
神経内科新疾患モデル対応エクスポート

疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

GM1ガングリオシドーシス 200 スフィンゴリピド症

GM2ガングリオシドーシス 201 スフィンゴリピド症

ＨＴＬＶ－Ｉ関連脊髄症 65 脊髄疾患

n-ヘキサン中毒 380 有機溶剤中毒

アスパルチルグルコサミン尿症 234 糖蛋白代謝異常症

アテローム血栓性脳血栓症 126 脳血栓症

アミノ酸代謝異常症 235 先天性代謝異常症

アルギニノコハク酸尿症 249 尿素サイクル代謝異常症

アルギニン血症 250 尿素サイクル代謝異常症

アルコール性ニューロパチー 353 中毒性ニューロパチー

アルコール性小脳変性症 377 栄養障害性神経疾患・アルコール中

アルコール性脳症 374 栄養障害性神経疾患・アルコール中

アルコール中毒症 371 有機物質中毒

アルツハイマー病 150 神経変性疾患

アレキサンダー病 212 白質ジストロフィー

ウイルス性髄膜炎 301 髄膜炎

ウィルソン病 160 パーキンソン症候群

ウェジェナー肉芽腫症 321 非感染性炎症性神経疾患

ウェルドニッヒ・ホフマン病 193 小児性脊髄性進行性筋萎縮症

2010年4月12日 1/20 ページ



疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

ウェルニッケ脳症 324 ビタミン欠乏症に伴う神経障害

ウンフェルリヒト・ルントボルク病 182 脊髄小脳萎縮症・遺伝性 シスタチンB遺伝子の異常

エメリ･ドレイフュス型筋ジストロフィ 7 筋ジストロフィー

オルニチントランスカルバミラーゼ欠 247 尿素サイクル代謝異常症

カーンズ・セイヤー症候群 75 慢性進行性外眼筋麻痺

ガス中毒 386 有機物質中毒

カナヴァン病 211 白質ジストロフィー

ガラクトシアリドーシス 230 糖蛋白代謝異常症

カルバメート剤中毒 383 農薬中毒

キアリ奇形 264 先天奇形

ギラン・バレー症候群 56 脱髄性多発ニューロパチー

クーゲルベルク・ウェランダー病 194 小児性脊髄性進行性筋萎縮症

クールー 297 プリオン病

くも膜下出血 119 頭蓋内出血

クラッベ病 207 白質ジストロフィー

クリッペル・フェール症候群 73 脊椎疾患 症候群だが，主徴候は明瞭

くる病 328 ビタミン欠乏症に伴う神経障害

クレチン病 45 甲状腺機能低下症に伴うミオパチー

クロイツフェルト・ヤコプ病 296 プリオン病

クロゥ・深瀬症候群 62 全身疾患に伴うニューロパチー

ゲルストマン・シュトロイスラー・シャ 298 プリオン病 プリオン蛋白遺伝子の変異

ゴーシェ病 203 スフィンゴリピド症
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

コルサコフ症候群 325 ビタミン欠乏症に伴う神経障害

サルコイドーシス 320 非感染性炎症性神経疾患

サンフィリッポ症候群 224 ムコ多糖症

サンプル1型糖尿病 3 サンプル糖尿病

サンプル糖尿病 2 サンプル糖尿病 サンプル糖尿病は入力サンプルです

シアリドーシス 229 糖蛋白代謝異常症

シデナム舞踏病 165 神経変性疾患 炎症性疾患であり，変性疾患とは言

シトルリン血症 248 尿素サイクル代謝異常症

シャイエ病 222 ムコ多糖症

シャルコー・マリー・トゥース病 24 遺伝性運動感覚性ニューロパチー 古典的にはシャルコー・マリー・トゥー

ジル ド ラ トゥレット症候群 164 神経変性疾患

スタージ・ウェーバー症候群 281 母斑症

ステロイドミオパチー 46 薬物性ミオパチー ステロイド使用に伴い出現する病態

スフィンゴリピド症 199 脂質症

スモン 389 薬物中毒

スライ病 227 ムコ多糖症

タリウム中毒 368 重金属中毒

タンジール病 219 脂質症

ツェルウェーガー症候群 216 白質ジストロフィー

デュシェンヌ型筋ジストロフィー 5 筋ジストロフィー

ドゥヴィック病 316 脱髄性神経疾患

トキソプラズマ症 294 脳炎
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

ニーマン・ピック病 202 スフィンゴリピド症

ネマリンミオパチー 38 先天性ミオパチー

パーキンソン症候群 153 神経変性疾患 ４徴のうち２つ以上を呈する 症候群

パーキンソン病 152 神経変性疾患

ハートナップ病 241 アミノ酸代謝異常症

ハーラー病 221 ムコ多糖症

バッセン・コルンツヴァイク症候群 218 脂質症

ハラーフォルデン・シュパッツ病 157 パーキンソン症候群 pantothenate kinase 2遺伝子の変異

ハンター病 223 ムコ多糖症

ハンチントン病 161 神経変性疾患 huntingtin遺伝子のCAGリピート延長

ハント症候群 355 顔面神経麻痺

ビタミン欠乏症に伴う神経障害 322

ビタミン欠乏性ニューロパチー 417 代謝性ニューロパチー

ビタミン欠乏性多発ニューロパチー 354 代謝性多発ニューロパチー

ピック病 151 神経変性疾患

ヒト免疫不全症ウイルス脳症 293 脳炎

ビンスワンガー病 135 脳血管性認知症

び漫性レヴィ小体病 156 パーキンソン症候群

ファブリ病 204 スフィンゴリピド症

フィッシャー症候群 58 末梢神経障害

フェニルケトン尿症 237 高フェニルアラニン血症

フォン ヒッペル・リンダウ病 282 母斑症 ＶＨＬ遺伝子の異常
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

フォン レックリングハウゼン病 279 神経線維腫症

フコシドーシス 233 糖蛋白代謝異常症

フリードライヒ運動失調症 184 脊髄小脳萎縮症・遺伝性 FRDA遺伝子のGAAリピート異常伸長

プリオン病 295 脳炎

ベッカー型筋ジストロフィー 6 筋ジストロフィー

ペラグラ 327 ビタミン欠乏症に伴う神経障害

ペリツェウス・メルツバッハー病 210 白質ジストロフィー PLP遺伝子異常

ホモシスチン尿症 240 アミノ酸代謝異常症

ポリオ後筋萎縮症 196 運動ニューロン疾患

マシャド・ジョセフ病 181 脊髄小脳萎縮症・遺伝性 MJD1遺伝子のCAGリピートの異常伸

マノシドーシス 232 糖蛋白代謝異常症

マルキアファーヴァ・ビニャミ病 375 栄養障害性神経疾患・アルコール中

マロトー・ラミー病 226 ムコ多糖症

マンガン中毒 367 重金属中毒

ミトコンドリア神経胃腸管脳筋症 37 ミトコンドリア病

ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシ 17 ミトコンドリア病

ミトコンドリア病 15 筋疾患

ムコ脂質症・II型 231 糖蛋白代謝異常症

ムコ多糖症 220 先天性代謝異常症

メージュ症候群 167 神経変性疾患 変性疾患とは言い難いかもしれない

メープルシロップ尿症 239 アミノ酸代謝異常症

メチルアルコール中毒 378 有機溶剤中毒
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

メンキーズ病 252 先天性代謝異常症

もやもや病 131 閉塞性脳血管障害

モラレ髄膜炎 307 慢性髄膜炎

モルキオ病 225 ムコ多糖症

ラクナ梗塞 127 脳梗塞

ランバート・イートン筋無力症症候群 362 傍腫瘍性症候群

ランバート･イートン症候群 36 筋疾患

リー病 80 ミトコンドリア病 乳児期が典型的だが，成人発症例

リジン尿性蛋白不耐症 244 アミノ酸代謝異常症

ルイス・サムナ症候群 61 多巣性運動性ニューロパチー

レーバー遺伝性視神経萎縮症 79 ミトコンドリア病

レッシュ・ナイハン症候群 254 先天性代謝異常症

レフスム病 217 脂質症

ロー症候群 242 アミノ酸代謝異常症

亜急性硬化性全脳炎 291 脳炎

亜急性脊髄連合変性症 326 ビタミン欠乏症に伴う神経障害

悪性腫瘍による神経障害 329

圧迫性・絞扼性ニューロパチー 420 外傷性末梢神経障害

異染性白質ジストロフィー 206 白質ジストロフィー

遺伝性ジストニア 173 神経変性疾患 遺伝性あり

遺伝性ニューロパチー 342 多発ニューロパチー

遺伝性圧脆弱性ニューロパチー 53 多発ニューロパチー
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

遺伝性運動感覚性ニューロパチー 351 遺伝性ニューロパチー

遺伝性感覚性ニューロパチー 352 遺伝性ニューロパチー

遺伝性水頭症 395 先天性水頭症

遺伝性痙性対麻痺 185 脊髄小脳萎縮症・遺伝性

一過性脳虚血発作 112 虚血性脳血管障害

一酸化炭素中毒 387 ガス中毒

運動ニューロン疾患 186 神経変性疾患

運動性ニューロパチー 49 末梢神経障害

栄養障害性神経疾患・アルコール中 373 アルコール中毒症

炎症性ニューロパチー 418 末梢神経障害

縁取り空胞型遠位型ミオパチー 68 遠位型筋ジストロフィー

遠位型筋ジストロフィー 13 筋疾患

鉛中毒 364 重金属中毒

横断性脊髄炎 95 脊髄疾患

黄色靭帯骨化症 102 脊椎靭帯骨化症

化膿性脊椎炎 104 脊椎炎

家族性アミロイド多発ニューロパチ 27 多発ニューロパチー

家族性ミオグロビン尿症 82 ミトコンドリア病 家族性（遺伝性）疾患

家族性筋萎縮性側索硬化症 188 筋萎縮性側索硬化症

外因による神経障害 400

外傷後頸部症候群 97 脊椎疾患

外傷性脳出血 115 頭蓋内出血
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

外傷性脳内血腫 116 外傷性脳出血

外傷性末梢神経障害 419 末梢神経障害

外側延髄症候群 33 「症候群は基本的に今回は割愛」．ワ

核黄疸 275 周産期脳障害

感覚性ニューロパチー 48 末梢神経障害

感染性神経疾患 283

環軸脱臼 108 脊椎疾患

癌性ニューロパチー 343 末梢神経障害

眼咽頭遠位型ミオパチー 74 遠位型筋ジストロフィー

眼咽頭筋ジストロフィー 70 筋ジストロフィー PABP2遺伝子のGCGリピート伸長

眼筋型筋ジストロフィー 71 筋ジストロフィー

顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー 9 筋ジストロフィー

顔面神経麻痺 345 単ニューロパチー

脚気 323 ビタミン欠乏症に伴う神経障害 か

急性アルコール中毒症 372 アルコール中毒症

急性ウイルス性脳炎 286 脳炎

急性高山病 402 外因による神経障害

急性細菌性髄膜炎 302 髄膜炎

急性散在性脳脊髄炎 313 脱髄性神経疾患

急性小脳炎 314 脱髄性神経疾患

球後視神経炎 317 脱髄性神経疾患

球脊髄性筋萎縮症 191 運動ニューロン疾患 アンドロゲン受容体遺伝子のCAGリピ

2010年4月12日 8/20 ページ



疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

巨細胞封入体症 269 胎内感染症

虚血性ニューロパチー 341 末梢神経障害

虚血性脳血管障害 136 脳血管障害

強直性脊椎炎 105 脊椎炎 診断基準あり

橋中心髄鞘崩壊症 376 栄養障害性神経疾患・アルコール中

筋ジストロフィー 4 筋疾患

筋萎縮性側索硬化症 187 運動ニューロン疾患

筋萎縮性側索硬化症・パーキンソン 189 筋萎縮性側索硬化症 紀伊半島・グアム島に集簇

筋強直性ジストロフィー 14 筋疾患

筋細管ミオパチー 40 先天性ミオパチー

筋疾患 35

繋留脊髄症候群 263 嚢胞性二分脊椎

軽度認知障害 149 神経変性疾患

結核性髄膜炎 303 髄膜炎

結節性硬化症 277 母斑症

原虫性髄膜炎 305 髄膜炎

後縦靭帯骨化症 101 脊椎靭帯骨化症

交通性水頭症 392 水頭症

交通性脊髄空洞症 93 脊髄空洞症

甲状腺機能低下症に伴うミオパチー 44 筋疾患

甲状腺中毒性ミオパチー 43 筋疾患

硬膜下血腫 122 頭蓋内出血
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

高オルニチン血症・高アンモニア血 245 アミノ酸代謝異常症

高チロシン血症 243 アミノ酸代謝異常症

高フェニルアラニン血症 236 アミノ酸代謝異常症

高安病 147 脳血管障害

高血圧性脳症 141 脳血管障害 後頭葉・後頭蓋窩に浮腫性病変が好

細菌性脳炎 285 脳炎

細隙状脳室症候群 396 水頭症

三好型遠位型筋ジストロフィー 69 遠位型筋ジストロフィー ジスフェルリン遺伝子の異常（肢帯型

肢帯型筋ジストロフィー 8 筋ジストロフィー

脂質症 198 先天性代謝異常症

脂質蓄積ミオパチー 78 ミトコンドリア病 生化学的異常に基づく分類

歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症 67 脊髄小脳萎縮症・遺伝性

自律神経ニューロパチー 50 末梢神経障害

軸索ニューロパチー 51 末梢神経障害

手根管症候群 359 単ニューロパチー

腫瘍性血管内皮症 333 転移性腫瘍

周期性四肢麻痺 21 筋疾患

周産期脳障害 272 先天性疾患

重金属中毒 370 中毒性神経疾患

重症筋無力症 23 筋疾患

出血性脊髄血管障害 86 脊髄血管障害

書痙 170 神経変性疾患 神経変性疾患に分類されることが多
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

小児性脊髄性進行性筋萎縮症 192 脊髄性筋萎縮症

症候群 349

症候性捻転ジストニア 171 捻転ジストニア 症候性：二次性の原因があり

心原性脳塞栓症 129 脳塞栓症

新生児低酸素性虚血性脳症 274 周産期脳障害

真菌性髄膜炎 304 髄膜炎

神経ベーチェット症候群 319 非感染性炎症性神経疾患

神経元セロイドリポフスチン沈着症 215 白質ジストロフィー 現在は複数の遺伝子異常が知られて

神経原性脱力・運動失調・網膜色素 81 ミトコンドリア病 症候群

神経線維腫症 278 母斑症

神経線維腫症2型 280 神経線維腫症

神経梅毒 308 感染性神経疾患

神経変性疾患 148

進行性核上性麻痺 154 パーキンソン症候群

進行性多巣性白質脳症 292 脳炎

進行麻痺 310 神経梅毒

水銀中毒 365 重金属中毒

水頭症 390

髄膜炎 300 感染性神経疾患

髄膜癌腫症 331 転移性腫瘍

髄膜瘤 262 嚢胞性二分脊椎

正常圧水頭症 393 水頭症
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

脊髄くも膜炎 107 脊椎炎

脊髄くも膜下出血 91 出血性脊髄血管障害

脊髄空洞症 29 脊髄疾患

脊髄血管奇形 84 脊髄血管障害

脊髄血管障害 83 脊髄疾患

脊髄梗塞 26 脊髄血管障害

脊髄硬膜下血腫 90 出血性脊髄血管障害

脊髄硬膜下出血 89 出血性脊髄血管障害

脊髄硬膜外血腫 88 出血性脊髄血管障害

脊髄硬膜外出血 87 出血性脊髄血管障害

脊髄疾患 1

脊髄出血 92 出血性脊髄血管障害

脊髄小脳萎縮症 66 神経変性疾患

脊髄小脳萎縮症・遺伝性 180 脊髄小脳萎縮症 遺伝性あり

脊髄小脳萎縮症・孤発性 174 脊髄小脳萎縮症 孤発性．家族歴なし

脊髄性筋萎縮症 190 運動ニューロン疾患

脊髄動静脈奇形 85 脊髄血管奇形

脊髄動静脈瘻 25 脊髄血管奇形

脊髄癆 309 神経梅毒

脊柱管狭窄症 99 脊椎疾患

脊椎カリエス 103 脊椎炎

脊椎炎 72 脊椎疾患
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

脊椎硬直症候群 76 エメリ･ドレイフュス型筋ジストロフィ

脊椎疾患 96

脊椎靭帯骨化症 100 脊椎疾患

脊椎椎間板ヘルニア 98 脊椎疾患

脊椎披裂 258 縫合不全

赤色ぼろ繊維・ミオクローヌスてんか 18 ミトコンドリア病

先天奇形 251 先天性疾患

先天性トキソプラズマ症 268 胎内感染症

先天性パラミオトニー 42 周期性四肢麻痺 成人型骨格筋Naイオンチャンネルα

先天性ミオパチー 20 筋疾患

先天性筋ジストロフィー 10 筋疾患

先天性筋強直症 41 筋疾患

先天性疾患 267

先天性水頭症 265 先天奇形

先天性代謝異常症 197

先天性風疹症候群 270 胎内感染症

先天梅毒 271 胎内感染症

潜在性二分脊椎 260 二分脊椎

潜函病 401 外因による神経障害

線維筋形成不全 144 脳血管障害

前脊髄動脈症候群 64 脊髄梗塞

全身硬直症候群 361 傍腫瘍性症候群
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

全身疾患に伴うニューロパチー 357 末梢神経障害

側頭動脈炎 146 脳血管障害 ｚ

続発性水頭症 394 水頭症

多系統萎縮症 178 脊髄小脳萎縮症

多系統萎縮症・オリーブ橋小脳萎縮 176 多系統萎縮症

多系統萎縮症・シャイ・ドレーガー症 179 多系統萎縮症

多系統萎縮症・線条体黒質変性症 177 多系統萎縮症

多巣性運動性ニューロパチー 60 末梢神経障害

多発ニューロパチー 28 末梢神経障害

多発筋炎・皮膚筋炎 22 筋疾患

多発性硬化症 315 脱髄性神経疾患

多発性単神経炎 346 末梢神経障害

胎内感染症 266 先天性疾患

代謝性ニューロパチー 416 末梢神経障害

代謝性多発ニューロパチー 350 多発ニューロパチー

大脳皮質基底核変性症 155 パーキンソン症候群

脱髄性ニューロパチー 52 末梢神経障害

脱髄性神経疾患 312

脱髄性多発ニューロパチー 348 多発ニューロパチー

単ニューロパチー 344 末梢神経障害

単純ヘルペス脳炎 287 急性ウイルス性脳炎

致死性家族性不眠症 299 プリオン病
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

中心コア病 39 先天性ミオパチー

中毒性ニューロパチー 55 末梢神経障害

中毒性神経疾患 363

著明な日内変動を呈する遺伝性進 238 高フェニルアラニン血症

椎間板炎 106 脊椎炎

低髄圧症候群 398

転移性腫瘍 330 悪性腫瘍による神経障害

登録中疾患 347

登録中疾患 358

糖原病 19 筋疾患

糖原病III型 407 糖原病

糖原病ＩＩ型 406 糖原病

糖原病IV型 408 糖原病

糖原病IX型 412 糖原病

糖原病VIII型 411 糖原病

糖原病VII型 410 糖原病

糖原病V型 409 糖原病

糖原病XI型 414 糖原病

糖原病X型 413 糖原病

糖蛋白代謝異常症 228 先天性代謝異常症

糖尿病性ニューロパチー 54 末梢神経障害

頭蓋底陥入症 109 脊椎疾患
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

頭蓋内出血 113 脳血管障害

動脈源性脳塞栓症 130 脳血栓症

特発性頭蓋内圧低下症 399 低髄圧症候群

特発性頭蓋内圧亢進症 397 水頭症

特発性捻転ジストニア 172 捻転ジストニア 特発性

特発性末梢性顔面神経麻痺 63 顔面神経麻痺

那須・ハコラ病 213 白質ジストロフィー

軟膜癌腫症 332 転移性腫瘍

二分脊椎 257 縫合不全

二分頭蓋 259 縫合不全

肉芽腫性筋炎 77 筋疾患 サルコイド筋炎とほぼ同義

尿素サイクル代謝異常症 246 先天性代謝異常症

尿毒症性ニューロパチー 356 全身疾患に伴うニューロパチー

捻転ジストニア 166 神経変性疾患 主なものは，DYT1遺伝子異常

嚢胞性二分脊椎 261 二分脊椎

脳アミロイド血管症 140 脳血管性認知症

脳炎 284 感染性神経疾患

脳血管圧迫 133 閉塞性脳血管障害

脳血管障害 110

脳血管性パーキンソン症候群 158 パーキンソン症候群 カーディナリティタイプ，「絶対ない」よ

脳血管性認知症 134 脳血管障害

脳血管不全症 137 虚血性脳血管障害
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

脳血管攣縮 132 閉塞性脳血管障害

脳血栓症 125 脳梗塞

脳梗塞 124 閉塞性脳血管障害

脳塞栓症 128 脳梗塞

脳出血 117 頭蓋内出血

脳性麻痺 273 周産期脳障害

脳静脈・静脈洞閉塞 145 脳血管障害

脳動静脈奇形 143 脳血管障害

脳動静脈奇形破錠 121 頭蓋内出血

脳動脈瘤 142 脳血管障害

脳動脈瘤破錠 120 くも膜下出血

脳内出血 118 脳出血 脳出血とほぼ同義に用いられること

脳膿瘍 311 感染性神経疾患

脳腱黄色腫症 214 白質ジストロフィー ｍ

農薬中毒 381 有機物質中毒

白質ジストロフィー 205 先天性代謝異常症

晩発性小脳皮質萎縮症 175 脊髄小脳萎縮症・孤発性

皮質下梗塞と白質脳症を伴った常染 138 脳血管性認知症 常染色体優性遺伝 Notch3遺伝子の変異

皮質下梗塞と白質脳症を伴った常染 139 脳血管性認知症

非外傷性頭蓋内出血 114 頭蓋内出血

非感染性炎症性神経疾患 318

非交通性水頭症 391 水頭症
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

非交通性脊髄空洞症 94 脊髄空洞症

非福山型先天性筋ジストロフィー 12 先天性筋ジストロフィー

封入体筋炎 47 筋疾患

副腎脊髄ニューロパチー 209 副腎白質ジストロフィー

副腎白質ジストロフィー 208 白質ジストロフィー

福山型先天性筋ジストロフィー 11 先天性筋ジストロフィー

平山病 195 運動ニューロン疾患

閉塞性脳血管障害 123 虚血性脳血管障害

変形性脊椎症 30 脊椎疾患

変形性頸椎症 31 変形性脊椎症

辺縁系脳炎 288 脳炎

母斑症 276 先天性疾患

放射線神経障害 403 外因による神経障害

放射線脊髄症 405 放射線神経障害

放射線脳症 404 放射線神経障害

縫合不全 255 先天奇形

傍癌性脊髄症 339 傍癌性脳脊髄症

傍癌性脳脊髄症 336 傍腫瘍性症候群

傍腫瘍性ニューロパチー 360 傍腫瘍性症候群

傍腫瘍性眼球クローヌスミオクロー 340 傍腫瘍性脳幹脳炎

傍腫瘍性小脳変性症 335 傍癌性脳脊髄症

傍腫瘍性症候群 334 悪性腫瘍による神経障害
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傍腫瘍性脳幹脳炎 338 傍癌性脳脊髄症

傍腫瘍性辺縁系脳炎 337 傍癌性脳脊髄症

傍腫瘍性網膜変性症 57 傍腫瘍性症候群

本態性振戦 169 神経変性疾患

末梢神経障害 34

慢性炎症性脱髄性多発ニューロパ 59 脱髄性多発ニューロパチー

慢性進行性外眼筋麻痺 16 ミトコンドリア病

慢性髄膜炎 306 髄膜炎

無セルロプラスミン血症 253 先天性代謝異常症

無症候性脳梗塞 111 脳梗塞

無脳症 256 縫合不全

毛細血管拡張運動失調症 183 脊髄小脳萎縮症・遺伝性 ATM遺伝子異常

薬物性パーキンソン症候群 159 パーキンソン症候群

薬物性ミオパチー 415 筋疾患

薬物中毒 388 中毒性神経疾患

有機フッ素剤中毒 385 農薬中毒

有機リン剤中毒 382 農薬中毒

有機塩素剤中毒 384 農薬中毒

有機物質中毒 369 中毒性神経疾患

有機溶剤中毒 379 有機物質中毒

有棘赤血球舞踏病 162 神経変性疾患 chorein遺伝子の異常

予防接種後脳炎 289 脳炎
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予防接種後脳脊髄炎 290 脳炎

良性遺伝性舞踏病 163 神経変性疾患 優性遺伝の家族歴があることが多い 一部はthyroid transcription factor (TI

攣縮性斜頸 168 神経変性疾患

砒素中毒 366 重金属中毒

頸椎症性頸髄症 32 変形性頸椎症
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