　小児科学講座

2 Benign myoclonus of early infancyの1例
○横田 有紀、金 　聖泰、石谷 健人、吉武 沙瑛香、井手 見名子、毎原 敏郎
兵庫県立尼崎総合医療センター　小児科

3 ドパミンが部分的に有効であったATP1A3関連運動誘発性ジス
トニアの1例
○西川 絹子、横山 淳史、真田 由希子、佐々木 彩恵子、甲良 謙伍、矢野 直子、林 　貴大、 
高折 　徹、吉田 健司
京都大学医学部附属病院　小児科

4 発達期の大脳基底核と神経徴候－超早産児の両側線条体萎縮に
おける検討－
○荒井 　洋、平井 聡里、廣恒 実加、奥山 直美、平野 翔堂、松原 あずさ、北井 征宏
ボバース記念病院　小児神経科

5 異なる経過で受診した偽性脳腫瘍症候群の2例
○山田 直紀 1、川脇 　壽 1,2、永瀬 静香 1、沖 　啓祐 2、温井 めぐみ 1,2、井上 岳司 1、九鬼 一郎 1、 
岡崎 　伸 1

1. 大阪市立総合医療センター　小児脳神経内科 
2. 大阪市立総合医療センター　小児言語科

―12:50-13:00　休憩―

共催教育講演1 座長　竹島　泰弘（兵庫医科大学　小児科学教室）
13:00-13:50

「遺伝子補充療法の有効性、安全性update」
自治医科大学　小児科学　　 山形　崇倫

「脊髄性筋萎縮症Ⅰ型の乳幼児3例に対するOnasemnogene 
Abeparvovec の使用経験」

聖マリアンナ医科大学　小児科学講座／川崎市立多摩病院　小児科　　 宮本　雄策
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

―13:50-14:00　休憩―
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急性脳炎・脳症、変性疾患
 座長　九鬼　一郎（大阪市立総合医療センター　小児脳神経内科）

14:00-14:50
6 小脳性の失調症状が二相目の主症状だったけいれん重積型（二
相性）急性脳症の１歳女児
○平野 藍子、松岡 由希、室谷 貴弘、梶田 聡実、木村 貞美、田中 一樹、板垣 裕輔、松﨑 香士
市立吹田市民病院　小児科

7 抗NMDA受容体脳炎の急性期治療後に著明なジストニアが残存
し治療に難渋している1例
○平野 翔堂、北井 征宏、松原 あずさ、奥山 直美、廣恒 実加、平井 聡里、荒井 　洋
ボバース記念病院　小児神経科

8 多彩な運動障害を残した幼児期発症HUS脳症の2例
○北井 征宏、松原 あずさ、平野 翔堂、廣恒 実加、奥山 直美、平井 聡里、荒井 　洋
ボバース記念病院　小児神経科

9 ヌシネルセン治療を行っている脊髄性筋萎縮症Ⅲ型の3姉妹例
○宮下 光洋 1、匹田 典克 1、矢﨑 耕太郎 1、佐久間 悟 1、新宅 治夫 2、濱﨑 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　障がい医学・再生医学寄附講座

10 乳児期より認める脳波の速波活動を契機に診断に至ったβ-プ
ロペラタンパク関連神経変性症（BPAN）の一例
○田中 愛音 1、親里 嘉展 1、金川 温子 1、沖田 　空 1、森貞 直哉 2、西山 敦史 1

1. 加古川中央市民病院　小児科 
2. 兵庫県立こども病院　臨床遺伝科

―14:50-15:00　休憩―

外科・免疫
 座長　戸澤　雄紀（京都府立医科大学大学院医学研究科　小児科学）

15:00-15:50
11 異なる契機で診断に至ったメルセデスベンツ症候群の3例

○米村 優仁 1、中村 夏樹 1、原田 敦子 1、久徳 茂雄 2、上田 晃一 3

1. 社会医療法人愛仁会高槻病院　小児脳神経外科 
2. 市立奈良病院　再建形成外科 
3. 大阪医科薬科大学　形成外科

12 当施設における矢状縫合早期癒合症に対する両側頭頂骨拡大術
の治療成績
○佐々木 華子、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
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13 新生児期に右下肢の進行性麻痺を認めた腰仙部脊髄脂肪腫の一
例
○埜中 正博、前田 昌丈、淺井 昭雄
関西医科大学　脳神経外科

14 甲状腺眼症との鑑別を要した重症筋無力症の小児例
○南部 静紀、洪 　聖媛、花房 宏昭、徳元 翔一、山口 　宏、坊 　亮輔、冨岡 和美、西山 将広、 
粟野 宏之、永瀬 裕朗
神戸大学大学院医学研究科　内科系講座小児科学分野

15 血中抗TIF1-γ抗体陽性から若年性皮膚筋炎（JDM）と診断した
幼児例
○島 　盛雅、鈴木 保宏、柳原 恵子、最上 友紀子、池田 　妙、木水 友一、中島 　健、西本 静香、 
五嶋 　嶺

大阪母子医療センター　小児神経科

―15:50-16:00　休憩― 
 

―16:00-16:10　総会―

特別講演　 座長　底田　辰之（滋賀医科大学　小児科）
16:10-17:10

「当院のジストニア診療と国際学会での試み」
医療法人社団昌仁醫修会　瀬川記念小児神経学クリニック　　 星野　恭子

―17:10-17:20　休憩―

共催教育講演2　 座長　髙野　知行（びわこ学園医療福祉センター野洲）
17:20-18:10

「睡眠と神経発達症」
大阪大学大学院　連合小児発達学研究科　　 谷池　雅子

共催：ノーベルファーマ株式会社

閉会　18:10-18:15　会長　底田　辰之（滋賀医科大学　小児科）

－ 14 －




