
ポスター
(英語）

5月20日（金）



5月20日(金)ポスター(英語)

ポスター会場（国際展示場 3号館1F）

CVD（Clinical symptoms） 15：30～17：00
Chair：Yuka Terasawa (Department of Neurology, Jikei university

school of medicine）
Commentator：Tomoki Nakamizo (Yokohama Brain and Spine

Center）

Pe-038-1 Isolated Nominal Aphasia: An Unusual Presentation of Acute
Stroke

Speaker：Fk Hoo
(Neurology Unit, Department of Medicine, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia）

Pe-038-2 Cortical infarction manifested by pure sensory loss of ulnar-
sural distribution: report of two cases

Speaker：Chung Han Yang
(Taipei Municipal Wanfang Hospital, Taipei Medical
University）

Pe-038-3 Poststroke Mania affecting Painting Style of Professional
Artist

Speaker：Eunjoo Rhee
(Hallym university sacred heart hospital）

Pe-038-4 Ocular tilt reaction or alternating skew deviation caused by a
localized cerebellar hemorrhage

Speaker：Hiromasa Tsuda
(Department of Neurology, Tokyo Metropolitan Health and
Medical Corporation Toshima Hospital／Department of
Neurology, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious
Diseases Center Komagome Hospital）

Pe-038-5 Fatal intracranial hemorrhage associating rivaroxaban after
total knee arthroplasty: a case report

Speaker：Yu-chen Cheng
(Section of Neurology, Department of Internal Medicine, Far
Eastern Memorial Hospital, New Taipei, Taiwan）
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CVD（Clinical research） 15：30～17：00
Chair：Masatoshi Koga (Division of Stroke Care Unit, National

Cerebral and Cardiovascular Center）
Commentator：Nobuyuki Ohara (The Department of Vascular

Neurology, Osaka Minami Medical
Center）

Pe-039-1 A case of internal jugular vein thrombosis due to tuberculosis
pericarditis

Speaker：Joong Hyun Park
(Department of Neurology, SanggyePaik Hospital, Inje
University College of Medicine）

Pe-039-2 PEDIATRIC ISCHEMIC STROKE SECONDARY TO POST-
VARICELLA INFECTION AND PROTEIN S DECIFIENCY

Speaker：Ariel C. Rabanes
(PHILIPPINE CHILDREN’S MEDICAL CENTER）

Pe-039-3 Unilateral medial thalamic infarct presenting with bilateral
vertical gaze palsy: A case report

Speaker：Youjiang J. Tan
(National Neuroscience Institute, Singapore General
Hospital Campus）

Pe-039-4 Clinical features of patients with motor fluctuations before
intravenous thrombolysis

Speaker：Toshiro Kanazawa
(Department of Neurology, Yokohama City Minato Red
Cross Hospital）

Pe-039-5 Risk and adverse outcomes of stroke in patients with liver
cirrhosis: two nationwide studies

Speaker：Liao Chien-chang
(School of Medicine, Taipei Medical University, Taipei,
Taiwan／Department of Anesthesiology, Taipei Medical
University Hospital, Taipei, Taiwan）

Pe-039-6 Cerebral Amyloid Angiopathy in Post-transplant Patients with
Hereditary ATTR Amyloidosis

Speaker：Yoshiki Sekijima
(Department of Medicine (Neurology and Rheumatology),
Shinshu University School of Medicine／Institute for
Biomedical Sciences, Shinshu University／Jisenkai Brain
Imaging Research Center）
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CVD（Risk factors） 15：30～17：00
Chair：Ichiro Imafuku (Yokohama Rosai Hospital）
Commentator：Akihiro Shindo (Department of Neurology, Mie

University Graduate School of
Medicine）

Pe-040-1 Risk of Stroke after Uvulopalatopharyngoplasty in Patients
with Obstructive Sleep Apnea

Speaker：Liao Chien-chang
(Department of Anesthesiology, Taipei Medical University
Hospital, Taiwan／School of Medicine, Taipei Medical
University）

Pe-040-2 Association between aortic atheromas and small vessel
diseases in patients with ischemic stroke

Speaker：Tae-jin Song
(Department of Neurology, Ewha Womans University
College of Medicine, Seoul, Korea）

Pe-040-3 Gut dysbiosis is associated with exacerbated ischemic brain
injury through systemic inflammation

Speaker：Naohide Kurita
(Department of Neurology, Juntendo University School of
Medicine, Tokyo）

Pe-040-4 withdrawn
Pe-040-5 Outcomes of Stroke Patients with Elevated Troponin I: A

Systematic Review
Speaker：Lennie Lynn Y. Chua

(University of the Philippines - Philippine General Hospital）

Pe-040-6 Relation between LDL-C change and CAVI during treatment
with pitavastatin

Speaker：Hideki Sugimoto
(Department of Neurology, School of Medicine Faculty of
Medicine,Toho University, Tokyo）

Pe-040-7 HbA1c and LDL-C Levels and Risk of Hemorrhagic Conversion
after IV Thrombolysis in Acute Stroke

Speaker：Ashkan Mowla
(State University of New York at Buffalo）
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Ataxia/Spastic paraplegia 15：30～17：00
Chair：Tetsutaro Ozawa (Department of Neurology, Institute of

Community Medicine, Niigata University）
Commentator：Craig Blackstone (NINDS US National Institutes of

Health, USA）

Pe-041-1 Measuring the severity of ataxia using a triaxial accelerometer:
a new assessment method

Speaker：Akira Matsushima
(Department of Neurology and Rheumatology, Shinshu
University School of Medicine／JA Nagano Koseiren
Kakeyu-Misayama Rehabilitation Center Kakeyu Hospital）

Pe-041-2 Novel compound heterozygous mutations of SPG11 gene in
spastic paraplegia with thin corpus callosum

Speaker：Haruo Shimazaki
(Division of Neurology, Department of Internal Medicine,
Jichi Medical University）

Pe-041-3 A clinical and neuropathological study on homozygous
mutations with spinocerebellar ataxia type 6

Speaker：Kazumasa Soga
(Department of Neurology and Neurological Science,
Graduate School, Tokyo Medical and Dental University）

Pe-041-4  withdrawn

Pe-041-5 FMRP and FMR1 mRNA expression in FXTAS and other
neurodegenerative disease brain

Speaker：Kazuhiro Ishii
(Department of Neurology, University of Tsukuba）

Pe-041-6 Effects of the overexpression of TFEB in cellular models of
neurodegenerative diseases

Speaker：Hiroaki Adachi
(Department of Neurology, University of Occupational and
Environmental Health School of Medicine）
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★海外最優秀候補演題

MND（Genetics） 15：30～17：00
Chair：Hideshi Kawakami (Department of Epidemiology RIRBM

Hiroshima University）
Commentator：Shinsuke Ishigaki (Nagoya University Graduate

School of Medicine, Department
of Neurology）

Pe-042-1 Novel mutations and genetic counseling in sporadic
amyotrophic lateral sclerosis

Speaker：Makito Hirano
(Department of Neurology, Sakai Hospital Kinki University
Faculty of Medicine／Department of Neurology, Kinki
University Faculty of Medicine）

★Pe-042-2 Mutation in hnRNPA1 cause familial flail arm amyotrophic
lateral sclerosis

Speaker：Qing Liu
(Peking Union Medical College Hospital）

Pe-042-3 Mutational analysis of the CHCHD2 gene in amyotrophic
lateral sclerosis

Speaker：Aya Ikeda
(Department of Neurology, Juntendo University School of
Medicine）

Pe-042-4 A rapid functional decline type of sporadic ALS is linked to low
expression of TTN

Speaker：Naoki Atsuta
(Nagoya University）

Pe-042-5 Elucidation of neuroinflammation mechanisms using gene
profiling in amyotrophic lateral sclerosis

Speaker：Min Young Lee
(Department and Research Institute of Rehabilitation
Medicine, Yonsei University College of Medicine）
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MND（Animal model） 15：30～17：00
Chair：Ken Ikeda (Department of Neurology, Toho University Omori

Medical Center）
Commentator：Makiko Nagai (Department of Neurology, Kitasato

University School of Medicine）

Pe-043-1 Involvement of electrical synapse in the pathogenesis of
amyotrophic lateral sclerosis

Speaker：Yuko Kobayakawa
(Department of Neurology Neurological Institute Kyushu
University Graduate School of Medicine）

Pe-043-2 Involvement of endogenous neural precursors in spinal cord of
a rat model of ALS

Speaker：Hitoshi Warita
(Department of Neurology, Tohoku University Graduate
School of Medicine）

Pe-043-3 Dysregulation of neuronal TGF-beta signaling contributes to
neurodegeneration in mutant SOD1 mice

Speaker：Fumito Endo
(Department of Neuroscience and Pathobiology, Research
Institute of Environmental Medicine, Nagoya University）

Pe-043-4 Immunohistochemical analysis of ErbB proteins in mutant
SOD1 transgenic mice

Speaker：Yuji Takahashi
(Department of Neurology, National Center Hospital,
National Center of Neurology and Psychiatry）

Pe-043-5 FUS regulates synapse structure and function at the
neuromascular junctions by Drosophila ALS model

Speaker：Yumiko Azuma
(Department of Neurology, Graduate School of Medical
Science, Kyoto Prefectural University of Medicine）

Pe-043-6 Repeat associated non-ATG translation in Drosophila
C9ALS/FTD model

Speaker：Morio Ueyama
(Department of Degenerative Neurological Diseases,
National Institute of Neuroscience, National Center of
Neurology and Psychiatry）
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Pe-043-7 Motor neuron-specific dynactin-1 knockout mice exhibit ALS-
like neurodegeneration

Speaker：Kaori Kawai
(Department of Neurology, Nagoya University Graduate
School of Medicine）

MND（Basic research 1） 15：30～17：00
Chair：Fumiaki Tanaka (Department of Neurology and Stroke

Medicine, Yokohama City University
Graduate School of Medicine）

Commentator：Matthew Harms (Neurology, Columbia University,
USA）

Pe-044-1 Relationship between ceruloplasmin and glutamate in
amyotrophic lateral sclerosis

Speaker：Noriyuki Shibata
(Department of Pathology, Tokyo Women’s Medical
University）

Pe-044-2 Early- and late-activated microglia show distinct localizations
in ALS spinal cord

Speaker：Shintaro Hayashi
(Department of Neurology, Neurological Institute, Graduate
School of Medical Sciences, Kyushu University／Gunma
Rehabilitation Hospital）

Pe-044-3 Retrograde trans-synaptic tracing of corticomotoneuronal cells
from their target muscles

Speaker：Takae Ohno
(Dept Physiol Teikyo Univ Sch Med）

Pe-044-4 Selective corticospinal direct connections with motoneurons
innervating forearm muscles

Speaker：Noriko Isoo
(Dept. of Physiol., Teikyo Univ., Sch. of Med.）

Pe-044-5 Dissection of mechanisms of neuronal degeneration in
polyglutamine disease

Speaker：Kentaro Sahashi
(Department of Neurology, Nagoya University Graduate
School of Medicine）
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Pe-044-6 Dysregulated Akt signaling pathway in spinal and bulbar
muscular atrophy (SBMA)

Speaker：Madoka Iida
(Nagoya University Graduate school of medicine,
Department of Neurology）

Pe-044-7 Pharmacological blockade of DNA methylation ameliorates
spinal and bulbar muscular atrophy

Speaker：Naohide Kondo
(Nagoya University Graduate School of Medicine,
Department of Neurology）

MND（Basic research 2） 15：30～17：00
Chair：Daisuke Ito (Department of Neurology, Keio University School

of Medicine）
Commentator：Naoki Suzuki (Department of Neurology, Tohoku

University）

Pe-045-1 The characteristic localization of TDP-43 in the neuron
containing mutated SOD1 (C111Y) aggregates

Speaker：Hisae Sumi-akamaru
(Department of Neurology, Graduate School of Medicine,
Osaka University）

Pe-045-2 The functional analysis of TDP-43 by Drosophila ALS model
Speaker：Yukie Kushimura

(Department of Neurology, Kyoto Prefectural University of
Medicine）

Pe-045-3 Mitochondrial fragmentation in TDP-43 depleted cell
Speaker：Gaku Ito

(Department of Neurology, Brain Research Institute, Niigata
University）

Pe-045-4 Fragility of TDP-43 autoregulation facilitates ALS pathology:
an in silico study

Speaker：Akihiro Sugai
(Department of Neurology, Clinical Neuroscience Branch,
Brain Research Institute, Niigata University）
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Pe-045-5 A C-terminal fragment of TDP-43 in exosomes mediates
propagation of ALS pathology

Speaker：Keisuke Abe
(Department of Neurology and Neurological Science,
Graduate school of Medicine, Tokyo Medical and Dental
University）

Pe-045-6 The development of therapeutic intrabody against
misfolded/mislocalized TDP-43 for ALS

Speaker：Yoshitaka Tamaki
(Department of Neurology, Kyoto University Graduate
School of Medicine）

Pe-045-7 The Mechanism of Motor Neuron Degeneration in Ubiquitin
Proteasome System Dysfunction

Speaker：Tomonori Hoshino
(Department of Neurology, Graduate School of Medicine,
Kyoto University）

Myopathy（IBM/Necrotizing myopathy） 15：30～17：00
Chair：Fumiaki Saito (Teikyo University School of Medicine,

Department of Neurology）
Commentator：Satoshi Kuru (Department of Neurology, Suzuka

National Hospital）

Pe-046-1 A FILIPINO-CHINESE WITH INCLUSION BODY
MYOSITIS: A Case of Progressive Bilateral Asymmetric
Weakness

Speaker：Suzanne Marie Q. Ilagan
(St. Luke’s Medical Center Quezon City）

Pe-046-2 Inclusion body myositis with granuloma formation in muscle
tissue

Speaker：Kenji Sakai
(Department of Neurology and Neurobiology of Aging,
Kanazawa University Graduate School of Medical
Sciences）

Pe-046-3 Immune-mediated necrotizing myopathy associated with anti
HMGCR autoantibody- first case in Thailand

Speaker：Sunsanee Pongpakdee
(Neurology division, Department of Medicine, Bhumibol
Adulyadej Hospital, Thailand）
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Pe-046-4 Childhood autoimmune necrotizing myopathy with anti-signal
recognition particle antibodies

Speaker：Yawen Zhao
(Department of Neurology, Peking University First
Hospital）

Pe-046-5 Clinical features of necrotizing autoimmune myopathy
Speaker：Yi Li

(Peking University First Hospital）

Myopathy（Others） 15：30～17：00
Chair：Yutaka Ohsawa (Kawasaki Medical School）
Commentator：Tsuyoshi Matsumura (Department of Neurology,

National Hospital
Organization Toneyama
National Hospital）

Pe-047-1 Recurrent rhabdomyolysis after viral infection
Speaker：Kai-chieh Chang

(National Taiwan University Hospital）

Pe-047-2 Neutral lipid storage disease with myopathy in Chinese
patients

Speaker：Yawen Zhao
(Department of Neurology, Peking University First
Hospital）

Pe-047-3 The results of needle EMG and clinical analysis among 104
patients harboring fibromyalgia syndrome

Speaker：Kenya Nishioka
(Department of Neurology, Juntendo University School of
Medicine）

Pe-047-4 Immunohistochemical observations of L-type calcium channel
in myotonia congenita

Speaker：Takamura Nagasaka
(Dept. of Neurology, Univ. of Yamanashi）

Pe-047-5 GDF15 is a novel biomarkers of mitochondrial diseases
Speaker：Yuying Zhao

(Qilu Hospital of Shandong University）
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Pe-047-6 The effects of glucocorticoid to endomysial microvessels in the
treatment for dermatomyositis

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

Pe-047-7 Dynamics of myokines in the process of muscle atrophy and
reloading in the mouse disuse model

Speaker：Hiroki Hagiwara
(Department of Neurology, Teikyo University School of
Medicine／Department of Medical Science, Teikyo
University of Science）

Metabolic disorders 15：30～17：00
Chair：Isao Hozumi (Gifu Pharmaceutical University, Medical

Therapeutics and Molecular Therapeutics）
Commentator：Ikuko Mizuta (Department of Neurology, Kyoto

Prefectural University of Medicine）

Pe-048-1 Krabbe disease : our firt case in Fann Teaching Hospital,
Sénégal

Speaker：Fode Abass Cisse
(Université Gamal Abdel Nasser）

Pe-048-2 A childhood-onset female case of Fabry disease with
involvement of skeletal muscle

Speaker：Yuying Zhao
(Qilu Hospital of Shandong University）

Pe-048-3 The muscle magnetic resonance imaging changes in collagen
VI related myopathies

Speaker：Jun Fu
(Department of Neurology, Peking University First
Hospital,China）

Pe-048-4 Recurrent metabolic acidosis as initial symptom of Multiple
acyl-CoA dehydrogenase deficiency

Speaker：Wei Lin
(Chang Gung memorial hospital, Linkou）

Pe-048-5 Mitochondrial encephalomyopathy mimicking simple herpes
encephalitis (3 cases)

Speaker：Guang Huang
(Capital Medical University）
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Pe-048-6 Postgastrectomy Wernicke’s Encephalopathy and
Polyneuropathy

Speaker：Wei-chia Tsao
(Departments of Neurology, Kaohsiung Medical University
Hospital and Kaohsiung Medical University, Taiwan）

Pe-048-7 withdrawn

Neuroinfectious diseases 15：30～17：00
Chair：Takayuki Taniwaki (Division of Respirology, Neurology and

Rheumatology, Department of Medicine,
Kurume University of Medicine）

Commentator：Dede Gunawan (Department of Neurology,
Padjadjaran University, Hasan
Sadikin Hospital, Indonesia）

Pe-049-1 Long extensive spinal epidural abscess: an excellent outcome
with medical treatment alone

Speaker：Arpakorn Suengtaworn
(Mahidol university）

Pe-049-2 PREVALENCE OF HIV-ASSOCIATED NEUROCOGNITIVE
DISORDER IN FILIPINO PATIENTS SEEN IN TERTIARY
HOSPITAL

Speaker：Mari Anne Kristin Dale N. Moll
(University of the Philippines- Philippine General Hospital）

Pe-049-3 Atypical general tetanus presentation in elderly
Speaker：Yada Sritumrongsawat

(Roiet hospital）

Pe-049-4 CLINICAL PROFILE AND MANAGEMENT OF TETANUS:
Five-year review of patients in a tertiary hospital

Speaker：Jesi Ellen C. Bautista
(University of the Philippines - Philippine General Hospital）

Pe-049-5 Resistance against ER stress in CD4+T cells of HAM
Speaker：Daisuke Kodama

(Department of Molecular Pathology, Center for Chronic
Viral Diseases, Kagoshima University Graduate School of
Medical and Dental Sciences）
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Epilepsy（Pathophysiology） 15：30～17：00
Chair：Kei-ichiro Takase (Iizuka Hospital, Department of Neurology）
Commentator：Byung-In Lee (Inje University Haeundae Paik Hospital,

Korea）

Pe-050-1 Another Look at Seizures in Multiple Sclerosis
Speaker：Shirin Jamal-omidi

(Tehran University of Medical Sciences）

Pe-050-2 Epilepsy in hereditary diffuse leukoencephalopathy with
axonal spheroids

Speaker：Tomoko Toyota
(Department of Neurology, University of Occupational and
Environmental Health School of Medicine）

Pe-050-3 The EEG analysis of Closed Traumatic brain injury
Speaker：Soyolmaa Puntsag

(Private clinic）

Pe-050-4 A study of symptomatic epilepsy related to ischemic stroke
Speaker：Kei-ichiro Takase

(Iizuka Hospital）

Pe-050-5 Risk and outcomes of diabetes in patients with epilepsy: two
nationwide cohort studies

Speaker：Yi-chun Chou
(Department of Physical Medicine and Rehabilitation, China
Medical University Hospital, Taichung, Taiwan）

Pe-050-6 Altered maturation of GABAergic interneuron contributes
prenatal stress-induced epileptic spasm

Speaker：Kim Dong Woon
(Chungnam National University School of Medicine）

Epilepsy（Treatment） 15：30～17：00
Chair：Masako Kinoshita (Department of Neurology, Utano National

Hospital, National Hospital Organization）
Commentator：Takahiro Mitsueda-Ono (Otsu Red Cross Hospital,

Department of Neurology）

Pe-051-1 Surrogate marker of intracranially recorded ictal DC shifts and
HFOs in human focal epilepsy

Speaker：Masako Daifu
(Department of Neurology, Kyoto University Graduate
School of Medicine）
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Pe-051-2 Focal EEG abnormalities in drug resistant juvenile myoclonic
epilepsy

Speaker：Yu Kitazawa
(Department of Epileptology, Tohoku University Graduate
School of Medicine／Department of Neurology and Stroke
Medicine, Yokohama City University Graduate School of
Medicine）

Pe-051-3 Use of Zonisamide in Refractory Partial Epilepsy in an
Epilepsy Centre in Developing Country

Speaker：Han Bing Chow
(Department of Neurology, Penang General Hospital,
Penang, Malaysia）

Pe-051-4 Repeated, cortical stimulation inhibits cortical epileptic
excitability in human epileptic focus

Speaker：Mitsuyoshi Nakatani
(Department of Neurology, Graduate School of Medicine,
Kyoto University／Department of Neurology, Graduate
School of Medicine, Juntendo University）

Pe-051-5 Future care planning for adults with epilepsy and intellectual
disabilities (EID) in Malaysia

Speaker：Monica, Chen Mun Wo
(Division of Neurology, Department of Medicine,Faculty of
Medicine, University of Malaya, Malaysia）

Pe-051-6 A survey of usage of medications labeled ’do not drive’ among
outpatients in a general hospital

Speaker：Yuto Uchida
(Toyokawa City Hospital）
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Miscellaneous 15：30～17：00
Chair：Jun Kawamata (Department of Neurology, Sapporo Medical

University）
Commentator：Mitsuo Kodama (Department of Neurology,

Federation of National Public
Service Personnel Mutual Aid
Associations Hirakata Kohsai
Hospital）

Pe-052-1 Prevalence and clinical characteristics of primary headache
among the office workers

Speaker：Selenge Enkhtuya
(Mongolian National University of Medical Sciences）

Pe-052-2 Quality of Care in the Recognition and Management ofPain
Syndromes at the ED of a Tertiary Hospital

Speaker：Ma Alma E. Carandang
(University of the East Ramon Magsaysay Memorial
Medical Center Inc.）

Pe-052-3 A Case Series on Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity
Syndrome

Speaker：April Ariane R. Sanchez
(The Medical City）

Pe-052-4 Complexity of human postural control in subjects with
unilateral vestibular hypofunction

Speaker：Li-chi Hsu
(Neurology, Neurological Institute, Taipei VGH／National
Yang-Ming University School of Medicine）

Pe-052-5 Evaluate using of different coma rating scales in Neurological
intensive care unit

Speaker：Yingqiong Xiong
(Jiangxi Provincial People’s Hospital／the Neurological
Institute of Jiangxi Province）

Pe-052-6 Late-onset methylmalonic acidaemia and homocystinuria with
neuropsychiatric presentations

Speaker：Sheng-jun Wang
(Qilu Hospital of Shandong University）
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Pe-052-7 Deep venous thrombosis in patients with neuro-muscular
diseases

Speaker：Makoto Nakajima
(Department of Neurology, Graduate School of Medical
Sciences, Kumamoto University／Division of research for
cerebrovascular disorders, Kumamoto University
Hospital）
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ポスター
(日本語)

5月20日（金）



5月20日(金)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（臨床症状 1） 15：30～17：00
座長：米田 行宏 (兵庫県立尼崎総合医療センター 神経内科）

Pj-081-1 pure dysarthriaとなるラクナ梗塞は多くない
演者：桑原 碧 (帝京大学医学部神経内科）

Pj-081-2 Homolateral ataxia and crural paresisの臨床的特徴：筋力低下
の分布を中心に

演者：松倉 清司 (帝京大学医学部神経内科）

Pj-081-3 急性期脳卒中患者のベッドサイドでの眼球運動評価（第2報）
演者：工藤 洋祐 (横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科）

Pj-081-4 正中縫線核と背側縫線核の障害は脳卒中後うつを生じる
演者：沼沢 祥行 (東京医科歯科大学大学院脳神経病態学分野）

Pj-081-5 脳卒中後の認知・運動機能，抑うつとビタミンD
演者：横山絵里子 (秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

リハビリテーション科）

Pj-081-6 脳血管障害による高次脳機能障害者の頻度について
演者：村田 芳夫 (広島県立障害者リハビリテーションセンター 広島

県高次脳機能センター）

脳血管障害（臨床症状 2） 15：30～17：00
座長：寺澤 英夫 (兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科）

Pj-082-1 視床梗塞により偽性外転神経麻痺を呈した二症例の検討
演者：野村 誠 (帝京大学ちば総合医療センター 神経内科）

Pj-082-2 Medial Longitudinal Fasciculus (MLF) 症候群を呈した急性期
脳梗塞の検討

演者：坂本 至 (岩手県立中央病院）

Pj-082-3 片側ワレンベルグ症候群における中枢性低換気リスク因子の
検討

演者：喜納 里子 (災害医療センター 神経内科）

Pj-082-4 当院におけるWallenberg症候群の23例の臨床的検討
演者：宇佐美恵子 (豊田厚生病院 神経内科）

Pj-082-5 体幹偏倚を呈した延髄梗塞の臨床的特徴
演者：中西 一郎 (和歌山県立医科大学病院紀北分院 内科）
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Pj-082-6 Isolated body lateropulsionで発症した延髄梗塞の特徴
演者：池田 桂 (埼玉医科大学病院 神経内科）

脳血管障害（後方循環） 15：30～17：00
座長：和田 裕子 (川崎医科大学 脳卒中科）

Pj-083-1 Mass effectを伴う広範な小脳梗塞6例の臨床的検討
演者：五十嵐 奨 (横須賀共済病院 神経内科）

Pj-083-2 椎骨動脈解離の画像的検討
演者：池之内 初 (仙台市立病院）

Pj-083-3 前下小脳動脈領域梗塞 7 例の検討
演者：小川 克彦 (日本大学医学部 内科学系 神経内科学分野）

Pj-083-4 延髄内側梗塞－25例の検討
演者：秋本 高義 (日本大学医学部内科学系神経内科学分野）

Pj-083-5 診断までに時間を要した急性期延髄外側梗塞例の特徴につい
て

演者：和田 裕子 (川崎医科大学病院 脳卒中科）

Pj-083-6 延髄梗塞，小脳梗塞と耳性めまいとの判別における，生命徴候
や生化学検査の有用性

演者：佐島 和晃 (近森病院 神経内科）

脳血管障害（病因） 15：30～17：00
座長：永野 恵子 (大阪医療センター脳卒中内科）

Pj-084-1 胸部大動脈ステント内挿術後の脳梗塞合併についての検討
演者：赤岩 靖久 (新潟大学医歯学総合病院 神経内科）

Pj-084-2 放射線照射部位の遅発性血管狭窄により脳梗塞が生じた2例
演者：細木 聡 (田附興風会医学研究所 北野病院 神経内科）

Pj-084-3 心臓血管手術に伴う症候性虚血性脳卒中の発症頻度
演者：波止 聡司 (熊本大学大学院生命科学研究部 先端生命医療科学

部門脳神経科学講座神経内科学分野）

Pj-084-4 睡眠中に発生した脳卒中症例
演者：布村 仁一 (青森県立中央病院 神経内科（脳卒中ケアユニッ

ト））

Pj-084-5 内頸動脈超音波検査を用いた卵円孔開存症の診断
演者：鈴木 綾乃 (獨協医科大学 神経内科 脳卒中部門）
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脳血管障害（危険因子） 15：30～17：00
座長：佐治 直樹 (国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター も

の忘れ外来）

Pj-085-1 脳梗塞の危険因子としての喫煙の意識調査（人間ドック受診
者対象に）

演者：和田 邦泰 (熊本赤十字病院 神経内科）

Pj-085-2 急性期脳梗塞においてsmall dense LDLが及ぼす影響について
の検討

演者：真邊 泰宏 (岡山医療センター 神経内科）

Pj-085-3 高中性脂肪血症は穿通動脈近位部閉塞に関連する
演者：永沼 雅基 (済生会熊本病院 神経内科）

Pj-085-4 コントロール良好糖尿病の脳梗塞/TIAの発症予測因子1,5-
anhydro-D-glucitolの意義

演者：志賀 裕二 (脳神経センター大田記念病院 神経内科）

Pj-085-5 広範な右中大脳動脈領域の脳梗塞における重症度関連因子
演者：髙橋 竜哉 (横浜医療センター 神経内科）

Pj-085-6 ラクナ梗塞患者における右左短絡と脳卒中再発リスクの検討
演者：北野 貴也 (川崎医科大学脳卒中医学）

Pj-085-7 脳梗塞再発例におけるリスク因子と日常生活障害度の解析
演者：野瀬可南子 (福岡大学病院 神経内科）

脳血管障害（病態） 15：30～17：00
座長：野村 栄一 (脳神経センター大田記念病院）

Pj-086-1 病前の独居は脳梗塞患者の受診行動，退院に影響する
演者：菅原恵梨子 (平塚共済病院 神経内科）

Pj-086-2 脳卒中患者のX線写真の大動脈弓部石灰化と超音波での大動
脈複合粥腫病変所見との関連

演者：山口 佳剛 (国立循環器病研究センター 脳血管内科）

Pj-086-3 ヒトにおいて脳動脈狭窄が拡大血管周囲腔の存在を促進する
かについての横断的検討

演者：本田 和弘 (国立国際医療研究センター国府台病院 脳神経内
科）

Pj-086-4 後大脳動脈領域の脳梗塞の検討～視床病変の有無を中心に～
演者：安部 鉄也 (埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中内科）

Pj-086-5 脳梗塞急性期に降圧薬を中止できた症例の臨床特徴
演者：安井 敬三 (名古屋第二赤十字病院 神経内科）
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Pj-086-6 レンズ核線条体領域脳梗塞における初期治療薬の選択と臨床
経過における検討

演者：飯田真太朗 (国立病院機構災害医療センター 神経内科）

MSA（臨床研究） 15：30～17：00
座長：平山 正昭 (名古屋大学医学部保健学科）

Pj-087-1 北海道における多系統萎縮症レジストリ研究：HoRC-MSA
演者：松島 理明 (北海道大学大学院医学研究科神経病態学講座神経

内科学分野）

Pj-087-2 多系統萎縮症の初診時所見の検討
演者：後藤 由也 (東京都立神経病院 脳神経内科）

Pj-087-3 多系統萎縮症と尿酸との関連（病型別の検討）
演者：児矢野 繁 (横浜市立大学医学部神経内科学・脳卒中医学）

Pj-087-4 多系統萎縮症の高次脳機能障害：聴覚的言語性記憶検査を用
いた検討

演者：飛澤 晋介 (東京都立神経病院 脳神経内科）

Pj-087-5 認知機能低下を示す多系統萎縮症の脳内ネットワ－ク解析所
見

演者：原 一洋 (名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科学）

MSA（神経画像） 15：30～17：00
座長：大﨑 康史 (高知大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-088-1 MSA-CにおけるVBM画像を用いた脳萎縮率の評価（第2報）
演者：齊藤 智子 (東京医科大学病院 神経内科）

Pj-088-2 MSA-CにおけるVBM画像を用いた萎縮性変化の評価
演者：田口 丈士 (東京医科大学病院 神経内科学分野）

Pj-088-3 多系統萎縮症のMRI T2*所見 - 鉄沈着におけるMSA-PとMSA-
Cの差違

演者：堀本 佳彦 (名古屋市総合リハビリテーションセンター 神経内
科）

Pj-088-4 多系統萎縮症（MSA-C）における小脳失調と線条体機能の
lateralityについての検討

演者：榊原 聡子 (東名古屋病院 神経内科）

Pj-088-5 多系統萎縮症におけるドパミントランスポーターシンチグラ
フィの検討

演者：上田 健博 (神戸大学大学院医学研究科神経内科学）
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Pj-088-6 多系統萎縮症のDAT Scanによる検討
演者：荒木 俊彦 (川口市立医療センター 神経内科）

Pj-088-7 多系統萎縮症のDaT-SPECTの検討
演者：畠山 知之 (国立病院機構 あきた病院 神経内科）

SCA（臨床研究 1） 15：30～17：00
座長：森野 豊之 (広島大学 原爆放射線医科学研究所分子疫学）

Pj-089-1 Spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3)におけるドパミントラン
スポーターシンチの検討

演者：中尾 洋子 (長崎北病院 神経内科）

Pj-089-2 当院の過去15年間におけるMachado-Joseph病の予後の検討
演者：横関 明男 (脳神経センター阿賀野病院 神経内科）

Pj-089-3 脊髄小脳失調症7型(SCA7)の遺伝子異常と臨床症状の関連に
ついて

演者：足立 芳樹 (松江医療センター 神経内科）

Pj-089-4 嚥下造影検査を用いた脊髄小脳変性症8型の嚥下障害の検討
演者：菅原 三和 (国立病院機構大牟田病院 神経内科）

Pj-089-5 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症における自律神経障害
演者：河村 信利 (河村病院 神経内科）

Pj-089-6 抗甲状腺抗体陽性の脊髄小脳失調症6型と31型における小脳失
調重症度の検討

演者：銭谷 怜史 (東京医科歯科大学 脳神経病態学分野）

Pj-089-7 KIF1Aの新規変異によるSPG30とSCA31とを併せ持つ1家系に
みられた，臨床的遺伝的特徴

演者：長谷川有香 (国立病院機構西新潟中央病院 神経内科）

SCA（臨床研究 2） 15：30～17：00
座長：市川弥生子 (杏林大学医学部 神経内科）

Pj-090-1 脊髄小脳失調症患者における橋底部MRI信号変化と臨床所見
の関連性についての研究

演者：東 美和 (東京医科歯科大学大学院脳神経病態学分野（神経
内科））

Pj-090-2 文章を読み上げる際の眼と声の協調関係 －脊髄小脳変性症
における検討－

演者：寺尾 安生 (東京大学神経内科）
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Pj-090-3 携帯歩行計による小脳性歩行障害の解析
演者：三宅 善嗣 (筑波大学医学医療系神経内科学）

Pj-090-4 脊髄小脳変性症における歩行解析(第二報)
演者：白井 慎一 (北海道大学大学院医学研究科 神経内科学分野）

Pj-090-5 年1回の入院集中リハビリを反復したSCA6の経過
演者：加世田ゆみ子 (広島市立リハビリテーション病院 脳神経内科）

Pj-090-6 脊髄小脳変性症に対するバレニクリン酒石酸塩の治療効果の
検討

演者：他田 正義 (新潟大学脳研究所 神経内科）

Pj-090-7 脊髄小脳変性症でのプリズム順応課題に対するTRH療法の効
果

演者：清水 崇宏 (北里大学医学部神経内科学）

MND（紀伊・治療） 15：30～17：00
座長：駒井 清暢 (国立病院機構医王病院 神経内科）

Pj-091-1 紀伊半島に多発する筋萎縮性側索硬化症剖検例の臨床像
演者：佐々木良元 (国立病院機構 三重病院 神経内科）

Pj-091-2 紀伊半島に多発する筋萎縮性側索硬化症の病理像
演者：三室 マヤ (愛知医科大学病院 加齢医科学研究所 神経病理）

Pj-091-3 和歌山県における筋萎縮性側索硬化症の発症状況と発症関連
遺伝子に関する研究

演者：廣西 昌也 (和歌山県立医科大学 神経内科学講座）

Pj-091-4 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者におけるエダラボンの使用状
況

演者：大浦 真央 (岩手医科大学病院 神経内科・老年科）

Pj-091-5 筋萎縮性側索硬化症におけるモルヒネの有用性の検討
演者：橋本 里奈 (国立病院機構東名古屋病院 神経内科）

Pj-091-6 筋萎縮性側索硬化症患者における呉医療センターでのエダラ
ボン治療経験の報告

演者：神原 智美 (国立病院機構 呉医療センター 神経内科）
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MND（その他） 15：30～17：00
座長：立石 貴久 (飯塚病院 神経内科）

Pj-092-1 筋萎縮性側索硬化症患者おける抗LRP4抗体とその臨床像の検
討

演者：前田 泰宏 (長崎川棚医療センター 神経内科／長崎川棚医療セ
ンター 臨床研究部）

Pj-092-2 球脊髄性筋萎縮症に対する疾患特異的機能評価スケール
（SBMAFRS）の開発

演者：橋詰 淳 (名古屋大学病院 神経内科）

Pj-092-3 免疫グロブリン大量療法単独治療の多巣性運動ニューロパ
チーにおける軸索変性の検討

演者：赤座 実穂 (東京医科歯科大学保健衛生学研究科生命機能情報
解析学分野）

Pj-092-4 平山病類似の病態からミエロパチーが進行したCervical
flection myelopathyの 2症例

演者：田村 暁子 (住友病院 神経内科）

Pj-092-5 平山病における頚椎異常について
演者：横手 顕 (福岡大学病院 神経内科）

Pj-092-6 平山病における血清サイトカインプロファイル解析
演者：別府美奈子 (千葉大学大学院医学研究院 神経内科／千葉大学

大学院医学研究院 分子病態解析学）

筋疾患（封入体筋炎） 15：30～17：00
座長：階堂三砂子 (堺市立総合医療センター 神経内科）

Pj-093-1 当院での過去15年間における封入体筋炎患者の臨床経過
演者：山口 智久 (福井大学病院 神経内科）

Pj-093-2 孤発性封入体筋炎における変形性膝関節症の臨床的特徴
演者：杉江 和馬 (奈良県立医科大学 神経内科）

Pj-093-3 当院で筋生検を行った封入体筋炎の患者数と臨床的特徴
演者：野田 成哉 (名古屋大学病院 神経内科）

Pj-093-4 下腿三頭筋におけるエコー輝度の解離は封入体筋炎に特徴的
である

演者：松井 尚子 (徳島大学病院 神経内科）

Pj-093-5 封入体筋炎（IBM）の治療戦略の検討
演者：湯地 美佳 (鹿児島大学病院 神経内科・老年病学）
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Pj-093-6 孤発性封入体筋炎における抗NT5C1A抗体の病態におよぼす
影響

演者：俵 望 (熊本大学大学院生命科学研究部 神経内科学分野）

Pj-093-7 次世代シークエンサーを用いた封入体筋炎のミトコンドリア
遺伝子の検索

演者：平松 有 (鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科神経内科・老
年病学）

筋疾患（自己免疫性） 15：30～17：00
座長：藤村 晴俊 (国立病院機構刀根山病院 臨床研究部）

Pj-094-1 当院で経験した炎症性筋疾患の臨床的特徴と治療導入の実際
演者：小林 千夏 (信州大学医学部附属病院 脳神経内科，リウマチ・

膠原病内科）

Pj-094-2 当院での自己免疫性筋疾患の検討
演者：白藤 法道 (福井大学病院 神経内科）

Pj-094-3 抗ARS抗体陽性筋炎の臨床病理学的検討
演者：中山 宜昭 (和歌山県立医科大学 神経内科）

Pj-094-4 抗cytoplasmic 5’-nucleotidase 1A(cN1A)抗体陽性筋疾患の臨
床的特徴

演者：川添 僚也 (国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
病院 神経内科）

Pj-094-5 抗MDA5抗体陽性筋炎の臨床像の検討
演者：平 賢一郎 (東京大学病院 神経内科）

Pj-094-6 抗HMGCR抗体陽性筋症の臨床病理学的検討
演者：萬 翔子 (和歌山県立医科大学 神経内科）

Pj-094-7 抗Mi-2抗体陽性ミオパチーの臨床病理学的検討
演者：江浦 信之 (奈良県立医科大学 神経内科学）

筋疾患（筋炎） 15：30～17：00
座長：森 まどか (国立精神・神経医療研究センター 神経内科）

Pj-095-1 末梢血リンパ球の表現型および動態解析による皮膚筋炎と多
発筋炎の比較研究

演者：下島 恭弘 (信州大学医学部脳神経内科，リウマチ・膠原病内科）

Pj-095-2 皮膚筋炎初期において筋炎特異抗体別に発現する分子の網羅
的検討

演者：内尾 直裕 (東京大学病院 神経内科）
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Pj-095-3 多発性筋炎/皮膚筋炎患者の血清CK値が正常化するのに要す
る治療期間の検討

演者：西村 洋昭 (北海道大学病院 神経内科）

Pj-095-4 抗SRP抗体陰性免疫介在性壊死性ミオパチー2例の臨床，病理
学的検討

演者：梶川 駿介 (大阪赤十字病院 神経内科）

Pj-095-5 抗SRP抗体陽性筋症7例の臨床・病理組織像と治療経過の検討
演者：本田 真也 (山口大学大学院医学系研究科 神経内科学）

Pj-095-6 抗SRP抗体陽性筋症の臨床病理学的特徴
演者：中西 浩隆 (名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科）

筋疾患（その他） 15：30～17：00
座長：中野 智 (大阪市立総合医療センター 神経内科）

Pj-096-1 シェーグレン症候群における筋症の臨床的，病理組織学的特
徴の検討

演者：平田 浩聖 (東京医科歯科大学 脳神経病態学分野）

Pj-096-2 ANCA関連血管炎に伴う筋病変の検討
演者：越前 康明 (名古屋医療センター 神経内科）

Pj-096-3 サルコイド慢性ミオパチー/肉芽腫性筋炎は，筋ジストロ
フィーに似た筋罹患選択性がある

演者：大矢 寧 (国立精神・神経医療研究センター 病院 神経内科）

Pj-096-4 腸腰筋膿瘍の成因についての検討
演者：高岡 賢 (JAとりで総合医療センター）

Pj-096-5 抗NT5C1A抗体の筋毒性検討
演者：興梠 舞 (熊本大学大学院神経内科生命科学研究部神経内科

学分野）

代謝性疾患 1 15：30～17：00
座長：森本 展年 (香川県立中央病院神経内科）

Pj-097-1 成人型Krabbe病の病初期における画像および電気生理学的所
見についての検討

演者：光武 明彦 (東京大学医学部附属病院神経内科）

Pj-097-2 POLR3A関連白質ジストロフィーの姉妹例
演者：古川 宗磨 (トヨタ記念病院）
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Pj-097-3 成人型ニーマン・ピック病C型兄弟例のHPBCD髄注療法: 1年
間の報告

演者：崎山 快夫 (自治医科大学附属さいたま医療センター 神経内
科）

Pj-097-4 神経フェリチン症のパーキンソニズム，不随意運動に対する
治療の検討

演者：中澤 謙介 (横浜市立大学附属市民総合医療センター 神経内
科）

Pj-097-5 頸部痛を主訴とせず来院したCrowned dens syndromeの3症例
演者：渡辺有希子 (城西病院 内科）

Pj-097-6 Crowned Dens Syndrome (CDS) 35 症例の臨床的解析
演者：高橋 輝行 (青和クリニック 神経内科）

代謝性疾患 2 15：30～17：00
座長：北口 浩史 (財団法人倉敷中央病院 神経内科）

Pj-098-1 溶血性尿毒症症候群に脳症を発症した2例の臨床的検討
演者：梶 有貴 (筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 総

合病院水戸協同病院 神経内科／筑波大学附属病
院水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同
病院 総合診療科）

Pj-098-2 カルシウム代謝異常による神経・精神症状
演者：川上 英孝 (吹田徳州会病院 神経内科）

Pj-098-3 低血糖性脳症における臨床的特徴・MRI所見の検討
演者：榊原 健二 (名古屋医療センター 神経内科）

Pj-098-4 高アンモニア血症を示し，肝内肝外シャントを認めなかった
代謝性脳症の臨床的検討

演者：林 紗葵 (京都博愛会病院 神経内科）

Pj-098-5 アルコール性ペラグラの頻度，特徴，予後
演者：平賀 陽之 (千葉労災病院 神経内科）

Pj-098-6 アルコール依存症に関連した意識障害における急性期治療の
介入について

演者：北見真喜子 (東京都立松沢病院 神経内科）

- 404 -

英語演題 日本語演題

20
日
(金
)ポ
ス
タ
ー

（
日
本
語
）



代謝性疾患 3 15：30～17：00
座長：山下 太郎 (熊本大学医学部附属病院 神経内科（アミロイドーシ

ス診療体制構築事業））

Pj-099-1 高度な脳内石灰化を認めたアルツハイマー病高齢者の剖検例
演者：岩瀬 環 (名古屋市厚生院 神経内科）

Pj-099-2 橋中心髄鞘崩壊症と橋外髄鞘崩壊症についての臨床的検討
演者：大井 長和 (京都博愛会病院 神経内科）

Pj-099-3 外眼筋肥大による眼瞼下垂で発症した老人性全身性アミロイ
ドーシス

演者：井上 智之 (都立神経病院 脳神経内科）

Pj-099-4 Laser microdissectionを用いたアミロイドーシス沈着病態解
析への応用

演者：矢崎 正英 (信州大学バイオメディカル研究所）

Pj-099-5 ミトコンドリア遺伝子ND6に変異を認めた両側線条体壊死症
の2家系3症例の検討

演者：平柳 公利 (群馬大学大学院 医学系研究科 脳神経内科学）

Pj-099-6 次世代シークエンサーを用いたミトコンドリア病の原因遺伝
子の同定

演者：岡本 裕嗣 (鹿児島大学大学院歯学総合研究科 神経内科）

神経感染症（ウイルス） 15：30～17：00
座長：喜多也寸志 (兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科）

Pj-100-1 Epstein-Barrウイルス脳炎5例の臨床経過と治療反応性の検討
演者：板谷早希子 (東京医科歯科大学大学院脳神経病態学分野 (神経

内科)）

Pj-100-2 Small vessel multifocal vasculopathyを呈した帯状疱疹脳炎の2
症例

演者：下畑 光輝 (信楽園病院 神経内科）

Pj-100-3 当科における水痘・帯状疱疹ウイルス髄膜炎8例の検討
演者：日出山拓人 (東京逓信病院 神経内科）

Pj-100-4 帯状疱疹関連運動障害患者のMRI画像の検討
演者：新出 明代 (天理よろづ相談所病院 神経内科）

Pj-100-5 ウイルス感染に伴う多発脳神経障害4例の臨床的検討
演者：原 敦 (JCHO神戸中央病院 神経内科）

Pj-100-6 無菌性髄膜炎の入院期間長期化に係わる因子の検討
演者：森本 優子 (社会医療法人近森会 近森病院）
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神経感染症（細菌・結核） 15：30～17：00
座長：石川 晴美 (独立行政法人国立病院機構埼玉病院 神経内科）

Pj-101-1 Paradoxical reactionがみられた結核性髄膜炎の2症例
演者：関 香奈子 (帝京大学ちば総合医療センター）

Pj-101-2 細菌性髄膜炎急性期における頭蓋内出血合併例の検討
演者：朝川美和子 (金沢大学大学院 脳老化・神経病態学(神経内科

学)）

Pj-101-3 Listeria monocytogenesによる細菌性髄膜炎の臨床的特徴の検
討

演者：関根 彰子 (群馬大学医学部附属病院 脳神経内科）

Pj-101-4 細菌性髄膜炎，脳膿瘍における髄液細菌遺伝子検査の有用性
の検討

演者：浦 茂久 (旭川赤十字病院 神経内科）

Pj-101-5 中枢神経系細菌感染症に対するセフトリアキソン使用に伴う
胆嚢内偽胆石形成の検討

演者：塚越 設貴 (群馬大学大学院医学系研究科脳神経内科学）

Pj-101-6 成人の肺炎球菌性髄膜炎ではいつまで抗菌薬投与が必要か？
演者：大嶋 理 (倉敷中央病院 神経内科）

神経感染症（プリオン・レトロウイルス） 15：30～17：00
座長：松浦 英治 (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-102-1 GSS(P102L)の一家系における臨床像の多様性と小脳磁気刺激
を用いた障害部位の検討

演者：羽尾 曉人 (東京逓信病院 神経内科）

Pj-102-2 クロイツフェルト・ヤコブ病におけるMRI拡散強調像の意義
演者：金子 厚 (北里大学医学部 神経内科学）

Pj-102-3 コドン 232遺伝子異常が確認されたクロイツフェルトーヤコ
ブ病の病理解剖例

演者：横井 風兒 (成田記念病院 神経内科）

Pj-102-4 HIV関連認知障害における髄液ネオプテリンとギャンブリン
グ課題は病勢を反映する

演者：西川 典子 (愛媛大学病院 薬物療法・神経内科）

Pj-102-5 鹿児島県一般人口におけるHTLV-1感染率の推計，および各種
疾患におけるHTLV-1感染率

演者：松浦 英治 (鹿児島大学病院 神経内科・老年病学）
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Pj-102-6 入院時歩行不能状態にあったHTLV－1関連脊髄症の臨床的検
討

演者：原 健太朗 (熊本大学病院 神経内科）

Pj-102-7 HAM患者に対するメチルプレドニゾロンパルス療法および後
療法の有効性

演者：玉木 慶子 (福岡大学 神経内科）

神経感染症（真菌・梅毒） 15：30～17：00
座長：鎌田 正紀 (香川大学医学部附属病院 神経難病講座）

Pj-103-1 難聴を伴ったクリプトコッカス性髄膜炎の検討
演者：青山 淳夫 (島根県立中央病院）

Pj-103-2 中枢神経系真菌感染症の臨床的特徴と予後
演者：佐藤 充人 (信州大学病院 脳神経内科・リウマチ膠原病内科）

Pj-103-3 真菌性髄膜炎の診断における髄液β-Dグルカンの有用性の検
討

演者：鵜沼 敦 (日本赤十字社医療センター）

Pj-103-4 神経梅毒の治療指標・治療反応性予測指標に関する後方視的
検討

演者：佐藤 武文 (東京医科歯科大学大学院 脳神経病態学分野）

Pj-103-5 当院における神経梅毒7例の検討
演者：鎌田 正紀 (香川大学医学部 神経難病講座）

Pj-103-6 当院における神経梅毒17例の臨床的特徴の検討
演者：松野 淳洋 (長野赤十字病院 神経内科）

てんかん（臨床研究） 15：30～17：00
座長：溝渕 雅広 (中村記念病院 神経内科）

Pj-104-1 Lateralized Periodic Dischargeを呈したNCSEの治療後に脳萎
縮を認めた2症例

演者：和田 一孝 (天理よろづ相談所病院 神経内科）

Pj-104-2 複雑幻視を呈した非痙攣性てんかん重積状態の2例
演者：山崎 舞子 (横浜市立市民病院 神経内科）

Pj-104-3 免疫学的機序が疑われた高齢初発てんかんの3例
演者：山本 明史 (JCHO九州病院 神経内科）

Pj-104-4 成人期に痙攣を初発したMELAS4例の臨床的検討
演者：下田 浩 (横須賀共済病院）
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Pj-104-5 脳卒中後のlate seizureの検討
演者：鈴木淳一郎 (トヨタ記念病院 神経内科）

Pj-104-6 痙攣時間の短い痙攣患者における，痙攣重積（間欠型）に対す
る病院前予測因子の検討

演者：佐藤謙一郎 (国立国際医療研究センター病院 神経内科）

てんかん（臨床研究・治療） 15：30～17：00
座長：山崎 正博 (社会医療法人近森会近森病院 神経内科）

Pj-105-1 高齢発症てんかん重積に対する長時間ビデオ脳波記録の有用
性

演者：横井 克典 (安城更生病院 神経内科）

Pj-105-2 頭皮脳波で検出困難な発作間欠期てんかん性放電の特徴と脳
磁図の有用性

演者：徳重 真一 (東京大学大学院医学系研究科 神経内科）

Pj-105-3 低酸素脳症における頭皮上脳波所見と超低周波活動（infraslow
activity）の検討

演者：十河 正弥 (京都大学大学院医学研究科 臨床神経学）

Pj-105-4 成人てんかんの抗てんかん薬治療反応性
演者：田中 章浩 (京都府立医科大学大学院医学研究科神経内科学）

Pj-105-5 救急室での痙攣重積に対する経口投与によるレベチラセタム
急速飽和療法

演者：傳 和眞 (京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科）

Pj-105-6 てんかん重積治療におけるレベチラセタム投与の有効性の検
討

演者：桃尾 隆之 (平塚共済病院 神経内科）

Pj-105-7 ホスフェニトインとレベチラセタム併用療法の有効性
演者：難波 雄亮 (沖縄県立中部病院）

てんかん・運動異常症 15：30～17：00
座長：宮本 亮介 (徳島大学病院 神経内科）

Pj-106-1 脳波判読セミナーのアンケート調査からの脳波教育の現状解
析;過去5年間の実態とニーズ

演者：谷岡 洸介 (京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座
臨床神経学）

Pj-106-2 半年間の当院てんかん診療の調査 - 見過ごされている高齢者
のてんかん

演者：加藤 量広 (石巻赤十字病院）
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Pj-106-3 BAFMEにおけるPET画像上の特徴
演者：村井 智彦 (京都大学大学院医学研究科 臨床神経学）

Pj-106-4 日本における発作性運動誘発性舞踏アテトーゼ（PKD）にお
けるPRRT2遺伝子の変異解析

演者：黒滝 直弘 (長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専
攻展開医療科学講座 精神神経科）

Pj-106-5 Ketogenic dietが有効な不随意運動：GLUT-1欠損症症候群に
よるジスキネジア

演者：小出 泰道 (小出内科神経科／静岡てんかん・神経医療セン
ター）

難病医療（臨床研究 1） 15：30～17：00
座長：川本 未知 (神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科）

Pj-107-1 呼吸サポートチーム活動と筋萎縮性側索硬化症患者の動向
演者：木村 英紀 (都立神経病院 脳神経内科／都立神経病院 呼吸サ

ポートチーム）

Pj-107-2 TPPVを希望しないALS患者における終末期医療の現状につ
いて

演者：山下 哲司 (熊本再春荘病院）

Pj-107-3 神経内科を標榜する療養型病床における神経難病患者の入院
受入状況

演者：織田 雅也 (微風会ビハーラ花の里病院 神経内科）

Pj-107-4 経腸栄養法を行った神経筋疾患患者の在院日数に関与する因
子の検討

演者：村田眞由美 (東邦大学医療センター大橋病院 神経内科）

Pj-107-5 開放型病床を用いた脳神経系疾患患者の診療
演者：荒川 千晶 (東京都済生会中央病院 総合診療内科）

Pj-107-6 神経難病患者におけるスコポラミン軟膏使用時の安全性と有
効性について

演者：阿久津二夫 (北里大学医学部 神経内科学）

難病医療（在宅） 15：30～17：00
座長：荻野 裕 (国立病院機構箱根病院 神経内科）

Pj-108-1 農山村地域における神経難病の在宅診療
演者：矢澤 正信 (富士見高原病院 内科・神経内科）

Pj-108-2 訪問診療における神経疾患と診療状況
演者：武田 貴裕 (東京女子医科大学病院 神経内科）
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Pj-108-3 神経難病疾患における在宅診療の問題点 -事例検討を中心に-
演者：西郷 和真 (近畿大学医学部附属病院 在宅難病支援センター／

近畿大学医学部附属病院 神経内科／近畿大学総合
理工学大学院遺伝カウンセラー養成課程）

Pj-108-4 CNT progressを通じた在宅指標ザイタクスの展望
演者：佐藤慶史郎 (聖隷浜松病院 神経内科）

Pj-108-5 筋萎縮性側索硬化症の在宅医療における考察
演者：馬木 良文 (医療法人 あおぞら内科）

Pj-108-6 本院における在宅同行訪問事業を活用した筋萎縮性側索硬化
症患者の在宅支援について

演者：三井 良之 (近畿大学病院 神経内科／近畿大学病院 難病患者
在宅医療支援センター）

Pj-108-7 在宅筋萎縮性側索硬化症患者への災害対策アンケート調査
演者：溝口 功一 (静岡富士病院 神経内科）

難病医療（合併症・支援機器） 15：30～17：00
座長：冨田 仁美 (愛媛県立中央病院 神経内科）

Pj-109-1 スモン患者におけるSEIQoL-DWを用いたQOLの検討
演者：花岡 拓哉 (大分大学医学部神経内科学講座）

Pj-109-2 慢性期神経筋疾患での尿路結石と胆石の検討
演者：坂井 研一 (南岡山医療センター 神経内科）

Pj-109-3 長期療養神経筋疾患患者における急性胆管炎・胆嚢炎
演者：石田 千穂 (医王病院 神経内科）

Pj-109-4 長期療養入院中の経口摂取困難な神経難病患者への嚥下リハ
ビリの実際

演者：高橋 和也 (医王病院 神経内科）

Pj-109-5 神経難病患者に対する視線入力装置を用いたコミュニケー
ション支援

演者：日根野晃代 (諏訪赤十字病院 神経内科／信州大学医学部脳神経
内科，リウマチ・膠原病内科）

Pj-109-6 神経疾患における希少疾病用医療機器の指定及び承認状況
演者：中村 治雅 (国立精神・神経医療研究センター 臨床研究支援部

支援室）
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難病医療（臨床研究 2） 15：30～17：00
座長：影山 恭史 (兵庫県立尼崎総合医療センター 神経内科）

Pj-110-1 神経筋難病患者の通信端末利用に関する調査
演者：尾方 克久 (国立病院機構東埼玉病院 臨床研究部／神経内科）

Pj-110-2 徳島県難病患者における就労状況の現状と課題
演者：石田 光代 (伊月病院 医療情報部／徳島大学病院 神経内科）

Pj-110-3 精神科病棟に入院した神経内科からの紹介患者についての分
析

演者：鈴木由希子 (大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室）

Pj-110-4 Duchenne型筋ジストロフィーに対する電動歯ブラシを用いた
口腔ケア

演者：池田 篤平 (金沢大学病院 脳老化・神経病態学（神経内科）／
NHO 医王病院 神経内科）

Pj-110-5 当院にて胃瘻造設を行ったパーキンソン病関連疾患患者に関
する後ろ向き調査-第1報-

演者：野原千洋子 (東京都保健医療公社荏原病院 神経内科）

Pj-110-6 セーフティネット領域におけるNST/RSTの有効性の検討
演者：永石 彰子 (長崎川棚医療センター 神経内科）
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