
ポスター
(英語）

5月18日（水）



5月18日(水)ポスター(英語)

ポスター会場（国際展示場 3号館1F）

CVD（Vascular and brain imaging） 17：10～18：25
Chair：Noriko Matsumoto (Department of Neurology & Stroke

Medicine, Nippon Medical School）
Commentator：Atsushi Shiraishi (Trauma and Acute Critical Care

Medical Center, Hospital of
Medicine, Tokyo Medical and
Dental University）

Pe-001-1 Effect of pulsatility index on infarct volume in acute lacunar
stroke

Speaker：Jinkwon Kim
(Department of Neurology, CHA Bundang Medical Center,
CHA University, Seongnam, South Korea）

Pe-001-2 Usefulness of WORSEN score: predictive score for the
deterioration of acute ischemic stroke

Speaker：Nobukazu Miyamoto
(Department of Neurology, Juntendo Urayasu Hospital）

Pe-001-3 Infarct evolution in acute large artery occlusion of the anterior
cerebral circulation

Speaker：Hiroki Takano
(Neurology Sevice, Tachikawa General Hospital）

Pe-001-4 The SVS with two compositions and single cortical infarct on
DWI are specific to cardioembolism

Speaker：Nobuaki Yamamoto
(Department of Clinical neurosciences, Tokushima
University）

Pe-001-5 Malignant DWI Profile assessment in Acute Ischemic Stroke
Speaker：Manabu Inoue

(Showa University Fujigaoka Hospital, Department of
Neurology）
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CVD（Small vessel stroke） 17：10～18：25
Chair：Akira Tsujino (Department of Neurology and Strokology

Nagasaki University Hospital）
Commentator：Toshiki Mizuno (Department of Neurology, Kyoto

Prefectural University of Medicine）

Pe-002-1 Cerebral small vessel diseases and mild parkinsonian signs in
the elderly with vascular risk factors

Speaker：Jun Hatate
(Department of Neurology, Osaka University Graduate
School of Medicine）

Pe-002-2 Natural history of cerebral microbleeds in a prospective study
Speaker：Tsukasa Saito

(Internal medicine cardiovascular, respiratory and
neurology division Asahikawa Medical University）

Pe-002-3 The Distribution of Cerebral Microbleeds Determines Their
Association with Vascular Resistance

Speaker：Yoonkyung Chang
(Department of Neurology, Ewha Womans University
School of Medicine, Seoul, Korea）

★Pe-002-4 Characterization of CADASIL among the Han Chinese in
Taiwan: Distinct Genotypic and Phenotypes

Speaker：Yi-chu Liao
(Department of Neurology, Taipei Veterans General
Hospital, Taipei, Taiwan／Department of Neurology,
National Yang-Ming University School of Medicine, Taipei,
Taiwan）

Pe-002-5 Diagnostic value of skin biopsy immunostaining with a Notch3
antibody for CADASIL

Speaker：Akihiko Ueda
(Department of Neurology, Graduate School of Medical
Sciences, Kumamoto University）

Pe-002-6 In vivo detection of cerebral cortical microinfarts with 3 Tesla
MRI in CADASIL

Speaker：Xiaojing Fang
(Peking University First Hospital）
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★海外最優秀候補演題

Pe-002-7 Distinct molecular mechanisms of HTRA1 mutants in
manifesting heterozygotes with CARASIL

Speaker：Hiroaki Nozaki
(Department of Neurology, Brain Research Institute, Niigata
University）

CVD（Bascic research） 17：10～18：25
Chair：Masafumi Ihara (National Cerebral and Cardiovascular Center）
Commentator：Naohisa Hosomi (Department of Clinical

Neuroscience and Therapeutics,
Hiroshima University Graduate
School of Biomedical & Health
Sciences）

Pe-003-1 TNF-α is associated with the mechanism for leptomeningeal
arteriogenesis impairment in db/db mice

Speaker：Toshiro Yukami
(Department of Neurology, Osaka University Graduate
School of Medicine）

Pe-003-2 Heteroduplex oligonucleotide reduced gene expression in focal
ischemic brain in mice

Speaker：Fuying Li
(Department of Neurology and Neurological Science, Tokyo
Medical and Dental University）

Pe-003-3 Serine racemase inhibition induces NO-mediated
neurovascular protection during cerebral ischemia

Speaker：Akihiro Watanabe
(Department of Neurology, Osaka University Graduate
School of Medicine）

Pe-003-4 Telmisartan Treatment Strongly Improved ApoE/LDL-R
Signals in Post-Stroke SHR-SR

Speaker：Toru Yamashita
(Department of Neurology, Okayama University Graduate
School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical
Sciences）

Pe-003-5 Reducing Hemorrhagic Transformation by Rivaroxaban and
Apixaban with tPA in Ischemic Stroke of Rat

Speaker：Syoichiro Kono
(Department of Neurology, Okayama National Hospital
Medical Center）

- 271 -

（
英
語
）

18
日
(水
)ポ
ス
タ
ー



Pe-003-6 Effect of thrombin and cAMP-PKA signaling on the
angiogenesis in brain microvasculature

Speaker：Hideaki Kanki
(Department of Neurology, Osaka University Graduate
School of Medicine）

Pe-003-7 A Quantitative proteomic analysis of mesenchymal stem cell
transplantation on ischemic stroke rats

Speaker：Shingo Mitaki
(Department of Neurology, Shimane University School of
Medicine）

Dementia（AD） 17：10～18：25
Chair：Kenjiro Ono (Department of Neurology, Showa University

School of Medicine）
Commentator：Masaru Matsui (Department of Neurology, Otsu Red-

Cross Hospital）

Pe-004-1 withdrawn
Pe-004-2 Regional cerebral blood flow patterns associated with

depression in early AD and DLB
Speaker：Kentaro Hirao

(Department of Geriatric medicine, Tokyo Medical
University Hospital）

Pe-004-3 How we can predict ADL-decline from neuropsychological test
in early-onset Alzheimer’s disease

Speaker：Manabu Tsumoto
(Department of Neurology, JCHO Tokyo Takanawa
Hospital）

Pe-004-4 HLA-A2 alleles mediate Alzheimer’s disease by altering
hippocampal volume in ADNI subjects

Speaker：Zixuan Wang
(Qingdao Municipal Hospital）

- 272 -

英語演題 日本語演題

18
日
(水
)ポ
ス
タ
ー

（
英
語
）



Dementia（MCI） 17：10～18：25
Chair：Atsushi Iwata (The University of Tokyo, Department of

Neurology）
Commentator：Etsuro Mori (Department of Behavioral Neurology

and Cognitive Neuroscience, Tohoku
University）

Pe-005-1 Intravenous sedation assisted dental treatment on patients
with dementia

Speaker：Yao-hsien Huang
(Department of Neurology, Shuang-Ho Hospital, Taipei
Medical University）

Pe-005-2 Hyperfamiliarity in Amnestic and Vascular Mild Cognitive
Impairment

Speaker：Simon Kang Seng Ting
(National Neuroscience Institute, Singapore／Singapore
General Hospital, Singapore）

Pe-005-3 The study of cerebral hemodynamics in patients of mild
cognitive impairment

Speaker：Zhulin Chen
(Department of Neurology,Fu Xing Hospital, Capital
Medical University, Beijing, China）

Pe-005-4 Evaluation of the performance of the Neurocognitive Disorder
Care Center of YCU Hospital

Speaker：Yume Suzuki
(Yokohama City University Hospital Department of
Neurology and Stroke Medicine）

Pe-005-5 Development and Compliance to a Community-Based
Intervention for Mci

Speaker：Jeshya O. Ang
(St. Luke’s Medical Center）

Pe-005-6 Mental Abacus Calculation Training Improves Cognitive
Function in Elderly People

Speaker：Shu-ping Chao
(Department of Neurology, Shuang Ho Hospital, Taipei
Medical University, New Taipei City, Taiwan／Dementia
Center, Shuang Ho Hospital, Taipei Medical University,
New Taipei City, Taiwan／Brain and Consciousness
Research Center, Taipei Medical University, Taipei City,
Taiwan）
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Pe-005-7 The Safety of Cholinesterase Inhibitor: A Meta-Analysis of
Randomized Controlled Trials

Speaker：Yi-chun Kuan
(Department of Neurology, Taipei Medical University-
Shuang Ho Hospital, New Taipei City, Taiwan／
Department of Neurology, School of Medicine, Taipei
Medical University, Taipei, Taiwan）

Dystonia 17：10～18：25
Chair：Kotaro Asanuma (Yanaginobanba Takeda Clinic）
Commentator：Takao Hashimoto (Department of Neurology, Aizawa

Hospital）

Pe-006-1 Spinocerebellar ataxia 36 accompanied by cervical dystonia
Speaker：Yuki Nakazato

(Department of Neurology, Respirology, Endocrinology and
Metabolism, University of Miyazaki）

Pe-006-2 Segawa disease and parkinsonism
Speaker：Yoshiko Nomura

(Yoshiko Nomura Neurological Clinic for Children）

Pe-006-3 Visual motion perception-related network is disrupted in
hereditary and sporadic primary dystonia

Speaker：Koji Fujita
(Center for Neurosciences, The Feinstein Institute for
Medical Research）

Pe-006-4 Muscle Afferent Block for Lingual Dystonia: A Retrospective
Analysis

Speaker：Ryosuke Miyamoto
(Department of Clinical Neuroscience, The University of
Tokushima Graduate School）

Pe-006-5 The Effectiveness of Deep Brain Stimulation on Dystonia: A
Meta-Analysis

Speaker：Athena Kate D. Antonio
(University of the Philippines - Philippine General Hospital）

Pe-006-6 Clinical characteristics of drug-induced parkinsonism: a
retrospective medical record review

Speaker：Akihiro Nishida
(Department of Neurology, Fukuoka University, Fukuoka）
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MND（Clinical research 1） 17：10～18：25
Chair：Yasumasa Kokubo (Kii ALS/PDC Research Center, Mie

University, Graduate School of Regional
Innovation Studies）

Commentator：Atsushi Hashizume (Department of Neurology,
Nagoya University Graduate
school of Medicine）

Pe-007-1 Guidance of daily living for Kii ALS/PDC
Speaker：Yasumasa Kokubo

(Kii ALS/PDC Research Center, Mie University）

Pe-007-2 Secular Ecological and Aging Transition in Neurodegenerative
Diseases in Papua in Indonesia

Speaker：Kiyohito Okumiya
(Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University／
Research Institute for Humanity and Nature）

Pe-007-3 Clinical Profile of Filipino Patients with Frontotemporal
Dementia: A Single Center Experience

Speaker：Jemellee Cano
(St. Luke’s Medical Center, Quezon City, Philippines）

Pe-007-4 Selective involvement of fast- / slow-twitch muscle fibers in
SBMA and ALS

Speaker：Shinichiro Yamada
(Department of Neurology, Nagoya University Graduate
School of Medicine）

Pe-007-5 Development of a novel quantitative composite functional
measure in spinal-bulbar muscular atrophy

Speaker：Tomonori Inagaki
(Department of Neurology, Nagoya University Graduate
School of Medicine）

MND（Clinical research 2） 17：10～18：25
Chair：Naoki Atsuta (Department of Neurology, Nagoya University

Hospital）
Commentator：Hirofumi Yamashita (Kyoto University Hospital,

Neurology）

Pe-008-1 withdrawn
Pe-008-2 Measurement of TDP43 in peripheral blood cells of ALS

Speaker：Miki Hishizawa
(Graduate School of Medicine Kyoto University）
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Pe-008-3 GLOBAL AND REGIONAL CORTICAL THICKNESS
CHANGES IN INDIAN ALS PATIENTS-PRELIMINARY
FINDINGS

Speaker：Gunjan Kumar
(Department of Neurology, National Institute of Mental
Health and Neurosciences, Bangalore, India）

Pe-008-4 Efficacy of enalapril in patients with amyotrophic lateral
sclerosis

Speaker：Osamu Kano
(Division of Neurology, Departmento of Internal Medicine,
Toho University School of Medicine）

Pe-008-5 DID MORPHINE USAGE BECOME MORE POPULAR IN
JAPAN? BASED ON THE FINDINGS FROM 2015
NATIONWIDE SURVEY

Speaker：Yutaka Ogino
(Hakone hospital）

Myopathy（Muscular dystrophy） 17：10～18：25
Chair：Yukiko Hayashi (Tokyo Medical University Pathophysiology）
Commentator：Yasushi Oya (Department of Neurology, National

Center of Neurology and Psychiatry）

Pe-009-1 (GCG)14 founder mutation in the PABPN1 gene of OPMD
Yakut families

Speaker：Khariton A. Kurtanov
(Federal State Budgetary Scientific Institution "Yakut
science center of complex medical problems" (Yakutsk,
Russia)）

Pe-009-2 Muscle edema on MRI correlated with MHC-1 expression on
muscle pathology in dysferlinopathy

Speaker：Suqin Jin
(Peking university first hospital）

★Pe-009-3 Circulating Muscle-specific miRNAs in Duchenne Muscular
Dystrophy Patients at Different Ages

Speaker：Li Xihual
(Department of Neurology, Children’s Hospital of Fudan
University, China）

- 276 -

英語演題 日本語演題

18
日
(水
)ポ
ス
タ
ー

（
英
語
）



★海外最優秀候補演題

★Pe-009-4 Clinical Profile of Patients with Myotonic Dystrophy in Czech
Republic

Speaker：Stanislav Vohanka
(Department of Neurology, University Hospital Brno, Czech
Republic／Central European Institute of Technology,
CEITEC MU, Masaryk University, Brno, Czech Republic）

Pe-009-5 Large expansion of CTG·CAG repeats is exacerbated by MutS
β in human cells

Speaker：Rie Nakatani
(Department of Neurology, Osaka University Graduate
School of Medicine）

Peripheral neuropathy（GBS/CIDP） 17：10～18：25
Chair：Tatsufumi Murakami (Department of Neurology, Kawasaki

Medical School）
Commentator：Alma Carandang (Tokushima University）

Pe-010-1 Unusual single limb or asymmetrical initial presentation of
Motor Subtype Guillain Barre Syndrome

Speaker：Kamal S. Gunarathne
(Ministry of Health Srilanka）

Pe-010-2 A clinical and pathological study of Guillain-Barre syndrome
with treatment-related fluctuations

Speaker：Qinzhou Wang
(Qilu Hospital of Shandong University）

Pe-010-3 Correlation between IgM/Ab Levels and Morphometric Data
of Sural Nerve in Anti-MAG/SGGL Neuropathy

Speaker：Kon-ping Lin
(Department of Neurology, Neurological Institute, Taipei-
Veterans General Hospital. Taipei, Taiwan.／Department
of Neurology, National Yang-Ming University School of
Medicine, Taipei, Taiwan.）

Pe-010-4 Proposed classification for echogenicity patterns of enlarged
peripheral nerves in CIDP

Speaker：Kanta Tanaka
(Department of Neurology, Tenri Hospital／Stroke Center,
Tenri Hospital）
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Pe-010-5 Autocrine MMP-9 secretion disrupt the blood-nerve barrier in
CIDP

Speaker：Toshihiko Maeda
(Department of Neurology and Clinical Neuroscience,
Yamaguchi University Graduate School of Medicine）

Peripheral neuropathy（Others 1） 17：10～18：25
Chair：Masatoshi Omoto (Department of Neurology and Clinical

Neuroscience, Yamaguchi University
Graduate School of Medicine）

Commentator：Yoshiyuki Mitsui (Department of Neurology Kinki
University Faculty of Medicine）

Pe-011-1 Piriformis Syndrome and Peroneal H-Reflex
Speaker：Chaker F. Khamis

(Lebanese University／President Lebanese Society of
Neurology）

Pe-011-2 Serial nerve conduction studies reveal complete recovery from
chronic motor axonal neuropathy

Speaker：Dong Zhang
(Qilu hospital of Shandong University）

Pe-011-3 A man who can’t lie down : Atypical presentation of Immune-
mediated brachial plexus neuropathy

Speaker：Theerawat Kumutpongpanich
(Mahidol university）

Pe-011-4 Neuralgic amyotrophy : clinical features and the effect of
immunotherapy

Speaker：Hideto Nakajima
(Department of Internal Medicine I, Osaka Medical College）

Pe-011-5 vasculitic neuropathy: single-center clinical presentation and
follow-up of 25 patients

Speaker：Wei Li
(Department of Neurology,Qilu hospital, Shandong
University）
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Peripheral neuropathy（Basic research/Toxin/Drug） 17：10～18：25
Chair：Toshiaki Hamano (Department of Neurology, Kansai Electric

Power Hospital）
Commentator：Yasuhiro Kojima (Department of Neurology, Takeda

General Hospital）

Pe-012-1 The clinical and pathological features of n-hexane toxic giant
axonal neuropathy

Speaker：Yi Li
(Peking University）

Pe-012-2 Electrophysiologic Findings Among Arsenic Patients
Speaker：Geohana L. Hamoy-jimenez

(Philippine General Hospital）

Pe-012-3 Iatrogenic systemic transthyretin amyloid deposits in a case
with domino liver transplantation

Speaker：Guannan Huang
(Department of Neurology, Graduate School of Medical
Sciences, Kumamoto University.）

Pe-012-4 Gustatory sweating pathways are different from
thermoregulatory sweating pathways

Speaker：Yoko Inukai
(Department of Physiology, Aichi Medical University School
of Medicine）

Pe-012-5 Similarity of Schwann cell dedifferentiation in ML-induced
reprogramming and Wallerian degeneration

Speaker：Toshihiro Masaki
(Teikyo University of Science and Technology）

Pe-012-6 Mitofusin 2 - Syntabulin interaction in Mitochondrial Dynamics
and Axonal Transport

Speaker：Shinichiro Ukon
(Department of Neurology, Hyogo College of Medicine）

Pe-012-7 Cilostazol ameliorates experimental autoimmune neuritis via
modulation of cytokine expression

Speaker：Wataru Hagiwara
(Toho University Ohashi Medical Center）
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Neuroscience（Brain ischemia） 17：10～18：25
Chair：Eiichiro Nagata (Department of Neurology, Tokai University

School of Medicine）
Commentator：Kazuo Kitagawa (Department of Neurology, Tokyo

Women's Medical University）

Pe-013-1 Quality and quantity mononuclear cells (QQ-MNCs) reduce
ischemic cerebral damage for acute phase

Speaker：Taira Nakayama
(Department of Neurology, Tokai University School of
Medicine）

Pe-013-2 Rehabilitation after treatment of stem cells enhance
angiogenesis in hypoxic-ischemic mouse model

Speaker：Jung Hwa Seo
(Department and Research Institute of Rehabilitation
Medicine, Yonsei University College of Medicine, Seoul,
Korea／Brain Korea 21 PLUS Project for Medical Science,
Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea）

Pe-013-3 Effect of mesenchymal stem cells overexpressing IL-10 by
AAV vector in a rat stroke model

Speaker：Masataka Nakajima
(Department of Neurology, Nippon Medical School Graduate
School／Department of Molecular and Genetic Medicine,
Nippon Medical School Graduate School）

Pe-013-4 Transplantation of dental pulp stem cells ameliorates brain
damage after focal cerebral ischemia

Speaker：Chikako Nito
(Department of Neurological Science, Graduate School of
Medicine, Nippon Medical School）

Pe-013-5 Response of cerebral blood flow to optogenetic
photostimulation of cortical neurons and astrocytes

Speaker：Yutaka Tomita
(Department of Neurology, Keio University School of
Medicine／Tomita Hospital）
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Neuroscience（Aging/Dementia） 17：10～18：25
Chair：Hajime Takechi (Fujita Health University）
Commentator：Takeshi Iwatsubo (Department of Neuropathology

Graduate School of Medicine The
University of Tokyo）

Pe-014-1 Structural Analysis Of Mab213-Immunoreactive "Necklace
Glomeruli" In The Rat Olfactory System

Speaker：Mohammed Shamsur Rahman
(Universiti Malaysia Sabah, Malaysia）

Pe-014-2 Structure of heparan sulfate chains changes in mice adult
neurogenic zone with aging

Speaker：Yusuke Yoshimura
(Research Institute for Diseases of Old Age, Juntendo
University Graduate School of Medicine）

Pe-014-3 Intracerebral insulin resistance in "Brain Diabetes" rats and
pharmaceutical effects

Speaker：Shozo Kito
(Shonan Fujisawa Tokushu-kai Hospital）

Pe-014-4 Memantine treatment on hippocampal exstracellular
glutamate and gaba levels during spatial testing

Speaker：Nino Pochkhidze
(Ilia State University, I.Beritashvili Center of Experimental
Biomedicine）

Pe-014-5 Cholinergic stimulation may prevent amyloid-oligomers from
disturbing LTP in hippocampus

Speaker：Toyohiro Sato
(Department of Neurology and Neuroscience, Nagoya City
University Graduate School of Medical Sciences）

Pe-014-6 Mesenchymal stem cell transplantation in Alzheimer disease
model rat

Speaker：Md Ahsanul Haque
(Department of Laboratory Medicine, Shimane University
Faculty of Medicine）
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Neuroscience（PD） 17：10～18：25
Chair：Takafumi Hasegawa (Division of Neurology, Department of

Neuroscience & Sensory Organs,
Tohoku University Graduate School of
Medicine）

Commentator：Shinji Saiki (Department of Neurology, Juntendo
University Graduate School of Medicine）

Pe-015-1 Does endogenous alpha-synuclein have protective property in
human alpha-synuclein transgenic models?

Speaker：Masanori Sawamura
(Department of Neurology, Kyoto University Graduate
School of Medicine）

Pe-015-2 Establishment of in vitro model to elucidate mechanism
underlying propagation of alpha-synuclein

Speaker：Hideki Hayakawa
(Department of Neurology, Osaka University）

Pe-015-3 PKCgamma knockout Parkinsonian syndrome model: The role
of PKCgamma for Parkinsonian symptoms

Speaker：Toshihiko Shirafuji
(Department of Molecular and Pharmacological
Neuroscience, Institute of Biomedical and Health Sciences,
Hiroshima University）

Pe-015-4 A high throughput assay system to detect mitophagy in iPSC-
derived neurons from Parkinson’s disease

Speaker：Kei-ichi Ishikawa
(Department of Neurology, Juntendo University School of
Medicine／Center for Genomic and Regenerative Medicine,
Juntendo University School of Medicine）

Pe-015-5 CRISPR/Cas9-mediated knock-in of a suicide gene in an
extragenic safe harbor of iPSCs

Speaker：Yasuyoshi Kimura
(Department of Neurology, Graduate School of Medicine,
Osaka University／Department of Pathology, Graduate
School of Medicine, Osaka University）
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Neuroscience（iPSCs） 17：10～18：25
Chair：Yohei Okada (Aichi Medical University, Department of

Neurology）
Commentator：Keiko Imamura (Center for iPS Cell Research and

Application (CiRA), Kyoto
University）

Pe-016-1 Modeling Charcot-Marie-Tooth disease using patient-induced
pluripotent stem cells

Speaker：Fukiko Morii
(Center for iPS Cell Research and Application (CiRA)／
Department of Neurology, Kyoto Prefectural University of
Medicine）

Pe-016-2 Modeling idiopathic basal ganglia calcification using patient
iPSCs

Speaker：Shinichirou Sekine
(Center for iPS Cell Research and Applocation, Kyoto
University／Gifu Pharmaceutical University）

Pe-016-3 A cellular model for Perry syndrome using patient iPSCs
Speaker：Takayasu Mishima

(Center for iPS Cell Research and Application (CiRA),
Kyoto University／Department of Neurology, Fukuoka
University School of Medicine）

Pe-016-4 Library screening to identify compounds that promote MNs
generation from iPSCs

Speaker：Kazuya Goto
(Department of Neurology, Kyoto University／Laboratory
of Stem Cell Medicine, Department of Cell Growth and
Differentiation, Center for iPS Cell Research and
Application (CiRA), Kyoto University）

Pe-016-5 Pathophysiological analysis of spinal-bulbar muscular atrophy
using disease specific iPSCs

Speaker：Kazunari Onodera
(Department of Neurology, Nagoya University Graduate
School of Medicine／Department of Neurology, Aichi
Medical University School of Medicine）
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Pe-016-6 Disease modeling of Kii ALS/PDC by using induced
pluripotent stem cells

Speaker：Satoru Morimoto
(Physiology, Keio University School of Medicine／Oncologic
Pathology, Mie University Graduate School of Medicine）

Neuroscience（Others） 17：10～18：25
Chair：Yasushi Maeda (Department of Neurology, Kumamoto

University）
Commentator：Shin'ichi Takeda (National Institute of Neuroscience,

National Center of Neurology and
Psychiatry）

Pe-017-1 Novel gene therapy for neuropathic pain with DRG-targeted
HDAd expressing GAD67

Speaker：Nobihiro Ogawa
(Division of Neurology, Department of Internal Medicine,
Shiga University of Medical Science）

Pe-017-2 Dose-dependent effects of Neurotropin® on the MAP kinase
pathways downstream of TRPV1 stimulation

Speaker：Mamoru Shibata
(Department of Neurology, Keio University School of
Medicine）

Pe-017-3 MicroRNA-101a regulates microglial morphology and
phenotype

Speaker：Reiko Saika
(Department of Neurology, Shimane University School of
Medicine／Department of Immunology, National Institute
of Neuroscience, National Center of neurology and
Psychiatry）

Pe-017-4 Clioquinol induces apoptosis in PC12 cells via caspase 9 and 3
activation

Speaker：Kunihiko Asakura
(Deparment of Neurology, Fujita Health University）
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Pe-017-5 Multifunctional antidote to combat experimental neurotoxicity
induced by organophosphate pesticides

Speaker：Atish K. Prakash
(Brain Research Laboratory, Faculty of Pharmacy,
Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia／
Neuropharmacology Division, ISF College of Pharmacy,
Moga, India）

Pe-017-6 Deacetylase SIRTs regulate distribution of cytoskeleton-
related proteins in cultured oligodendrocyte

Speaker：Shin Hisahara
(Dept. Neurol., Sapporo Medical University）

Pe-017-7 CXCL12 is a key molecule to maintain muscle satellite cell pool
via STAT3 signaling pathway

Speaker：Yasushi Maeda
(Department of Neurology, National Hospital Organization
Kumamoto Saishunso National Hospital）

Neurooncology/Others 17：10～18：25
Chair：Hirokazu Furuya (Department of Neurology, Kochi Medical

College, Kochi University）
Commentator：Wolfgang Grisold (Neurology, KFJ hospital, Vienna,

Austria, Medical university of
Vienna (MUW), Austria）

Pe-018-1 Primary Intracranial Germinoma with an Atypical
Presentation: A Case Report

Speaker：Arianne Olivia S. Valerio
(The Medical City）

Pe-018-2 Primary Cerebral Rhabdomyosarcoma with Long-Term
Survival: A Case Report

Speaker：Marjorie Anne C. Bagnas
(University of the Philippines - Philippine General Hospital）

Pe-018-3 The Value of Systematic Examination in Diagnosis of Pituitary
Adenoma

Speaker：Yingjie Li
(The 3nd Affiliated Hospital of Nanchang University／the
neurological institute of Jiangxi province）
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Pe-018-4 Lomustine as Salvage Therapy in Patients with Recurrent
High Grade Glioma

Speaker：Zhijian Chen
(Virginia Commonwealth University／Cleveland Clinic）

Pe-018-5 Extrathymic neoplasms in patients with myasthenia gravis
Speaker：Hidehiro Shibayama

(Department of Neurology, Kameda Medical Center）
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ポスター
(日本語)

5月18日（水）



5月18日(水)ポスター(日本語)

ポスター会場（国際展示場 3号館1F）

脳血管障害（内頸動脈） 17：10～18：25
座長：堤 由紀子 (東京都保健医療公社大久保病院 神経内科）

Pj-001-1 主幹動脈病変によりhemichoreaを呈した2症例
演者：野田 和幸 (順天堂大学附属静岡病院 脳神経内科）

Pj-001-2 栃木県民における総頸動脈最大内中膜複合体厚の検討
演者：岩崎 晶夫 (獨協医科大学 神経内科 (脳卒中部門））

Pj-001-3 一側内頸動脈閉塞による急性期脳梗塞の検討
演者：田中瑛次郎 (京都第二赤十字病院 脳神経内科）

Pj-001-4 症候性内頸動脈狭窄症でのSE法を用いたプラークイメージン
グ所見と病理学的所見の検討

演者：中村 幹昭 (横浜労災病院 神経内科）

Pj-001-5 内頸動脈起始部狭窄症例におけるSE法を用いたMRプラーク
イメージングの臨床的検討

演者：松田 俊一 (横浜労災病院 神経内科）

Pj-001-6 頸動脈パルスドプラ波形を用いた内頚動脈狭窄診断における
角度補正の影響

演者：岡村 穏 (獨協医科大学神経内科脳卒中部門）

Pj-001-7 頸部動脈wave intensity (WI) 解析の脳神経超音波学的意義
演者：塩貝 敏之 (恵心会 京都武田病院 脳神経科学診療科）

脳血管障害（静脈血栓症） 17：10～18：25
座長：長尾 毅彦 (日本医科大学多摩永山病院 脳神経内科）

Pj-002-1 当院における脳静脈血栓症の臨床的特徴
演者：佐藤 健朗 (東京慈恵会医科大学病院 神経内科）

Pj-002-2 脳静脈洞血栓症に関しての検討
演者：福本 竜也 (亀田総合病院 神経内科）

Pj-002-3 脳静脈洞血栓症に硬膜動静脈廔を合併した症例についての検
討

演者：竹丸 誠 (脳神経センター大田記念病院 神経内科）

Pj-002-4 皮質静脈血栓症のMRI画像の検討
演者：田中 陽平 (立川綜合病院 神経内科）
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Pj-002-5 脳空気塞栓症2例の臨床・画像・病理学的検討
演者：大谷 泰 (東京医科歯科大学大学院 脳神経病態学）

Pj-002-6 経頭蓋超音波ドプラ法による安静時心内シャント評価につい
ての検討

演者：山中 治郎 (天理よろづ相談所病院 神経内科）

Pj-002-7 頸部貼付型新規プローブを用いた右左シャント検索の有用性
演者：三村 秀毅 (東京慈恵会医科大学 神経内科）

脳血管障害（ラクナ・TIA・画像評価） 17：10～18：25
座長：濱口 浩敏 (北播磨総合医療センター 神経内科）

Pj-003-1 当院におけるTIA患者の臨床像の検討
演者：比嘉 瞳 (東京慈恵会医科大学病院 神経内科）

Pj-003-2 ラクナTIA患者の臨床像
演者：山口 和由 (石川県立中央病院 神経内科）

Pj-003-3 急性期多発ラクナ梗塞の神経放射線学的検討
演者：高橋 央 (NHO舞鶴医療センター 神経内科）

Pj-003-4 症候性内頸動脈疾患におけるArterial Spin Labeling MR画像法
を用いた脳循環評価

演者：上田 周一 (JCHO大阪病院 神経内科）

Pj-003-5 急性期脳梗塞におけるFLAIR-ASPECTSの一致率
演者：横山 睦美 (藤沢市民病院 神経内科）

Pj-003-6 ESCAPE studyでの側副血行評価とCTPによるTime density
curveでの血流評価との相関

演者：丹野 雄平 (湘南鎌倉総合病院 脳卒中診療科）

Pj-003-7 異なるMRI撮像法での脳微小出血の検出率及び検者間の一致
率の検討

演者：木村 聡 (福西会病院 神経内科／福岡大学病院神経内科）

脳血管障害（遺伝性疾患） 17：10～18：25
座長：稲富雄一郎 (済生会熊本病院 神経内科）

Pj-004-1 当院におけるNOTCH3陰性症例に関する臨床的検討
演者：小泉 崇 (京都府立医科大学大学院医学研究科神経内科学）

Pj-004-2 CADASILにおける橋ラクナ梗塞の検討
演者：渡邉 明子 (京都府立医科大学大学院医学研究科神経内科学）
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Pj-004-3 CADASIL患者における，MRI T2*画像での経時的変化と脳卒
中発作の有無についての検討

演者：井島 大輔 (北里大学 神経内科学）

Pj-004-4 CADASIL血管組織におけるペリオスチンが病態に及ぼす役割
の検討

演者：永利 聡仁 (熊本大学大学院生命科学研究部神経内科学分野）

Pj-004-5 HTRA1変異ヘテロ接合体を有する脳小血管病症例と機序の考
察

演者：岡崎 亮太 (島根大学医学部臨床検査医学）

Pj-004-6 ファブリー病と脳血管障害
演者：酒巻 雅典 (日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野）

Pj-004-7 脳卒中患者におけるGLA遺伝子p.E66Q変異頻度の検討
演者：永松清志郎 (伊那中央病院 神経内科）

脳血管障害（臨床研究） 17：10～18：25
座長：田中 茂 (広島大学病院脳神経内科/広島大学医歯薬保健学研

究院神経薬理学）

Pj-005-1 上肢虚血負荷の健常人脳血行動態に及ぼす影響
演者：水野 聡子 (東京女子医科大学病院 神経内科）

Pj-005-2 脳虚血再灌流後の過灌流と転帰
演者：入江 研一 (済生会福岡総合病院）

Pj-005-3 急性期脳梗塞の各病型におけるEPA/AA比の性差に関する検
討

演者：泉 哲石 (奈良県立医科大学病院 神経内科）

Pj-005-4 推算糸球体濾過量低下を伴う虚血性脳卒中の臨床的特徴
演者：杉本 泉 (三井記念病院 神経内科）

Pj-005-5 特発性内頚動脈解離9例の検討
演者：髙谷 美和 (名古屋医療センター）

Pj-005-6 中大脳動脈狭窄部プラークの造影MRIによる経時変化
演者：阿部 新 (日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野）

Pj-005-7 抗Aβ抗体療法関連脳浮腫の自然発症ヒト病態モデルとして
のCAA関連炎症

演者：石黒 敬信 (新潟大学脳研究所神経内科）
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認知症（危険因子・バイオマーカー） 17：10～18：25
座長：武藤多津郎 (藤田保健衛生大学医学部 脳神経内科学）

Pj-006-1 アルツハイマー病患者の身体的フレイルに関連した酸化スト
レスと炎症マーカー

演者：波岡那由太 (東京医科大学病院 高齢診療科）

Pj-006-2 アルツハイマー病におけるCAA関連微小出血と脳脊髄液バイ
オマーカーとの関連

演者：篠原もえ子 (金沢大学 医薬保健研究域医学系 脳老化・神経
病態学（神経内科学））

Pj-006-3 アルツハイマー型認知症における腎機能と脳脊髄バイオマー
カーとの関連

演者：金丸 和富 (東京都健康長寿医療センター 神経内科・脳卒中科）

Pj-006-4 脳葉型microbleedsを有する患者の背景因子について；もの忘
れ外来受診者217名の解析

演者：松山 裕文 (三重大学大学院医学系研究科神経病態内科学）

Pj-006-5 PiB-PETを施行した物忘れ外来受診患者におけるvascular risk
factorsについての検討

演者：笠原 浩生 (群馬大学大学院 医学系研究科 脳神経内科学）

Pj-006-6 意味性認知症の臨床症状・バイオマーカーの検討
演者：徳武 孝允 (新潟大学脳研究所神経内科）

Pj-006-7 『高齢者いきいき外来』でのMMSEとRBMTを用いた軽度認
知障害の診断についての検討

演者：加藤 貴行 (東京都健康長寿医療センター リハビリテーション
科）

認知症（症状・評価） 17：10～18：25
座長：川井 元晴 (山口大学大学院医学系研究科 神経内科学）

Pj-007-1 中脳水道狭窄シャント術後に出現したParinaud徴候および重
度パーキンソニズムの2症例

演者：馬場 徹 (東北大学医学部 高次機能障害学）

Pj-007-2 アルツハイマー病における滑動性眼球運動
演者：中馬越清隆 (筑波大学医学医療系 臨床医学域 神経内科学）

Pj-007-3 認知症患者にみられる「振り返り徴候」の検討
演者：川井 元晴 (山口大学病院 神経内科）

Pj-007-4 アルツハイマー型認知症における漢字書字機能
演者：米川 智 (広島赤十字・原爆病院 神経内科医局）
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Pj-007-5 アルツハイマー病の時間見当識障害による脳機能的結合変化
の安静時機能的MRI研究

演者：山下謙一郎 (九州大学大学院医学研究院神経内科学）

Pj-007-6 アルツハイマー病患者でのMMSE下位項目と脳血流の関連
演者：小島 一歩 (千葉大学大学院医学研究院神経内科学／千葉大学

医学部附属病院認知症疾患医療センター）

Pj-007-7 初診時 SPECT の画像解析による，軽度認知障害から
Alzheimer 病への移行予測

演者：冨田 逸郎 (社会医療法人春回会長崎北病院 神経内科）

認知症（スクリーニング検査） 17：10～18：25
座長：織田 雅也 (医療法人微風会ビハーラ花の里病院 神経内科）

Pj-008-1 特定健康診査における認知症スクリーニング導入の試み
演者：野村 浩一 (医療法人SHIODA塩田病院 脳神経内科／日本医科

大学大学院医学研究科 神経内科学分野）

Pj-008-2 当施設における連続認知機能スクリーニング例の検討
演者：柴田 頌太 (国際医療福祉大学三田病院 神経内科）

Pj-008-3 視線解析法による認知症スクリーニング検査の確立 ー加齢
の影響の検討ー

演者：鈴木 鮎子 (名古屋市立大学大学院医学研究科 神経内科学／
札幌医科大学 医学部 神経科学講座）

Pj-008-4 「レビー小体型認知症の臨床診断基準チェックシート」を用
いた診断の検討

演者：石渡 明子 (日本医科大学付属病院 神経・脳血管内科）

Pj-008-5 DLB診断のための簡易スクリーニング検査の検討
演者：森 めぐみ (和歌山県立医科大学神経内科）

Pj-008-6 Cognitive Fluctuation Inventoryを用いたレビー小体型認知症
の認知機能変動の評価

演者：高橋 信行 (市立奈良病院 神経内科）

認知症（糖尿病・治療・介入） 17：10～18：25
座長：和田 健二 (鳥取大学医学部脳神経医科学講座 脳神経内科学分

野）

Pj-009-1 糖尿病患者の血糖関連因子と認知・情動機能と白質病変
演者：菱川 望 (岡山大学病院 脳神経内科学）

Pj-009-2 軽度認知機能障害に対する漢方治療の有効性
演者：石田 和之 (海老名メディカルサポートセンター 内科）
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Pj-009-3 当院におけるテトラベナジンの使用経験
演者：宮下 真信 (（独）国立病院機構相模原病院）

Pj-009-4 Alzheimer病患者でrivastigmineは活性型ghrelineとcortisolを
増加させ食欲増進に働く

演者：降矢 芳子 (奈良リハビリテーション病院 神経内科／奈良県立
医科大学 神経内科）

Pj-009-5 レビー小体型認知症の中核的症状に対するゾニサミドの影
響：DLB第2相試験の追加解析

演者：丸山 秀徳 (大日本住友製薬株式会社メディカルアフェアーズ
部）

Pj-009-6 介護現場における介護用ロボットの使用効果の検討
演者：山岡 朗子 (国立長寿医療研究センター 神経内科）

認知症（認知症疾患医療センター・取り組み） 17：10～18：25
座長：井門ゆかり (医療法人社団知仁会メープルヒル病院 広島県西部

認知症疾患医療センター）

Pj-010-1 小規模病院内科における認知症診療の現状の検討
演者：坂田 佑輔 (妙高病院）

Pj-010-2 認知症疾患医療・地域包括支援・合併型センターと認知症初期
集中支援チームの活動

演者：井門ゆかり (メープルヒル病院）

Pj-010-3 備北地区に於ける診療所型認知症疾患医療センターが行う在
宅療養支援

演者：伊藤 聖 (三次神経内科クリニック花の里）

Pj-010-4 認知症疾患医療センターが地域のなかで果たす役割
演者：相原 優子 (篠塚病院 北関東神経疾患センター）

Pj-010-5 三重県認知症連携パス(脳の健康みえる手帳）と連携パス推進
事業について

演者：木田 博隆 (三重大学医学部認知症医療学講座）

Pj-010-6 葛飾区における認知症対策三カ年計画―もの忘れ予防健診と
医師会活動の結果報告―

演者：浅野 次義 (あさの金町クリニック）

Pj-010-7 葛飾区における認知症診療ネットワークの取り組み（第2報）
演者：森田 昌代 (東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 神経内科）
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認知症（臨床研究 1） 17：10～18：25
座長：西田 善彦 (伊月病院 神経内科）

Pj-011-1 独居の認知症高齢者の臨床的特徴および独居の継続期間の検
討

演者：瀧瀬 康洋 (汐田総合病院 神経内科）

Pj-011-2 高齢者の経時的な認知機能低下と生命予後の検討
演者：猪狩 龍佑 (山形大学医学部 第三内科）

Pj-011-3 大学病院もの忘れ外来に長期通院継続しているアルツハイ
マー病患者の特徴

演者：久徳 弓子 (川崎医科大学病院 神経内科）

Pj-011-4 アルツハイマー病（AD）患者が長期に安定した家庭生活を続
けるために重要な要因

演者：松村美由起 (東京女子医科大学附属成人医学センター 神経内
科）

Pj-011-5 アルツハイマー病患者の日常生活歩行における歩行サイクル
の変動率について

演者：日熊 麻耶 (東京医科歯科大学病院 脳神経病態学）

認知症（臨床研究 2） 17：10～18：25
座長：東 靖人 (姫路中央病院 神経内科）

Pj-012-1 認知症？それとも別の病気？ ～非認知症者の尊厳を保つ
ために～

演者：片山真樹子 (河北総合病院 神経内科）

Pj-012-2 扁桃核腫大を伴い，認知症を呈する一群の経時的検討
演者：仁科 裕史 (東京都健康長寿医療センター 神経内科・脳卒中科）

Pj-012-3 うつ状態を初発症状としたレビー小体型認知症4例の臨床的検
討

演者：信國 圭吾 (いずみの病院 神経内科）

Pj-012-4 本邦における成人ダウン症候群における認知機能低下の実態
演者：笠井 高士 (京都府立医科大学 神経内科）

Pj-012-5 ダウン症候群に伴う認知症の臨床的検討
演者：竹内 千仙 (東京都立北療育医療センター神経内科／東京女子

医科大学神経内科）
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PD（機能評価） 17：10～18：25
座長：大江田知子 (独立行政法人国立病院機構宇多野病院 臨床研究部・

神経内科）

Pj-013-1 パーキンソン病におけるハイハイ（四つ這い動作）と寝返りの
関連

演者：内山 剛 (聖隷浜松病院 神経内科）

Pj-013-2 パーキンソン病の四つ這い動作における前進・後進の評価
演者：仲山 知宏 (聖隷浜松病院 リハビリテーション部）

Pj-013-3 パーキンソン病患者における自覚的な身体の揺れの検討
演者：谷口 彰 (三重大学病院 神経内科）

Pj-013-4 自覚的視性垂直位検査を用いたパーキンソン病の垂直認知に
ついての検討

演者：高坂 雅之 (国立病院機構 宇多野病院 神経内科／国立病院機
構 宇多野病院 臨床研究部）

Pj-013-5 パーキンソン病における早朝オフ症状の検討 第2報：Yahr重
症度と罹病期間による検討

演者：石田 志門 (大阪医科大学病院 神経内科）

Pj-013-6 パーキンソン病患者における時計遺伝子発現の概日位相の検
討

演者：遠藤 卓行 (刀根山病院 神経内科）

Pj-013-7 パーキンソン病患者の自動車運転の調査と，安全運転へのア
ドバイス方法の研究

演者：安藤 利奈 (愛媛大学病院 薬物療法・神経内科）

PD（嗅覚・うつ） 17：10～18：25
座長：伊藤 瑞規 (名古屋大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-014-1 パーキンソン病関連疾患におけるopen essenceを用いた嗅覚
障害の検討

演者：渡邉 悠児 (獨協医科大学病院 神経内科）

Pj-014-2 de novo パーキンソン病患者における嗅覚障害と臨床的諸病態
の関連

演者：豊田千純子 (東京慈恵会医科大学附属第三病院 神経内科／東京
慈恵会医科大学附属病院 神経内科）

Pj-014-3 パーキンソン病における嗅覚障害とうつの関連について
演者：大沼 広樹 (国立病院機構 相模原病院）

Pj-014-4 パーキンソン病のうつと性格傾向について
演者：公文 彩 (相模原病院 神経内科）
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Pj-014-5 当院の認知症のないパーキンソン病患者でのパレイドリアの
頻度と意義についての検討

演者：高橋 和沙 (北里大学医学部神経内科学）

Pj-014-6 パーキンソン病患者がホーン・ヤール5度に至る潜時と契機
演者：柏原 健一 (岡山旭東病院 神経内科）

PD（非運動症状） 17：10～18：25
座長：松本 禎之 (田附興風会医学研究所 北野病院 神経内科）

Pj-015-1 診療所通院パーキンソン病患者アンケートからみた「困る症
状」に関与する因子の検討

演者：服部 達哉 (本町クリニック）

Pj-015-2 パーキンソン病患者における運動および非運動合併症の危険
因子の検討

演者：垂髪 祐樹 (徳島大学病院 神経内科）

Pj-015-3 パーキンソン病における運動学習とギャンブリング課題との
関連性

演者：上田 直久 (横浜市立大学附属市民総合医療センター神経内科）

Pj-015-4 パーキンソン病におけるprodromal 期の非運動症状アンケー
ト調査結果

演者：余郷麻希子 (東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 神経内科）

Pj-015-5 パーキンソン病における運動症状および非運動症状の経時的
変化の検討

演者：深江 治郎 (福岡大学病院 神経内科）

Pj-015-6 Parkinson病の重症度による非運動症状と高次脳機能の比較解
析

演者：古川 迪子 (東京医科歯科大学大学院脳神経病態学分野(神経内
科)）

PD（認知機能障害） 17：10～18：25
座長：頼高 朝子 (順天堂越谷病院 神経内科）

Pj-016-1 パーキンソン病の運動症状類型と認知機能障害
演者：渡邊 雅彦 (筑波大学医学医療系臨床医学域，神経内科）

Pj-016-2 パーキンソン症候群患者のACE-Rを用いた認知機能障害の検
討

演者：北薗 久雄 (公立学校共済組合関東中央病院 神経内科）

Pj-016-3 パーキンソン病にみられる前頭葉障害
演者：金井 光康 (高崎総合医療センター 神経内科）
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Pj-016-4 早期未治療パーキンソン病患者の認知機能，精神症状とmotor
phenotypeとの関係

演者：赫 寛雄 (東京医科大学 神経内科学分野）

Pj-016-5 パーキンソン病患者の行動記憶の経年変化－リバーミード行
動記憶検査を用いた検討

演者：猿渡めぐみ (国立病院機構 相模原病院 神経内科／さがみは
らカウンセリングルーム）

Pj-016-6 パーキンソン病の認知機能の経年変化－WAIS-IIIを用いた検
討（1）－

演者：小林 由香 (相模原病院 神経内科）

PD/MSA（起立性低血圧） 17：10～18：25
座長：出口 一志 (香川大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-017-1 起立性低血を来すパーキンソン病の自然歴の検討
演者：中村 友彦 (名古屋大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-017-2 パーキンソン病における起立性高血圧と食事性低血圧合併例
の自律神経機能

演者：新美 由紀 (津島市民病院 神経内科）

Pj-017-3 起立性低血圧と夜間血圧上昇の存在とパーキンソン病におけ
る認知症合併のリスク

演者：小川 崇 (順天堂大学医学部 脳神経内科）

Pj-017-4 パーキンソン病の起立性低血圧にロチゴチンが有用であった2
症例の検討

演者：川嶋 将司 (名古屋市立大学病院 神経内科）

Pj-017-5 ロチゴチンは進行期パーキンソン病患者の起立性低血圧を改
善する

演者：満間 典雅 (名古屋第一赤十字病院 神経内科）

Pj-017-6 多系統萎縮症の起立性低血圧の検出におけるhead-up tilt試験
と起立試験の比較

演者：出口 一志 (香川大学医学部附属病院 神経内科）

PD/MSA（自律神経障害） 17：10～18：25
座長：原田 俊英 (県立広島大学）

Pj-018-1 パーキンソン病における嗅覚障害と心血管系自律神経障害の
経時的変化の検討

演者：上田 美紀 (名古屋大学病院 神経内科）
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Pj-018-2 パーキンソン病における皮膚交感神経活動と年齢，罹病期間
との関連性の検討

演者：新藤 和雅 (山梨大学病院 神経内科）

Pj-018-3 パーキンソン病における熱刺激閾値，冷刺激閾値の検討
演者：岡田 暁典 (名古屋大学病院 神経内科学）

Pj-018-4 病理学的に確定されたレビー小体型認知症での心臓交感神経
変性に影響する因子の検討

演者：髙橋 真 (関東中央病院 神経内科）

Pj-018-5 高齢者パーキンソン病とレビー小体型認知症の救急診療にお
ける自律神経障害について

演者：川崎 照晃 (武田病院 神経脳血管センター 神経内科）

Pj-018-6 多系統萎縮症における心拍変動解析
演者：越智 雅之 (愛媛大学医学部 老年・神経・総合診療内科学）

Pj-018-7 多系統萎縮症の自律神経症状と脳血流の相関についての検討
演者：小尾 智一 (静岡てんかん・神経医療センター 神経内科）

PD（遺伝子・バイオマーカー） 17：10～18：25
座長：三井 純 (東京大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-019-1 DLB患者における血清transthyretin測定の意義
演者：吉岡 亮 (国立病院機構舞鶴医療センター 臨床研究部）

Pj-019-2 神経変性疾患における脳脊髄液αシヌクレインと各種バイオ
マーカーの比較検討

演者：片山 隆行 (旭川医科大学病院 第一内科）

Pj-019-3 髄液中S-100βはパーキンソン病の運動症状の進行とともに上
昇する

演者：梅村 敦史 (宇多野病院 神経内科／宇多野病院 臨床研究部）

Pj-019-4 ABCG2遺伝子の変異は痛風の発症を早め，孤発性パーキンソ
ン病の発症を遅らせる

演者：尾上 祐行 (防衛医科大学校 神経・抗加齢血管内科／獨協医
大越谷病院 神経内科）

Pj-019-5 COQ2遺伝子におけるrare variantのPD発症に与える影響
演者：三笠 道太 (順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科）

Pj-019-6 CHCHD2遺伝子変異が運動神経軸索膜特性に与える影響
演者：金井 数明 (順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科）

Pj-019-7 パーキンソン病新規原因遺伝子CHCHD2の機能解析
演者：山下 力 (順天堂大学医学研究科神経学）
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MND（検査） 17：10～18：25
座長：東原 真奈 (東京都健康長寿医療センター神経内科）

Pj-020-1 ALSが疑われる症例に対する超音波検査を用いたfasciculation
検出の有用性

演者：竹下 翔 (福岡大学病院 神経内科）

Pj-020-2 進行期筋萎縮性側索硬化症患者の頚部神経根に対する神経超
音波検査の検討

演者：牧野 恭子 (広島西医療センター 神経内科）

Pj-020-3 どちらが早期に異常所見を捉えるか？:ALSでの舌の針筋電図
検査と超音波検査の比較検討

演者：城戸美和子 (独立行政法人 国立病院機構 沖縄病院 神経内
科）

Pj-020-4 ALSにおける超音波検査での筋線維束攣縮と針筋電図での高
振幅運動単位電位の関連

演者：酒巻 春日 (天理よろづ相談所病院 神経内科）

Pj-020-5 筋萎縮性側索硬化症診断における横隔神経反復刺激試験の有
用性の検討

演者：佐々木拓也 (東京大学医学部神経内科）

Pj-020-6 筋萎縮性側索硬化症と重症筋無力症の鑑別における前頭筋単
線維筋電図有用性の検討

演者：渡辺 慶介 (千葉大学大学院医学研究院神経内科学）

MND（臨床研究 1） 17：10～18：25
座長：森田 光哉 (自治医科大学 神経内科）

Pj-021-1 運動神経の軸索興奮性増大は筋萎縮性側索硬化症において筋
萎縮に先行する

演者：網野 寛 (千葉大学大学院医学研究院神経内科学）

Pj-021-2 筋萎縮性側索硬化症の診断における経頭蓋磁気刺激検査の有
用性の検討

演者：神澤 彩 (東京大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-021-3 新たな視点による筋萎縮性側索硬化症（ALS）の進行様式に関
する定量解析の試み

演者：叶内 匡 (東京医科歯科大学病院 検査部）

Pj-021-4 完全閉じ込め状態にある筋萎縮性側索硬化症患者における中
枢感覚機能の評価

演者：清水 俊夫 (東京都立神経病院 脳神経内科）

- 356 -

英語演題 日本語演題

18
日
(水
)ポ
ス
タ
ー

（
日
本
語
）



Pj-021-5 MRI SWI法を用いたALSの一次運動野の画像評価
演者：安井 昌彰 (和歌山県立医科大学 神経内科学講座）

Pj-021-6 家族性および孤発性筋萎縮性側索硬化症における全エクソー
ム解析

演者：小山 信吾 (山形大学病院 第3内科）

Pj-021-7 孤発性筋萎縮性側索硬化症患者における発症年齢と遺伝学的
背景に関する検討

演者：中村 亮一 (名古屋大学）

MG（臨床研究 1） 17：10～18：25
座長：松尾 秀徳 (国立病院機構長崎川棚医療センター 神経内科）

Pj-022-1 無症候性抗アセチルコリン受容体抗体陽性症例の臨床的検討
演者：吉村 俊祐 (長崎大学病院 脳神経内科）

Pj-022-2 重症筋無力症における抗アセチルコリン受容体(AchR)抗体低
力価群の臨床的検討

演者：八木橋のぞみ (東京医科歯科大学病院 神経内科）

Pj-022-3 当院における抗Ach-R抗体陽性重症筋無力症(seropositive
MG) 16例の臨床的検討

演者：田川 朝子 (国際医療福祉大学病院 神経内科）

Pj-022-4 当院における重症筋無力症の臨床像
演者：若林 由佳 (名古屋医療センター 神経内科）

Pj-022-5 重症筋無力症における深在性真菌症の合併についての検討
演者：谷口 洋 (東京慈恵会医科大学附属柏病院神経内科）

Pj-022-6 当施設における精神症状を合併した重症筋無力症患者の臨床
的特徴

演者：山本 麻未 (兵庫医科大学病院 神経内科）

Pj-022-7 重症筋無力症(MG)の改善状況と患者生活クオリティー
(QOL)の変化

演者：増田 眞之 (東京医科大学 神経内科）

MG（臨床研究 2） 17：10～18：25
座長：吉川 弘明 (金沢大学保健管理センター）

Pj-023-1 重症筋無力症における血中抗GAD抗体価の検討
演者：安藤 大祐 (国立病院機構 仙台医療センター 神経内科）

Pj-023-2 抗MuSK抗体陽性重症筋無力症の臨床像の多様性
演者：碓井 遼 (北里大学医学部神経内科学）
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Pj-023-3 抗AChR抗体と抗LRP4抗体の二重陽性を呈した浸潤性胸腺腫
合併重症筋無力症2例の検討

演者：石川 英洋 (三重大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-023-4 当院における抗 LRP4 抗体陽性重症筋無力症の臨床的特徴
演者：高松孝太郎 (熊本大学病院 神経内科学講座）

MG（検査・評価） 17：10～18：25
座長：村井 弘之 (九州大学大学院医学研究院 脳神経治療学）

Pj-024-1 重症筋無力症の分型分類に関する検証
演者：赤石 哲也 (東北大学医学部 神経内科）

Pj-024-2 重症筋無力症における重症度・QOL評価スケールの関連性
演者：織田 史子 (千葉大学大学院医学研究院 神経内科学）

Pj-024-3 Minimal manifestationsと判定された重症筋無力症患者の臨床
スケール値の検討

演者：鈴木 秀和 (近畿大学神経内科）

Pj-024-4 重症筋無力症における入浴法の検討
演者：松原 健朗 (獨協医科大学病院 神経内科）

Pj-024-5 アイスパックテストの電気生理学的検討
演者：山本 大輔 (札幌医科大学 神経内科）

Pj-024-6 重症筋無力症における反復刺激試験-最大随意収縮負荷の
waning検出率向上に対する検討

演者：大塚 十里 (東京大学病院）

Pj-024-7 重症筋無力症クリーゼ時の反復神経刺激
演者：畑中 裕己 (帝京大学医学部神経内科）

MG（治療） 17：10～18：25
座長：川口 直樹 (神経内科 千葉（神経研究所））

Pj-025-1 関節リウマチに対して生物学的製剤が投与された重症筋無力
症の2例

演者：渡辺 源也 (国立病院機構仙台医療センター 神経内科）

Pj-025-2 重症筋無力症に対する免疫グロブリン静注療法の効果
演者：川口 直樹 (千葉大学 神経内科／神経内科千葉）

Pj-025-3 重症筋無力症に対するtacrolimus単独療法の長期効果につい
て

演者：井谷 公美 (関西医科大学附属枚方病院 神経内科）
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Pj-025-4 重症筋無力症にたいするタクロリムス単独治療の現状
演者：長根百合子 (総合花巻病院神経内科）

Pj-025-5 治療経過中にMinimal manifestations以上に至った重症筋無力
症患者の増悪因子の検討

演者：金井 哲也 (千葉大学病院 神経内科）

Pj-025-6 胸腺腫を伴わない全身型重症筋無力症治療法の変遷
演者：辻 浩史 (筑波大学 神経内科）

Pj-025-7 重症筋無力症とその治療が患者の社会的活動性に与える影響
演者：槍澤 公明 (総合花巻病院 神経内科）

MG（病態） 17：10～18：25
座長：岩佐 和夫 (金沢大学大学院 脳老化・神経病態学）

Pj-026-1 重症筋無力症患者における末梢血中の濾胞性ヘルパーT細胞
の検討

演者：久保田昭洋 (埼玉医科大学総合医療センター 神経内科）

Pj-026-2 胸腺腫合併重症筋無力症における胸腺摘除術前後のリンパ球
サブセットの長期的な検討

演者：伊崎 祥子 (埼玉医科大学総合医療センター 神経内科）

Pj-026-3 運動終板に補体沈着を認めるseronegative MG患者血清のcell-
based assay法による検討

演者：長岡 篤志 (長崎大学病院 脳神経内科）

Pj-026-4 重症筋無力症における筋芽細胞融合シグナル蛋白mRNAの発
現亢進について

演者：岩佐 和夫 (金沢大学 脳老化・神経病態学）

Pj-026-5 重症筋無力症の抗AChR抗体価と胸腺病理所見，胸腺摘出術の
有効性との関連

演者：中原 圭一 (熊本大学 神経内科）

筋疾患（DMD/BMD） 17：10～18：25
座長：橋口 修二 (独立行政徳島病院 神経内科）

Pj-027-1 Duchenne型筋ジストロフィーの家系内発症例の予後の検討
演者：中村憲一郎 (国立病院機構 西別府病院 神経内科／大分大学医

学部 神経内科）

Pj-027-2 Duchenne型筋ジストロフィーの生命予後改善に関連する因子
に関する研究

演者：齊藤 利雄 (国立病院機構刀根山病院 神経内科・小児神経内科）
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Pj-027-3 Becker muscular dystrophyのDMD遺伝子変異Hot Spotにおけ
る遺伝型―表現型の検討

演者：宮崎 大吾 (信州大学医学部脳神経内科，リウマチ・膠原病内科
／信州大学医学部附属病院難病診療センター）

Pj-027-4 ベッカー型筋ジストロフィーと精神疾患
演者：水野由輝郎 (国立精神・神経医療研究センター病院 神経内科）

Pj-027-5 女性ジストロフィン異常症におけるスペックルトラッキング
法を用いた心筋障害の検出

演者：足立 克仁 (国立病院機構徳島病院 内科）

Pj-027-6 女性ジストロフィン異常症患者の健康管理と登録に関するア
ンケート調査

演者：小林 道雄 (あきた病院 神経内科）

Pj-027-7 我が国におけるジストロフィン異常症ナショナルレジスト
リー：Remudy

演者：木村 円 (国立精神・神経医療研究センター）

筋疾患（筋強直性ジストロフィー） 17：10～18：25
座長：木村 隆 (国立病院機構旭川医療センター 脳神経内科）

Pj-028-1 患者登録による本邦筋強直性ジストロフィー患者の遺伝学的
ならびに医療の現況の解析

演者：高橋 正紀 (大阪大学大学院 医学系研究科 神経内科学）

Pj-028-2 筋強直性ジストロフィーにおける肝機能障害と糖脂質代謝異
常に関する検討（第二報）

演者：高田 博仁 (青森病院 神経内科）

Pj-028-3 心臓MRIによる筋強直性ジストロフィーの心機能評価の検討
演者：宮下 彰子 (新渡戸記念中野総合病院 神経内科）

Pj-028-4 筋強直性ジストロフィー患者における網羅的高次脳機能障害
解析

演者：安藤 匡宏 (国立病院機構 沖縄病院）

Pj-028-5 1型筋強直性ジストロフィーにおける慢性呼吸不全症状
演者：木村 隆 (旭川医療センター 脳神経内科）

Pj-028-6 筋強直性ジストロフィー1型(DM1)に対する陽陰圧体外式人
工呼吸器の有用性の検討

演者：坂下 建人 (旭川医療センター 脳神経内科）

Pj-028-7 筋強直性ジストロフィー1型における横隔膜の超音波検査と呼
吸機能検査の検討

演者：油川 陽子 (国立病院機構 旭川医療センター 脳神経内科）
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筋疾患（筋ジストロフィー・ミオトニア） 17：10～18：25
座長：中村 道三 (国立病院機構京都医療センター 神経内科）

Pj-029-1 筋ジストロフィーによる嚥下障害に対する薬剤簡易懸濁後ゼ
リー化．有用性の検討

演者：荒畑 創 (国立病院機構 大牟田病院 神経内科）

Pj-029-2 肢帯型筋ジストロフィー2Bの骨格筋画像解析
演者：久留 聡 (鈴鹿病院 臨床研究部）

Pj-029-3 傍脊柱筋に萎縮を認めたミオパチーの臨床病理学的検討
演者：林 幸司 (金沢大学大学院 脳老化・神経病態学（神経内科））

Pj-029-4 Sodium channel myotoniaの包括的分析
演者：迫田 俊一 (鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 神経病学講

座 神経内科・老年病学）

Pj-029-5 眼咽頭筋ジストロフィーにおけるミトコンドリア障害の解析
演者：道鬼つかさ (熊本大学大学院生命科学研究部 神経内科学分野）

Pj-029-6 骨髄間質細胞 （MSC） の液性因子が筋衛星細胞に与える影響
演者：米持 康寛 (熊本大学大学院生命科学研究部脳神経科学講座神

経内科学分野）

筋疾患（先天性ミオパチー・MELAS） 17：10～18：25
座長：杉江 和馬 (奈良県立医科大学 神経内科）

Pj-030-1 先天性ミオパチー家系における臨床・分子遺伝学的検討
演者：佐藤奈穂子 (東京大学病院 神経内科）

Pj-030-2 先天性ミオパチーにおける既知既存原因遺伝子の検出頻度
演者：西川 敦子 (国立精神・神経医療研究センター 疾病研究第一部）

Pj-030-3 MELAS患者における機械的イレウスの合併についての検討
演者：須賀 裕樹 (北里大学医学部神経内科学）

Pj-030-4 ミトコンドリア病新規バイオマーカーの有用性-MELAS1剖検
例の経過を通しての検討-

演者：松井 未紗 (刀根山病院 神経内科）

Pj-030-5 健常者における一次性サルコペニアの筋CTを利用した定量的
検討

演者：大友 岳 (横浜労災病院 神経内科）

Pj-030-6 筋生検組織病理検査による神経原性変化の検出
演者：木村 正剛 (名古屋大学 神経内科）
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末梢神経障害（GBS 1） 17：10～18：25
座長：古賀 道明 (山口大学大学院医学系研究科 神経内科学）

Pj-031-1 ギラン・バレー症候群初診時の臨床所見についての検討
演者：島 啓介 (石川県立中央病院 神経内科）

Pj-031-2 Guillain-Barré症候群の臨床症状による分類及び頻度
演者：石井 淳子 (神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科）

Pj-031-3 深部腱反射が保たれているギラン・バレー/フィッシャー症候
群の臨床的検討

演者：桑田 康弘 (京都医療センター 神経内科）

Pj-031-4 四肢遠位部限局型のギラン・バレー症候群：新たな臨床亜型の
提唱

演者：古賀 道明 (山口大学大学院 神経内科学）

Pj-031-5 Guillain-Barré症候群とその関連疾患における抗GM1, GD1a,
GQ1b抗体の診断感度の検討

演者：船越 慶 (獨協医科大学 内科学（神経））

Pj-031-6 ギラン・バレー症候群(GBS)の予後予測について自験例の検
討

演者：石塚 直樹 (岩手医科大学病院 内科学講座・神経内科老年科分
野）

Pj-031-7 わが国におけるGBSの予後予測マーカーの検討
演者：山岸 裕子 (近畿大学病院 神経内科）

末梢神経障害（GBS 2） 17：10～18：25
座長：関口 縁 (千葉大学医学部神経内科）

Pj-032-1 ギラン・バレー症候群と転換性障害に伴う筋力低下との鑑別
における，針筋電図の有用性

演者：千葉 隆司 (帝京大学病院 神経内科）

Pj-032-2 ギラン・バレー症候群の馬尾伝導時間
演者：松本 英之 (日本赤十字社医療センター 神経内科）

Pj-032-3 他の抗糖脂質抗体を伴ったGal-C抗体陽性GBSの臨床的・電気
生理学的検討

演者：寒川 真 (近畿大学病院 神経内科）

Pj-032-4 低Na血症，高CK血症合併GBSの感覚神経障害と経時的な神経
伝導所見も考慮した病型検討

演者：細川 隆史 (大阪医科大学病院 第一内科）
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Pj-032-5 ギランバレー症候群の急性期における耐糖能異常に関する検
討

演者：高田 忠幸 (香川大学神経難病）

Pj-032-6 ギラン・バレー症候群における心血管合併症とその他因子と
の関連における検討

演者：大森 亜希 (国立国際医療研究センター 神経内科）

Pj-032-7 Guillan-Barré症候群患者の人工呼吸器装着リスク:EGRISスコ
アの有用性

演者：関口 縁 (千葉大学医学部付属病院 神経内科）

末梢神経障害（MFS） 17：10～18：25
座長：千葉 厚郎 (杏林大学医学部神経内科）

Pj-033-1 再発性Miller-Fisher症候群の2症例の臨床的特徴の検討
演者：齋藤 和幸 (新渡戸記念中野総合病院 神経内科）

Pj-033-2 2015年度の抗GQ1b抗体陽性のMiller Fisher症候群4例の臨床
的検討

演者：北崎 佑樹 (福井大学病院 神経内科）

Pj-033-3 Fisher syndromeの臨床症状と抗GQ1b抗体についての検討
演者：鹿島 悟 (聖マリアンナ医科大学病院 神経内科）

Pj-033-4 Fisher症候群関連病態におけるGQ1b関連抗原を認識する抗体
の検討

演者：内堀 歩 (杏林大学病院 神経内科）

Pj-033-5 抗ガングリオシド抗体陽性慢性失調性ニューロパチーにおけ
るIVIG療法の有効性

演者：岡田 匡充 (熊本大学 大学院生命科学研究部 神経内科学分野）

Pj-033-6 フィッシャー症候群に対するステロイドと免疫グロブリン併
用療法における有効性の検討

演者：藤野 悟央 (NTT東日本関東病院 神経内科）

Pj-033-7 Fisher症候群における重症化因子の検討
演者：吉井 大祐 (倉敷中央病院 神経内科）

末梢神経障害（CIDP） 17：10～18：25
座長：岡 伸幸 (国立病院機構南京都病院 神経内科）

Pj-034-1 CIDP症例における神経根肥厚のMRIを用いた検討
演者：山田 剛平 (名古屋市立大学 神経内科）

- 363 -

（
日
本
語
）

18
日
(水
)ポ
ス
タ
ー



Pj-034-2 CIDP患者における末梢神経のvolume解析
演者：石川 等真 (藤田保健衛生大学病院 神経内科）

Pj-034-3 神経伝導検査による典型的・非典型的CIDPにおける病変分布
演者：鈴木 基弘 (東京医科歯科大学医学部附属病院 脳神経病態学

分野）

Pj-034-4 炎症性脱髄性多発ニューロパチーにおける神経根超音波所
見：GBSとCIDPとの比較

演者：板谷 一宏 (昭和大学藤が丘病院 脳神経内科）

Pj-034-5 CIDP，ALSの筋超音波所見：筋超音波は最遠位伝導ブロック
を検出できる

演者：北國 圭一 (帝京大学病院 神経内科）

Pj-034-6 CIDPの病型別臨床病理学的特徴
演者：池田 昇平 (名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科）

Pj-034-7 当院におけるCIDP診療の検討
演者：天草 善信 (刈谷豊田総合病院 神経内科）

末梢神経障害（CIDP/MMN） 17：10～18：25
座長：岡本 智子 (国立精神・神経医療研究センター 神経内科）

Pj-035-1 免疫介在性ニューロパチーとの鑑別困難例における検討
演者：岡本 智子 (国立精神・神経医療研究センター病院 神経内科）

Pj-035-2 運動優位型のCIDPおよびMMNの臨床経過と治療選択薬に関
する検討

演者：飯島 真秀 (東京医科歯科大学大学院 脳神経病態学（神経内
科））

Pj-035-3 免疫性ニューロパチーにおけるIVIg前後の血清IgG値の変動
演者：宮崎 由道 (徳島大学病院 神経内科）

Pj-035-4 慢性炎症性脱髄性多発神経炎における自然リンパ球に関する
研究

演者：池口亮太郎 (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター神
経研究所免疫研究部／東京女子医科大学病院神経
内科）

Pj-035-5 CIDPにおける血清・髄液エクソソーム中miRNAの発現解析
演者：八木 洋輔 (東京医科歯科大学病院 脳神経病態学（神経内科））
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末梢神経障害（CIDP・自己抗体） 17：10～18：25
座長：飯嶋 睦 (東京女子医科大学 神経内科）

Pj-036-1 抗GAD抗体陽性患者において運動神経軸索のfast K+チャネル
は抑制される

演者：中里 朋子 (順天堂大学 脳神経内科）

Pj-036-2 抗MAG抗体ニューロパチー：抗体affinityの変動と臨床経過
演者：濱田 征宏 (近畿大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-036-3 IgM-MGUSに伴うニューロパチーの臨床病理学的特徴
演者：川頭 祐一 (名古屋大学附属病院 神経内科）

Pj-036-4 ネフローゼ症候群を合併した抗CNTN1抗体陽性のCIDP2症例
演者：國分 則人 (獨協医科大学病院 神経内科）

Pj-036-5 抗neurofascin 155抗体陽性CIDPの臨床像と治療反応性
演者：永島 隆秀 (獨協医科大学 神経内科）

Pj-036-6 当院で収集したCIDP多数例における抗Neurofascin155抗体の
臨床的意義の検討

演者：高崎 寛 (防衛医科大学校内科3 神経・抗加齢血管内科）

頭痛（一次性頭痛） 17：10～18：25
座長：仁平 敦子 (中村記念病院神経内科）

Pj-037-1 片頭痛患者における「冷え症」の合併頻度の性差に関する検討
～第2報～

演者：北村 重和 (甲南病院 神経内科）

Pj-037-2 光環境が片頭痛患者の時計遺伝子に及ぼす影響の検討
演者：辰元 宗人 (獨協医科大学 神経内科）

Pj-037-3 群発頭痛に関する検討
演者：佐藤 進 (亀田総合病院 神経内科）

Pj-037-4 群発頭痛患者における睡眠障害の検討
演者：菊井 祥二 (富永病院 神経内科）

Pj-037-5 三叉神経・自律神経性頭痛の女性例の検討
演者：仁平 敦子 (中村記念病院 神経内科）

Pj-037-6 新規発症持続性連日性頭痛（NDPH）の臨床症状および経過に
関する検討

演者：浅野 賀雄 (埼玉精神神経センター 神経内科／埼玉国際頭痛セ
ンター）

Pj-037-7 ICHD-3β準拠頭痛診断自動提案システムの実査検証
演者：古山 裕康 (札幌山の上病院 神経内科）
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頭痛（臨床研究） 17：10～18：25
座長：米澤 久司 (岩手医科大学付属病院 内科学講座 神経内科・老年

科分野）

Pj-038-1 頭痛を主訴に当院神経内科初診外来をwalk-in受診した症例の
検討

演者：阿南 知世 (名古屋市立東部医療センター 神経内科）

Pj-038-2 東日本大震災被害地域の岩手県沿岸における頭痛研究(1)頭痛
リスク因子の変遷

演者：石橋 靖宏 (岩手医科大学 神経内科・老年科）

Pj-038-3 東日本大震災被害地域の岩手県沿岸における頭痛研究 (2) 片
頭痛リスク因子の変遷

演者：工藤 雅子 (岩手医科大学病院 神経内科・老年科）

Pj-038-4 脳波における光駆動出現の片頭痛病型間での差異
演者：高嶋良太郎 (獨協医科大学 神経内科）

Pj-038-5 頭痛及び頭痛の共存症に対する呉茱萸湯の効果
演者：白岩 伸子 (筑波技術大学 保健科学部／筑波記念病院 神経内

科）

Pj-038-6 当院における脳脊髄液減少症の治療経験
演者：堀内 一宏 (帯広厚生病院 神経内科）

神経腫瘍・ジストニア 17：10～18：25
座長：野村 哲志 (鳥取大学医学部附属病院 脳神経内科）

Pj-039-1 神経症状が初発症状であったびまん性大細胞Bリンパ腫の4例
演者：松本 泰子 (石川県立中央病院 神経内科）

Pj-039-2 当院における血管内リンパ腫の神経症候
演者：小玉 聡 (長野赤十字病院 神経内科）

Pj-039-3 10年間における髄膜癌腫症の現状と変遷
演者：長山 成美 (金沢医科大学病院 神経内科）

Pj-039-4 Musician’s Dystonia患者のパーソナリティ
演者：小林 惠 (国立精神・神経医療研究センター 神経内科）

Pj-039-5 痙性斜頸ボツリヌス治療の寛解率
演者：坂本 崇 (国立精神・神経医療研究センター病院 神経内科）

Pj-039-6 ジストニアに対するスボレキサントの効果
演者：松本 真一 (神鋼記念病院 神経内科）
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