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●会費 

・医師、教職員は 1.000 円です。 

・学生、技術職は無料です。 

 

●発表方法 

・Zoom による Web 発表です。Web 会場に入室し、Power Point で発表ください。 

・発表時間は 1 演題につき、発表 10 分、討論 5 分です。 

 

●バーチャルスライド閲覧方法 

・発表者のバーチャルスライドを下記期間に事前供覧いたします。供覧期間内に鏡検

ください。参加登録が確認できた先生に、閲覧可能となった時点でメールにて閲覧

方法をご連絡いたします。 

供覧期間：1 月 6 日（金）～21 日（土）（仮） 

 

●世話人会  

・地方会当日 12 時 30 分より、Zoom による世話人会を開催いたしますので、日本神

経病理学会東海・北陸地方会の世話人の先生方は Web 会場にご入室ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共催 

エーザイ株式会社 

 

寄付協賛 

総合病院 聖隷浜松病院 
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タイムテーブル 

 

12：30～12：50 世話人会 

13：00～14：00 一般演題 Session A 

座長：吉田 眞理 先生 

（愛知医科大学 加齢医学研究所）  

14：00～15：00 特別講演 

「AMPA受容体の translational medicine」 

                               高橋 琢哉 先生 

（横浜市立大学大学院 医学研究科生理学） 

 

座長：稲永 親憲 先生 

（聖隷浜松病院 脳神経外科）                     

15：00～15：10 Coffee Break 

15：10～16：10 一般演題 Session B 

座長：下畑 享良 先生 

          （岐阜大学大学院 医学系研究科 

脳神経内科学分野）  
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 プログラム・抄録集 

 

一般演題 Session A               13：00～14：00   

                座長：愛知医科大学 加齢医科学研究所 吉田 眞理 

 

A-1. 約 20年の経過で肺炎にて死亡した HTLV-1関連脊髄症の剖検例 

碧南市民病院 山口 晃弘 他 

 

A-2. 孤発性中枢神経リンパ腫様肉芽腫症と類似する病理所見を呈した自己免疫性

GFAPアストロサイトパチーの一例 

岐阜大学大学院 医学系研究科脳神経内科学分野 木村 暁夫 他 

 

A-3. 左被殻の腫瘤性病変に対して脳生検術を施行し、脱髄性疾患の病理診断で免疫療

法が奏効した2例 

                     聖隷浜松病院 神経内科 石井 辰仁 他 

 

A-4. 臨床診断は多発性硬化症であったが、病理解剖で glioblastoma と判明した 77歳

女性 

愛知医科大学 加齢医学研究所 古泉 龍一 他 

  

 

特別講演                     14：00～15：00  

                           共催：エーザイ株式会社 

                                  座長：聖隷浜松病院 脳神経外科 稲永 親憲 

 

 「AMPA 受容体の translational medicine」          

                                        演者 高橋 琢哉 先生 

                 （横浜市立大学大学院 医学研究科生理学 教授） 

 

 

Coffee Break                                               15：00～15：10  
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一般演題 Session B               15：10～16：10        

         座長：岐阜大学大学院 医学系研究科脳神経内科学分野 下畑 享良 

 

B-1. 多彩な認知症病理所見を合併した筋萎縮性側索硬化症の一剖検例 

国立病院機構医王病院 北陸脳神経筋疾患センター 脳神経内科 石田 千穂 他 

 

B-2. ペラグラ脳症の病理所見を認めたハンチントン病の剖検例 

名古屋大学 神経内科学 守吉 秀行 他 

 

B-3. 全身性アミロイドーシスを合併した死亡時99歳11ヵ月のSCA6女性 

               国立病院機構 鈴鹿病院 脳神経内科 酒井 素子 他 

 

B-4.「嗜銀顆粒病は撫で肩サインを認めない」ことを発見する端緒になった百寿者の１

剖検例 

名古屋市厚生院 脳神経内科 岩瀬 環 他 



5 

 

A-1. 約 20年の経過で肺炎にて死亡した HTLV-1関連脊髄症の剖検例 

 

碧南市民病院 

○山口晃弘，土井英樹，斉藤勇起，平野桂滋郎，伊藤慶太，氏平伸子 

愛知医大加齢研 

宮原弘明，吉田眞理，岩崎靖 

 

症例：死亡時 82 歳女性 

1982 年出産時に輸血歴あり．家族歴に同症なし．愛知県出身 

60 歳頃からふらつき，眼球運動障害あり脊髄小脳変性症が疑われた． 

66 歳頃から排尿障害，しびれ，歩行障害が出現．67 歳時，精査にて HTLV-1 

associated myelopathy (HAM) と診断した．インターフェロンα筋注にてしび

れは軽度改善したが，徐々に歩行障害が進行し 72 歳ころには自力歩行不可能に

なった．このころから誤嚥、肺炎を繰り返し，74 歳時に胃瘻造設．82 歳時気管

支肺炎のため死亡した．全経過約 20 年． 

病理所見：全身病理所見では気管支肺炎と高度の肺気腫，間質性肺炎を認めた． 

脳重量は 1040g で両側前頭葉に軽度の萎縮を認めた．脳幹，小脳には肉眼的に

著変を認めなかった．脊髄は胸髄中下部に萎縮を認めた． 

組織学的に大脳，小脳，脳幹に広範囲に血管周囲を中心とする軽度のリンパ球浸

潤を認め，実質内にも少数のリンパ球浸潤を認めた．小脳虫部ではプルキンエ細

胞の脱落，Bergmann glia の増生を認めた．脊髄は胸髄中下部に高度の萎縮を

認め，白質，灰白質ともに疎鬆化が強かった．血管周囲を中心に軽度のリンパ球

浸潤を認めた．髄膜には線維性肥厚を認め，軽度のリンパ球浸潤を認めた．全体

として神経細胞の脱落は軽度．浸潤するリンパ球は T 細胞優位だった． 

老人性変化は NFT を軽度認めたほかは目立たなかった． 

考察および問題点：約 20 年の経過で気管支肺炎にて死亡した HAM の剖検例

である．臨床的に初期に小脳失調が認められたこと，末期に嚥下障害が高度で

あったことが問題となった．小脳にはプルキンエ細胞の脱落を認めた．アルコ

ール多飲歴はなく，HTLV-1 感染との関連の可能性がある．嚥下障害は広範な

リンパ球浸潤がみられたことが関与しているのではないかと推察したが，先生

方のご意見を伺いたい． 
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A-2. 孤発性中枢神経リンパ腫様肉芽腫症と類似する病理所見を呈した自己免

疫性 GFAPアストロサイトパチーの一例  

 

岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野  

○木村暁夫，加藤新英，竹腰 顕，吉倉延亮，下畑享良 

新潟大学脳研究所病理学分野  

清水 宏，柿田明美 

 

症例：65歳男性，入院 8ヵ月前より全身倦怠感，食思不振，感情鈍麻，6ヵ月前

より右手の振戦，歩行障害，1か月前より視力・視野障害をきたし当科入院．見

当識障害，全盲，嗄声，左上肢・両下肢筋力低下，両側膝蓋腱反射・右アキレス

腱反射亢進，両下肢病的反射陽性，右足クローヌス陽性を認めた．脳脊髄液検査

では，細胞数および蛋白量の上昇，IgG index上昇，オリゴクローナルバンド陽

性を認めた．頭部 MRI T2強調および FLAIR画像において，両側の放線冠および

後頭葉白質に拡がる高信号変化，T1 強調造影像では，両側の後頭葉にリング状

造影効果と両側放線冠に線状血管周囲放射状造影効果を認めた．脊髄 MRI 検査

では，頚髄から胸髄にかけて連続する長大な T2高信号病変と脊髄中心部の造影

効果を認めた．右後頭葉より脳生検を施行し，孤発性中枢神経リンパ腫様肉芽腫

症（isolated CNS-LYG, Grade 1）が疑われたが，脳脊髄液中に抗 GFAP抗体が確

認され自己免疫性 GFAPアストロサイトパチー（GFAP-A）と診断した．病理所見：

HE 染色にて，血管周囲を主体とする異型性を伴わないリンパ球浸潤，形質細胞

浸潤，反応性アストロサイトの増生を認めた．浸潤リンパ球の多くは CD3陽性 T

細胞であった．脳実質では CD8陽性 T細胞が主体で，CD4陽性 T 細胞は脳実質と

血管周囲に認められた．異型性を伴わない CD20陽性 B細胞も血管周囲に認めた．

CD38陽性形質細胞と CD68陽性マクロファージも脳実質に確認された．In situ 

hybridization (ISH)で EBウイルスがコードする small ribonucleic acid は

確認されなかった．JCウイルス VP1蛋白，Langhans巨細胞, asteroid bodies, 

Schaumann bodies はいずれも認めなかった. ISHで，免疫グロブリン kappaお

よび lambda鎖のクロナリティーは認めなかった．考察：当初 isolated CNS-LYG

が疑われたが，その後，GFAP-A と診断した症例を報告した．両疾患の病理所見

と画像所見は類似し，共通する病態機序が存在する可能性が推測された． 
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A-3. 左被殻の腫瘤性病変に対して脳生検術を施行し,脱髄性疾患の病理診断で

免疫療法が奏効した 2例 

 

聖隷浜松病院 神経内科 ○石井辰仁,森泰子,齋藤拓也,本間一成 

近土善行,佐藤慶史郎,内山剛,大橋寿彦 

        脳神経外科 佐藤史崇,川路博史,山添知宏,稲永親憲 

        病理診断科 大塚駿介,大月寛郎 

新潟大学脳研究所病理学分野 清水 宏 柿田明美 

 

症例 1:60 歳女性.既往,家族歴は特記なし.某年 1 月 28 日 SARS-CoV-2 ワクチン

を接種.2月 10日より左手異常感覚,嘔気を自覚.4月 1日左上肢巧緻機能障害出

現,7 日入院.頭部 MRI は造影 T1WI で脳幹,両側基底核に周囲を造影される腫瘤

が数個あり.血清学検査は抗 GAD抗体陽性.脳脊髄液は単核球増多あり,抗 GAD抗

体陰性.12 日定位脳生検施行.26 日よりステロイドパルス療法,血漿交換療法施

行.症状改善,5月 21日自宅退院. 

病理 1:白質を中心に血管周囲を主体に脳実質も小型で異型に乏しいリンパ球が

多数浸潤.多数のマクロファージ,少数の形質細胞あり.白質は KB で髄鞘染色性

が高度に低下.好酸性スフェロイド多数あり.炎症細胞浸潤に一致して GFAP陽性

アストロサイト増生.MBP,MOG 抗体免疫染色で髄鞘は断片的.AQP4 免疫染色はア

ストロサイト突起が描出.CD3+T リンパ球は血管周囲,脳実質に出現.CD4,CD8 陽

性細胞ほぼ同数.CD20+B リンパ球は血管周囲に限局して比較的豊富. 

症例 2:44歳男性.既往,家族歴は特記なし.某年 4月 1日より注意障害,右同名半

盲,右麻痺が進行,11 日入院.頭部 MRI は造影 T1WI で左被殻から側頭葉内側に辺

縁造影される不整形腫瘤あり.血清学的異常なし.脳脊髄液は単核球増多あ

り.21日定位脳生検施行.29日よりステロイドパルス療法や血漿交換療法を施行.

症状改善,9月 2日自宅退院. 

病理 2:白質を主体に小型で異型に乏しいリンパ球が高度に浸潤.主に血管周囲

に集簇し,脳実質も出現.白質では全体に髄鞘の染色性が高度に低下し、マクロ

ファージ多数あり.スフェロイドを多数認め,病変程度の強い領域は軸索も断片

化.胞体の腫大したアストロサイトあり.Creutzfeldt-Peters 細胞あり.MBP,MOG

で白質の染色性は低下.AQP4免疫染色はアストロサイト終足が陽性. 

考察:2例とも MRI 所見は神経膠腫が疑われたが、脳生検で脱髄性 

炎症性疾患に覆った。脱髄の主因は判明しなかったが、免疫療法が奏効したこと

から臨床的にも矛盾しなかった。 
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A-4. 臨床診断は多発性硬化症であったが、病理解剖で glioblastoma と判明し

た 77歳女性 

 

 愛知医科大学加齢医学研究所 〇古泉龍一、赤木明生、陸雄一、曽根淳、宮原  

弘明、吉田眞理、岩崎靖 

河村病院 河村真実、中島弘幸 

河村病院、名古屋大学 未来社会創造機構 夏目敦至 

名古屋大学 未来社会創造機構、Craif株式会社 平野雅規 

 

症例は死亡時 77 歳女性。X 年 1 月に意識障害で A 病院を受診し、頭部 MRI で

左の半卵円中心に FLAIR 高信号の腫瘤影があったが、脳メチオニン PET では高

集積はなかった。同年 3月に軽度の右片麻痺、右上肢の腱反射亢進が出現した。

同年 12月に認知機能が低下し、左前頭葉から脳生検を施行された。壊死やリン

パ球浸潤は無く、髄鞘が高度に脱落し、脱髄性疾患が疑われた。X+1 年 10 月に

右片麻痺、認知機能低下が進行し、多発性硬化症 (MS) を疑われ、A病院に入院

した。ステロイド治療を行ったが改善せず、同年 12月にリハビリテーション目

的に B病院に転院した。神経学的所見は、MMSE7/30点で、MMT0-1相当の右片麻

痺、右優位の深部腱反射亢進であった。X+2年 5月の頭部 MRIで FLAIR高信号域

が右大脳半球にも広がった。同年 10月 23日に発熱し、頭部 CT で脳幹、後頭葉

に低吸収域あり、脳梗塞による脳浮腫と診断され濃グリセリン注射液を投与さ

れたが改善せず、27日に呼吸不全で死亡した。 

 脳重は 1390g。両側の大脳半球は高度の浮腫を呈し、両側の鉤ヘルニアがあっ

た。脳梁は肉眼像で腫大し色調が変化していた。左側の後頭葉に広範な軟化、壊

死を認め、脳幹には出血が多発していた。脳梁は組織所見で、異型性の強い腫瘍

細胞のびまん性浸潤、壊死、微小血管増生を認めた。腫瘍細胞の浸潤は皮質表層

にも見られた。免疫染色所見では、GFAP, Olig2, vimentin が陽性で、IDH1R132H, 

p53が陰性だった。後頭葉、脳幹には壊死、出血が見られた。これらの所見から

Glioblastoma, IDH-wildtype, CNS WHO grade 4および脳浮腫による広範な出

血と壊死と診断した。本症例は初期の臨床診断で MSと診断され、脳生検でも脱

髄性疾患と考えられていたが、病理解剖で glioblastomaと判明した点が特徴的

であった。 
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B-1. 多彩な認知症病理所見を合併した筋萎縮性側索硬化症の一剖検例  

 

国立病院機構医王病院 北陸脳神経筋疾患センター脳神経内科 

○石田千穂，高橋和也，本崎裕子，駒井清暢 

 

症例：死亡時 74歳男性．71歳（X年）頃から両上肢力低下が出現，家人には

構音障害，記憶障害にも気づかれていた．X+1年 11月急速に呼吸不全となり非

侵襲的人工呼吸器（NPPV）を装着したが，２週間後には日中離脱，歩行自立で

退院した．近似記憶障害，嚥下・構音障害，舌・全身の筋萎縮を伴う筋力低

下，両下肢腱反射亢進，Chaddock両側陽性を認めた．X+2年胃瘻造設．X+3年

より NPPV終日装着，X+4年 1月腸管運動低下から栄養不良状態が続き，3月に

死亡した．臨床診断は認知症を伴う筋萎縮性側索硬化症（ALS）．全経過４年． 

病理所見：脳重は 1250g，前頭葉と側頭葉の軽度萎縮，海馬の軽〜中等度萎縮，

黒質の軽度脱色素，脊髄前根の高度萎縮を認めた．組織所見では，脊髄前角・脳

幹運動神経核に高度の神経細胞脱落とグリオーシス，脊髄前角細胞に Bunina小

体，脊髄側索には CD68 陽性細胞出現を認めた．リン酸化 TDP-43 陽性所見あり

（Brettschneider stage 2）．その他，神経変性所見は，扁桃核，海馬，側頭葉

皮質，黒質に中等度，青斑核，迷走神経背側核，後根神経節，クラーク柱，後索，

後脊髄小脳路に軽度認めた．Aβ陽性所見は，Thal phase 3/4，CERAD C, Braak 

Aβ stage C．Tau 病理は Braak AT8 stage Ⅳ，AGD stage Ⅱ/Ⅲ（迂回回に空

胞状変化），Lewy病理は Limbic type (Braak stage 5)であった．NIA-AA AD/DLB 

neuropathologic change はいずれも Intermediateであった． 

考察および問題点：ALSに伴う認知症ではあったが，その背景病理としては，TDP

病理よりもアルツハイマー病やレビー小体病の合併，また嗜銀顆粒性認知症の

関与も疑われた症例であった．  
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B-2. ペラグラ脳症の病理所見を認めたハンチントン病の剖検例 

 

名古屋大学 神経内科学  

○守吉秀行，勝野雅央 

愛知医科大学 加齢医科学研究所 

赤木明生，陸雄一，曽根淳，宮原弘明，吉田眞理，岩崎靖 

市立四日市病院 脳神経内科 

早川雄馬，中西浩隆 

 

症例：死亡時 71歳女性．同胞 6名，兄がハンチントン病，姉が精神疾患．18歳

時にてんかんの診断でバルプロ酸 200mg/日を内服．63歳時に書字障害，構音障

害を自覚．69歳時に下肢の不随意運動と転倒のため初診．身長148cm，体重36kg，

BMI16.4kg/m2，神経学的には足趾の不随意運動を認めた．MMSE23 点，FAB 9点．

頭部 MRIで両側尾状核の萎縮を認めた．HTT遺伝子検査で CAGリピート数 46/25

と異常伸張を認め，ハンチントン病と診断．70 歳時に低栄養状態，脱水，横紋

筋融解症のため入院．この後認知機能障害は進行し，意思疎通困難となり，誤嚥

性肺炎を繰り返した．また体幹の不随意運動が出現した．死亡 9 ヶ月前に胃瘻

造設．全経過約 9 ヶ年で誤嚥性肺炎のため死亡した． 

病理所見：体重 24.4kg, BMI11.1kg/m2.脳重 885g.前頭葉萎縮を認める．割面で

被殻や尾状核の萎縮は軽度で Vonsattel Grade2に相当．組織学的に尾状核の萎

縮，グリオーシスや神経細胞脱落は軽度だった．1C2免疫染色では大脳皮質，大

脳基底核，辺縁系，脳幹諸核，脊髄の神経細胞など広範に陽性構造物を認めた．

また Betz巨細胞，橋核，脊髄前角の神経細胞に Chromatolysis を認め神経病理

学的にペラグラ脳症と診断した．Chromatolysisを呈した腰髄前角の神経細胞の

電子顕微鏡所見で粗面小胞体の融解を認めた． 

考察および問題点：臨床上は初診時から低体重で，診断後も栄養療法に難渋し，

病勢が強い点が問題となった．神経病理学的にはハンチントン病の病理(尾状核

の変性)は軽度だったが,ペラグラ脳症の所見を認め,臨床経過に影響を与えた

と考えた．ハンチントン病では骨格筋，肝臓，脂肪組織等に代謝異常の報告があ

り，栄養障害を助長した可能性がある．ハンチントン病の代謝栄養障害を検討す

る上で重要な症例と考えた． 
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B-3. 全身性アミロイドーシスを合併した死亡時 99歳 11ヵ月の SCA6女性 

 

国立病院機構鈴鹿病院 脳神経内科  

〇酒井素子,小長谷正明,久留 聡 

愛知医科大学 加齢医科学研究所 

古泉龍一，吉田眞理，岩崎 靖 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

症例：死亡時 99 歳 11 ヵ月女性．父・妹を含め親族 6 名に同類疾患あり，65 歳

頃より歩行障害が出現し 75 歳より体幹失調により自力歩行不能，頭部 CT で小

脳の萎縮を認めた．94歳より上室性期外収縮が出現，95歳より心房細動・徐脈

(頻脈徐脈症候群)，非持続性心室頻拍が認められた．96 歳時、左半身麻痺が出

現し、右 MCA 領域の脳梗塞が認められた．完全左片麻痺のため介助歩行も不能

となった．その後も右手での自力摂食は可能であったが，徐々に口数が少なくな

り次第に睡眠時間が多くなった．99 歳では午睡時間が増え十分な経口摂取がで

きなくなり経鼻胃管による経管栄養を開始。99歳 11ヵ月時、急に徐脈となり心

停止となり死亡された．本例は遺伝子学的に SCA6 22/18の CAG リピート延長が

確認された。 

病理所見：全身病理所見では全身性アミロイドーシスが認められ，心臓では肥大

と心筋へのアミロイド沈着が見られた．神経病理所見では，脳重量 990ｇ，肉眼

的に高度の小脳・脳幹萎縮がみられ，ミクロではプルキンエ細胞が脱落し，残存

胞体内に抗 1C2抗体陽性像がみられ SCA6として矛盾なかった．また，右中大脳

動脈領域の陳旧性脳梗塞を認めた．加齢性変化は軽度で，PART(Primary Age-

Related Tauopathy),Possible に相当すると思われた． 

考察および問題点：本例は死亡時 99 歳 11 ヵ月と超高齢の SCA6 剖検例であり，

SCA6として矛盾ない病理所見が認められ貴重な症例と思われる．また 96歳時に

右中大脳動脈領域の広範な脳梗塞を合併し左片麻痺が残存したが，予後には大

きな影響はなかった．剖検にて全身性アミロイドーシスが認められ，心肥大や伝

導障害の原因と推察され，死因にも影響したと考えられた．原因不明の心肥大や

伝導障害では，超高齢者でも心アミロイドーシスの合併を疑う事が重要である

と思われた．                                                                                           
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B-4. 「嗜銀顆粒病は撫で肩サインを認めない」ことを発見する端緒になった百

寿者の１剖検例 

 

名古屋市厚生院脳神経内科 ○岩瀬 環 

愛知医科大学加齢医科学研究所 吉田眞理，岩崎 靖 

国立長寿医療研究センター放射線診療部 櫻井圭太 

名古屋市立大学実験病態病理学 中尾健寿 

 

症例：死亡時104歳女性．54歳時に虫垂炎．61歳から82歳まで左尿管結石治療．

88歳，90歳時に白内障手術．95歳時に腰椎圧迫骨折．60歳で離婚し独居，68歳時

に弟から区役所に妄想の相談あり精神科入院，養護老人ホーム入所．69歳時も老

人性精神病で入院，長谷川式(HDS)32.5点満点．72歳時30点．75歳時28.5点，夜

間不穏，机を壊す，施設職員に地下の神様にお供えするよう手紙を書く．93歳頃

から視力・聴力衰え認知症進行． 96歳まで精神科通院．98歳から特養入所，HDS-

R 1点，診察に着替えて準備し何度も礼．100歳時，HDS-R 0点，不機嫌多い．102

歳時，ご飯とおかずを混ぜて遊ぶ，興奮して転倒し頭部挫傷，所構わず裸になり，

食事や服薬を拒否．104歳時，死亡9日前に傾眠，3日前から食事少量になり苦し

むことなく死亡．頭部CT・MRIで海馬の形態は「撫で肩」でなく，角張った「怒

り肩」だった． 

病理所見：脳重985g，肉眼的に海馬や扁桃体など側頭葉内側に高度萎縮．組織学

的に老人斑CERAD score B，神経原線維変化（NFT）Braak stage ⅡでAlzheimer

病理 low．嗜銀顆粒は内側側頭葉に高度で，上側頭回や帯状回にも広がりSaito 

stage Ⅲ．黒質神経細胞は比較的保たれ，Lewy小体を認めず．小脳Purkinje細胞

が一部脱落．脳動脈硬化は軽度で，淡蒼球に微小梗塞と軽度石灰化． 

考察および問題点：本症例は精神疾患長期治療中に90歳を過ぎて認知症が進行

した．頭部CT・MRIで海馬の「撫で肩サイン sloping shoulders sign」を認め

ず，Alzheimer病ではない疾患と考え，剖検で嗜銀顆粒病を確認した．嗜銀顆粒

病がAlzheimer病と異なる画像所見を示すことを発見する端緒になった貴重な

百寿者の剖検例だった． 


