
 

 

 

第 57 回名古屋臨床神経病理アカデミー 

プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 7 月 10 日（土曜日） 

11 時 45 分 



謹啓
時下、先生におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、この度「第57回名古屋臨床神経病理アカデミー（日本神経病理学会
名古屋地方会）ランチョンセミナー」を下記要領にて開催する運びとなりました。
ご多用の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内申し上げます。

謹白

記
日時：令和3年7月10日(土) 11:45~12:50
形式：オンライン配信（Zoom pro）

＜情報提供＞
11:45～ 『 6月追補製品のご紹介 』 東和薬品株式会社

発表者 東和薬品株式会社 石橋 一馬
<特別講演>
12:00～12:50
座長 岩崎 靖 先生

愛知医科大学 加齢医科学研究所 教授

『神経核内封入体病(NIID)の
臨床症状および現状について』

演者 曽根 淳 先生
愛知医科大学 加齢医科学研究所 講師

共催 名古屋臨床神経病理アカデミー/東和薬品



標本供覧 

ライカの病理スライド画像ビューアーソフトウェア Aperio ImageScope を使用した

ヴァーチャルスライド 

TIFF 画像データによる供覧 

 

2021 年 7 月 10 日（土曜日） 

11 時 20 分-11 時 40 分  世話人会 

 

11 時 45 分-12 時 00 分  ランチョンセミナー（協賛 東和薬品） 

「6 月追補製品のご紹介」東和薬品株式会社 

 

12 時 00 分-12 時 50 分 

特別講演 「神経核内封入体病の臨床症状および現状について」 

演者 曽根 淳 先生（愛知医科大学 加齢医科学研究所 講師） 

座長 岩崎 靖 先生（愛知医科大学 加齢医科学研究所 教授） 

 

  曽根 淳 先生ご略歴 

名古屋大学大学院医学系研究科をご卒業され、名古屋掖済会病院や

名古屋大学医学部附属病院、国立病院機構鈴鹿病院でのご勤務を経

て、2021 年 4 月から愛知医科大学加齢医科学研究所に勤務されてい

ます。主な研究課題は、神経核内封入体病の病態解明、治療法開

発、疫学調査であり、神経核内封入体病のオピニオンリーダーでい

らっしゃる先生です。 

 



 

12 時 50 分-13 時 00 分  休憩 

 

13 時 00 分   開会の挨拶 

愛知医科大学 加齢医科学研究所 吉田 眞理 先生 

症例発表（臨床、神経画像、病理所見）検討会 

神経画像コメンテーター 櫻井 圭太 先生（国立長寿医療研究センター） 

（各症例、臨床発表 10 分、画像解説 10 分、神経病理発表 10 分） 

 

13 時 00 分-13 時 30 分   

症例 1 基底核ドパミントランスポーターの取り込み低下を認めた行動障害型前頭側

頭型認知症の一剖検例 

 

座長 愛知医科大学 神経内科 丹羽 淳一 先生 

 

発表者名：荒深周生 1,2)、藤城弘樹 1,2,3)、鳥居洋太 1,2)、三輪綾子 2)、関口裕孝 4)、羽

渕知可子 5)、矢端博行 6, 7)、吉田眞理 7)、岩崎靖 7）、入谷修司 1,2,4,5)、川島邦裕 2) 

1) 名古屋大学大学院 医学系研究科精神医学分野、2) もりやま総合心療病院、3) 

かわさき記念病院、4) 桶狭間病院藤田こころケアセンター附属脳研究所、5) 愛知

県精神医療センター、6）滋賀医科大学 内科学講座脳神経内科、7) 愛知医科大学 

加齢医科学研究所 

 

 

 

 

 

 



 

13 時 30 分-14 時 00 分  

症例 2 心気症状、体感幻覚を呈した 90 歳代女性の一剖検例 

 

座長 名古屋大学大学院医学系研究科 精神医学分野 鳥居 洋太 先生 

 

発表者名：竹田和弘 1,2)、藤城弘樹 1,2,3)、関口裕孝 4)、鳥居洋太 1,2)、三輪綾子 2)、羽

渕知可子 5)、赤木明生 6)、吉田眞理 6)、岩崎靖 6)、入谷修司 1,2,4,5)、藤田潔 4) 

1) 名古屋大学大学院 医学系研究科精神医学分野、2) もりやま総合心療病院、3) 

かわさき記念病院、4) 桶狭間病院藤田こころケアセンター附属脳研究所、5) 愛知

県精神医療センター、6) 愛知医科大学 加齢医科学研究所 

 

14 時 00 分-14 時 30 分  

症例 3 行動異常が経過の前景に立ち運動ニューロン徴候をともなった前頭側頭型認

知症の 74 歳女性例 

 

座長 愛知医科大学 加齢医科学研究所 陸 雄一 先生 

 

発表者名：小栗卓也 1)、湯浅浩之 1)、木村修代 2)、岩田拡 2)、丸井泰男 2)、 

櫻井圭太 3) 、古泉龍一 4, 5)、守吉秀行 4)、吉田眞理 4)、岩崎靖 4)、田中章景 5) 

1) 公立陶生病院 脳神経内科、2) あさひが丘ホスピタル 精神科、3) 国立長寿医療

研究センター 放射線診療科、4) 愛知医科大学 加齢医科学研究所、5) 横浜市立大

学 神経内科学・脳卒中医学 

 

 

 

 



 

14 時 30 分-15 時 00 分  

症例 4 焦点発作で発症し、MRI にて限局性脳軟膜炎が示唆された 86 歳女性例 

 

座長 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 脳神経内科 安井 敬三 先生 

 

発表者名：渡邉はづき 1)、本田大祐 1)、後藤洋二 1)、守吉秀行 2)、古泉龍一 2, 3)、

吉田眞理 2)、岩崎靖 2)、田中章景 3) 

1) 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 脳神経内科、2) 愛知医科大学 

加齢医科学研究所、3) 横浜市立大学神経内科学・脳卒中医学 

 

15 時 00 分-15 時 15 分 

休憩 

 

15 時 15 分-15 時 45 分  

症例 5 クリプトコッカス髄膜炎の治療中に多発脳病変で死亡した腎移植後の 60 歳

代男性 

 

座長 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 脳神経内科 後藤 洋二 先生 

 

発表者名：コウイチオ 1)、安井敬三 1)、赤木明生 2)、陸雄一 2)、宮原弘明 2)、吉田

眞理 2)、岩崎靖 2) 

1) 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 脳神経内科、2) 愛知医科大学 

加齢医科学研究所 

 

 

 



 

15 時 45 分-16 時 15 分  

症例 6 55 歳にうつ状態で発症し、幻覚妄想等の周辺症状が目立った若年性アルツ

ハイマー病の一例 

 

座長 名古屋大学 精神医学/桶狭間病院附属脳研究所 入谷 修司 先生 

 

発表者名：加藤英生 1,2)、河上緒 3)、長谷川成人 3)、三村將 2)、秋山治彦 4)、女屋光基
1) 

1) 下総精神医療センター 精神科、2) 慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室、

3) 東京都医学総合研究所 認知症プロジェクト、4) 横浜市立脳卒中・神経脊椎セン

ター 臨床研究部 

 

16 時 15 分-16 時 45 分  

症例 7 左上下肢の動かしにくさで発症した死亡時 81 歳男性 

 

座長 愛知医科大学 加齢医科学研究所 赤木 明生 先生 

 

発表者名：橋本里奈 1)、矢端博行 2, 3)、饗場郁子 1)、犬飼晃 1)、奥田聡 1)、吉田眞理 
3)、岩崎靖 3) 

1) 東名古屋病院 脳神経内科、2) 滋賀医科大学 内科学講座 脳神経内科、3) 愛知

医科大学 加齢医科学研究所 

 

 

 

 

 



 

16 時 45 分-17 時 15 分  

症例 8 胎生 17 週 amelia 症例の脊髄所見-胎生令に依存する「未形成」の形成異常 

 

座長 愛知医科大学加齢医科学研究所 宮原 弘明 先生 

 

発表者名：堀映 

ハノーバー医科大学 病理学法医学遺伝学センター 

 

17 時 15 分 

閉会の挨拶、次回開催のご案内  

名古屋大学精神医学/桶狭間病院附属脳研究所 入谷 修司 先生 
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	ご案内状_第57回名古屋臨床神経病理アカデミー (2)
	 第57回名古屋臨床神経病理アカデミー �（日本神経病理学会名古屋地方会） �ランチョンセミナー 

	第57回名古屋臨床神経病理アカデミープログラム 20210701-2

