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5月21日(土)ポスター(英語)

ポスター会場（国際展示場 3号館1F）

CVD（Medical treatment 2） 13：00～14：30
Chair：Haruko Yamamoto (Center for Advancing Clinical and

Translational Sciences）
Commentator：Shigen Kasakura (Department of Stroke Treatment,

Shonan Kamakura General
Hospital）

Pe-053-1 Effects of Fluvastatin on sICAM-1 , hs-CRP Level in Patients
with Subarachnoid Hemorrhage

Speaker：Cao Wenfeng
(The neurology institute of Jiangxi Province／Jiangxi
Provincial People’s Hospital）

Pe-053-2 Safety and Outcome of IV Thrombolysis for Acute Stroke in
Patients with Negative Brain Imaging

Speaker：Peyman Shirani
(State University of New York at Buffalo）

Pe-053-3 Effect of Admission Hyperglycemia on the Functional outcome
of Patients with Acute Ischemic Stroke

Speaker：Gemmalynn B. Sarapuddin
(The Medical City）

Pe-053-4 Effects of Tranexamic Acid on Hematoma Volume in Patients
with Hypertensive Intracerebral Hemorrhage

Speaker：Ma. Daisy P. Tabuena
(Iloilo Mission Hospital）

Pe-053-5 PREDICTORS OF SIGNIFICANT CAROTID STENOSIS
AMONG PATIENTS UNDERGOING CAROTID DUPLEX
ULTRASONOGRAPHY

Speaker：Maria Angelica M. Geronimo
(The Medical City, Philippines）

Pe-053-6 Men with primary OSA have a higher degree of a Neurological
Condition than women of same age group

Speaker：Edith Mensah-osman
(EENA Comprehensive Neurology and Sleep Center）
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Pe-053-7 Challenges of a Comprehensive Neurology & Sleep Center-
from Setup to Reimbursements

Speaker：Mensah-osman Edith
(EENA Comprehensive Neurology and Sleep Center）

CVD（Epidemiology/Risk factors） 13：00～14：30
Chair：Shinichi Takahashi (Department of Neurology, Keio University

School of Medicine）
Commentator：Shutaro Takashima (Department of Neurology,

Toyama University Hospital）

Pe-054-1 Validation of the Filipino Version of National Institute of Health
Stroke Scale

Speaker：Ela A. Barcelon
(Philippine General Hospital）

Pe-054-2 withdrawn
Pe-054-3 Pattern and Risk Factors of Stroke in a District Hospital of

Johor, Malaysia
Speaker：Yang Liang Boo

(Department of Medicine, Hospital Enche’ Besar Hajjah
Khalsom, Kluang, Johor, Malaysia）

Pe-054-4 Patient-level and hospital-level determinants of rehabilitation
during acute stroke care in Taiwan

Speaker：Vinchi Wang
(Neurological Center, Cardinal Tien Hospital, New Taipei
City, Taiwan／School of Medicine, College of Medicine, Fu-
Jen Catholic University, Xinzhuang District, New Taipei
City, Taiwan）

Pe-054-5 Stroke Awareness and Attitude in the Urban Population: Are
we on target?

Speaker：Rosemarylin L. Or
(The Medical City）
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Pe-054-6 Rasch analysis to validate the European Health Literacy
Survey Questionnaire in patients with stroke

Speaker：Wen-hsuan Hou
(Master Program in Long-Term Care, College of Nursing,
Taipei Medical University／School of Gerontology Health
Management, College of Nursing,Taipei Medical
University, Taipei, Taiwan／Department of Physical
Medicine and Rehabilitation, Taipei Medical University
Hospital, Taipei, Taiwan）

PD（Animal model） 13：00～14：30
Chair：Shigeki Arawaka (Department of Neurology, Hematology,

Metabolism, Endocrinology, and
Diabetology. Yamagata University Faculty
of Medicine）

Commentator：Hiroo Yamaguchi (Kyushu University Graduate
School of Medicine, Neurological
Institute, Department of
Neurology）

Pe-055-1 Establishment of 6-OHDA induced-parkinsonian model rat
with chimeric GFP+ bone marrow

Speaker：Syuuichirou Suzuki
(Department of Neurology, School of Medicine, Sapporo
Medical University）

Pe-055-2 Expression of mRNA for adenosine A2A receptor in rat model
of levodopa-induced dyskinesia

Speaker：Mitsuaki Oki
(Department of Neurology, Kansai Medical University）

Pe-055-3 Temporarily restricted expression of alpha-synuclein using
Tet-off system to establish PD mice model

Speaker：Hiroo Yamaguchi
(Department of Neurology, Neurological Institute, Graduate
school of Medical Sciences, Kyushu University）

Pe-055-4 Can exercise modify Parkinson’s disease?-using a new mouse
model of Parkinson’s disease-

Speaker：Shinya Okuda
(Department of Neurology, Graduate School of Medicine,
Kyoto University）

- 331 -

（
英
語
）

21
日
(土
)ポ
ス
タ
ー



Pe-055-5 Pathological role of GBA2 in GBA1-deficient neuronopathic
Gaucher’s disease model of medaka

Speaker：Etsuro Nakanishi
(Department of Neurology, Graduate School of Medicine,
Kyoto University）

Pe-055-6 Oxidative stress and iron accumulation in the brain of the
Zitter rat

Speaker：Taro Kadoaki
(Department of Neurology, Dokkyo Medical University／
Department of Neuroimmunology, Medical University of
Vienna／Department of Histology and Neurobiology,
Dokkyo Medical University）

Pe-055-7 Neurotoxic roles of astrocytic gap junctional protein connexins
30 in MPTP toxicity

Speaker：Atsushi Fujita
(Department of Neurology, Neurological Institute, Graduate
school of Medical Sciences, Kyushu University）

PD（Basic research 1） 13：00～14：30
Chair：Takao Mitsui (Tokushima National Hospital）
Commentator：Taku Hatano (Department of Neurology, Juntendo

University, School of Medicine）

Pe-056-1 Mutations of a mitochondrial protein CHCHD2 lead to
Parkinson’s disease-like phenotypes

Speaker：Hongrui Meng
(Research institute for diseases of old age, Juntendo
University Graduate School of Medicine）

Pe-056-2 PD-linked mutation in DNAJC13 causes specific trafficking
defect in endosomal pathway

Speaker：Shun Yoshida
(Division of Neurology, Department of Neuroscience &
Sensory Organs, Tohoku University Graduate School of
Medicine）

Pe-056-3 Parkin is involved in miR 132 processing
Speaker：Takao Mitsui

(Department of Neurology, Tokushima National Hospital／
Department of Clinical Reserch, Tokushima National
Hospital）
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Pe-056-4 Regulation of Parkin/ChPF expression
Speaker：Yukiko Maki

(Department of Clinical Research, Tokushima National
Hospital）

Pe-056-5 The autophagy-related chemical screening using a GFP-LC3
HeLa stable cell line

Speaker：Kazuoki Hirano
(Department of Neurology, Juntendo University Graduate
School of Medicine）

Pe-056-6 Post-transcriptional DNA methylation regulate adenosine A2a
receptor protein with istradefylline

Speaker：Naomi Kanzato
(Department of Neurology, Okinawa Prefectural Nanbu
Medical Center & Children’s Medical Center）

Pe-056-7 Mirtazapine protects dopaminergic neurons via astrocytes
Speaker：Ikuko Miyazaki

(Dept. of Medical Neurobiology, Okayama Univ. Grad. Sch. of
Med., Dent. and Pharmaceut. Sci.／Dept. of Brain Sci.,
Okayama Univ. Grad. Sch. of Med., Dent. and Pharmaceut.
Sci.）

PD（Basic research 2） 13：00～14：30
Chair：Tetsuya Takahashi (Department of Clinical Neuroscience and

Therapeutics, Hiroshima University）
Commentator：Takafumi Hasegawa (Division of Neurology,

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

Pe-057-1 The structure analysis for alpha-synuclein and Lewy bodies
with synchrotron radiation

Speaker：Katsuya Araki
(Department of Neurology, Osaka University Graduate
School of Medicine）

Pe-057-2 The mechanism of aberrant calcium release from IP3 receptor
by intraneural alpha-synuclein oligomers

Speaker：Kenji Yamamoto
(Department of Neurology, Utano National Hospital／
Clinical Research Center, Utano National Hospital）
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Pe-057-3 cell-surface expression of dopamine transporter facilitates the
uptake of alpha-synuclein

Speaker：Junpei Kobayashi
(Department of Neurology, Tohoku University School of
Medicine）

Pe-057-4 Regulation and stress-induced reaction of Ser129
phosphorylated alpha-synuclein

Speaker：Hiroyasu Sato
(Department of Neurology, Hematology, Metabolism,
Endocrinology and Diabetology, Yamagata University
Faculty of Medicine）

Pe-057-5 TRPV1 stimulation modulates predisposition of alpha-
synuclein to autophagy-mediated degradation

Speaker：Tsubasa Takizawa
(Department of Neurology, Keio University School of
Medicine）

Pe-057-6 Deficiency of lysosomal enzymes leads to an increase in
insoluble alpha-synuclein

Speaker：Yasuyo Suzuki
(Department of Genetics, Institute for Developmental
Research, Aichi Human Service Center）

Pe-057-7 Decreased motility in glial cell-specific expression of mutated
Parkin

Speaker：Taku Arano
(Center for Genomic and Regenerative Medicine, Juntendo
University）

Parkinsonism（Basic research） 13：00～14：30
Chair：Wataru Satake (Div Neurol, Kobe Univ）
Commentator：Yosuke Taruno (Department of Neurology, Kyoto

University graduate School of
Medicine）

Pe-058-1 The role of microRNA in the pathogenesis of Parkinsons
disease

Speaker：Mu Hui Fu
(Department of Neurology, Chung Gung Memorial Hospital,
Kaohsiung Medical Center／Institute of Basic Medical
Sciences, College of Medicine, National Cheng Kung
University, Tainan, Taiwan.）
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Pe-058-2 Glucocerebrosidase deficiency accelerates the propagation of
alpha-Synuclein pathology

Speaker：Norihito Uemura
(Department of Neurology, Kyoto University Graduate
School of Medicine）

Pe-058-3 Parkinson’s disease-associated mutations of PLA2G6 alters the
phospholipid dynamics

Speaker：Akio Mori
(Department of Neurology, Juntendo University School of
Medicine）

Pe-058-4 HDAC1/2 isoform specific inhibitor for suppression of
Parkinson’s disease progression

Speaker：Chi-jing Choong
(Department of Neurology, Osaka University）

Pe-058-5 Activation of caspase-9 in the neuronal and glial elements in
dementia with Lewy bodies

Speaker：Yasuhiro Kawamoto
(Department of Neurology, Rakusaishimizu Hospital）

Pe-058-6 Evaluation of pathological alpha-synuclein deposits in multiple
system atrophy

Speaker：Seiji Kaji
(Department of Neurology, Kyoto University Graduate
School of Medicine）

MS（Clinical research） 13：00～14：30
Chair：Takuya Matsushita (Department of Neurology, Kyushu

University）
Commentator：Shin Hisahara (Department Neurology, Sapporo

Medical University）

Pe-059-1 The epidemiology of multiple sclerosis in a Mongolian cohort: a
descriptive study

Speaker：Shuren S. Dashzeveg
(SHURMED neurology clinic／Mongolian National
University of Medical Science／Mongolian Neurological
Society／Faculty of Medicine (Neurology) UBC Hospital,
University of British Columbia Vancouver, BC. Canada）
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Pe-059-2 Differences in brain MRI features between Japanese and
Caucasian patients with multiple sclerosis

Speaker：Yuri Nakamura
(Department of Neurology, Neurological Institute, Graduate
School of Medical Sciences, Kyushu University）

Pe-059-3 Humoral response against host-mimetic epitopes of
Mycobacterium paratuberculosis in MS patients

Speaker：Davide Cossu
(Juntendo University）

Pe-059-4 Remyelination activity visualized with Myelin Map in
Fingolimod-treated multiple sclerosis patients

Speaker：Mariko Tanikawa
(Department of Neurology, Keio University School of
Medicine）

Pe-059-5 Clinical and genetic factors associated with disability in
Japanese patients with multiple sclerosis

Speaker：Takuya Matsushita
(Department of Neurology, Graduate School of Medical
Sciences, Kyushu University）

Pe-059-6 Cost and treatment patterns for multiple sclerosis based on a
health insurance claims database

Speaker：Mieko Ogino
(Kitasato University School of Medicine, Research and
Development Center for New Medical Frontiers,
Department of Comprehensive Medicine, Division of
Integrated Care and Whole Person Care）

Central autoimmune diseases（Autoantibody） 13：00～14：30
Chair：Yuji Kawano (NHO Omuta hospital）
Commentator：Kazunori Nanri (Department of Neurology, Tokyo

Medical University Hachioji
Medical Center）

Pe-060-1 withdrawn
Pe-060-2 An Uncommon Presentation of Anti-LGI1 Limbic Encephalitis

Speaker：Tayanan Srisupaolan
(Siriraj hospital, Mahidol university）

- 336 -

英語演題 日本語演題

21
日
(土
)ポ
ス
タ
ー

（
英
語
）



Pe-060-3 Chorea and Parkinsonism associated with antibodies to
IgLON5: a case report

Speaker：Haitao Ren
(Department of neurology,Peking Union Medical College
Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences）

Pe-060-4 Significance of cell-based assay in possible autoimmune
encephalitis or related disorders: Part I

Speaker：Naomi Tominaga
(Department of Neurology, Kitasato University School of
Medicine）

Pe-060-5 Significance of cell-based assay in possible autoimmune
encephalitis or related disorders: Part II

Speaker：Juntaro Kaneko
(Department of Neurology, Kitasato University School of
Medicine）

Central autoimmune diseases（Others） 13：00～14：30
Chair：Hirofumi Ochi (Department of Neurology and Geriatric

Medicine, Ehime University Graduate School
of Medicine）

Commentator：Hiroyuki Onoue (Department of Neurology, Dokkyo
Medical University Koshigaya
Hospital）

Pe-061-1 MOG antibody-positive clinically isolated syndrome: a case
report

Speaker：Jiaxing Cheng
(Department of Neurology, Brain Center, Northern Jiangsu
Province Hospital, Affiliated to Yangzhou University）

Pe-061-2 Clinical and neuroimaging features of patients with MOG
antibody-positive NMOSD

Speaker：Xiaohua Gu
(Department of Intensive Care Unit, Northern Jiangsu
Province Hospital, Affiliated to Yangzhou University）

Pe-061-3 Co-existing Autoimmune Diseases in Neuromyelitis Optica
Spectrum Disorder and Multiple Sclerosis

Speaker：Jyh Yung Hor
(Department of Neurology, Penang General Hospital,
Penang, Malaysia）
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Pe-061-4 Variants of IL-7/IL-7 RA are Associated with Both NMO and
MS in Southeastern Han Chinese

Speaker：Jing-cong Zhuang
(Department of Neurology, Institute of Neurology, First
Affiliated Hospital, Fujian Medical University, Fuzhou,
China）

Pe-061-5 withdrawn
Pe-061-6 Neurosarcoidosis presenting as fluctuating course of

amyotrophic lateral sclerosis
Speaker：Cheng-hsuan Li

(Department of Neurology, National Taiwan University
Hospital, College of Medicine, National Taiwan University）

Pe-061-7 Oral Movement Disorder as An Unusual Presentation of Stiff
Person Syndrome

Speaker：Ming Hui Yong
(Department of Neurology, National Neuroscience Institute
(Singapore General Hospital)）

Clinical neurophysiology 13：00～14：30
Chair：Takashi Nagamine (Department of Systems Neuroscience,

School of Medicine, Sapporo Medical
University）

Commentator：Tatsuya Abe (Depaertment of Neurology, National
Hakone Hospital）

Pe-062-1 Dorsal sural nerve conduction study with disposable strip
electrodes

Speaker：Shoji Hemmi
(Kawasaki Medical School, Depertment of Neurology）

Pe-062-2 Impaired axonal Na+ current by hindlimb unloading:
implication for disuse neuromuscular atrophy

Speaker：Chimeglkham Banzrai
(Department of Neurology, Institute of Biomedical Sciences,
Tokushima University）

Pe-062-3 Two-point discrimination threshold of inhabitants in the
methylmercury-polluted area

Speaker：Shigeru Takaoka
(Kyoritsu Neurology and Rehabilitation Clinic）
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Pe-062-4 Paired pulse facilitation (PPF) in skeletal muscle
neuromuscular junctions

Speaker：Masahiko Kishi
(Division of Neurology, Department of Internal Medicine,
Sakura Medical Center, Toho University）

Pe-062-5 Disinhibited blink reflex recovery in Parkinson disease with
abnormal posture

Speaker：Takashi Sugiyama
(Division of Neurology, Respirology, Endocrinology and
Metabolism, Department of Internal Medicine, University
of Miyazaki）

Pe-062-6 Which areas inhibit motor response? Direct evidence from
subdural recordings

Speaker：Hirofumi Takeyama
(Dept. Neurology; Kyoto University）

Pe-062-7 The effects of voluntary control of respiration on the
excitability of the primary motor hand area

Speaker：Isamu Ozaki
(Department of Physical Therapy, Faculty of Health
Sciences, Aomori University of Health and Sciences）

Neuropathology（Tauopathies） 13：00～14：30
Chair：Maya Mimuro (Institiute for medical science of aging, Aichi

Medical University）
Commentator：Daita Kaneda (Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital）

Pe-063-1 Immunohistochemical features in tauopathies demonstrated
by using a tau oligomer-specific antibody

Speaker：Hidetomo Tanaka
(Departments of Pathology, Brain Research Institute,
Niigata University.）

Pe-063-2 Neuron-derived aggregates in tauopathies were
immunostained with anti-ErbB4 antibody

Speaker：Chihiro Matsumoto
(Department of Neurology, National Center Hospital,
National Center of Neurology and Psychiatry／
Department of Laboratory Medicine, National Center
Hospital, National Center of Neurology and Psychiatry）
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Pe-063-3 Immunohistochemical analysis of ErbB proteins in progressive
supranuclear palsy

Speaker：Aya Murakami
(Kansai Medical University,Department of Neurology）

Pe-063-4 Clinicopathological features of early clinical stage of
progressive supranuclear palsy

Speaker：Koji Yoshida
(Department of Neurology, Toyama University Hospital,
Toyama）

Pe-063-5 How to distinguish cytopathological origin of Alzheimer
disease from progressive supranuclear palsy

Speaker：Momoko Ebashi
(Laboratory of Structural Neuropathology, Tokyo
Metropolitan Institute of Medical Science／Division of
Neurology, Department of Medicine, Nihon University
School of Medicine）

Pe-063-6 The best area to distinguish between progressive
suprnauclear palsy and corticobasal degeneration

Speaker：Yuko Saito
(Department of Laboratory Medicine, National Center
Hospital, National Center of Neurology and Psychiatry）

Pe-063-7 Appearance of unique tau-positive astrocytes in the motor
cortex in amyotrophic lateral sclerosis

Speaker：Ryoko Takeuchi
(Department of Pathology, Brain Research Institute,
University of Niigata／Department of Neurology, Brain
Research Institute, University of Niigata）

Neuropathology（α-synucleinopathies） 13：00～14：30
Chair：Renpei Sengoku (Department of Neurology, Tokyo

Metropolitan Geriatric Hospital）
Commentator：Kenji Sakai (Department of Neurology, Kanazawa

University Hospital）

Pe-064-1 Cervical motor neuron loss in patients with multiple system
atrophy characterized by dropped head

Speaker：Rie Saito
(Department of Pathology, Brain Research Institute,
University of Niigata／Department of Neurology, Brain
Research Institute, University of Niigata）
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Pe-064-2 Immunohistochemical analysis of astrocyte pathology in
multiple system atrophy

Speaker：Akihiko Hoshi
(Department of Neurology, Fukushima Medical University）

Pe-064-3 Alpha-synuclein in periphery decreases in Lewy body disease
complicated by Alzheimer’s disease

Speaker：Hiroyuki Sumikura
(Neuropathology (the Brain Bank for Aging Research),
Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital & Institute of
Gerontology／Neurology, Osaka University Graduate
School of Medicine）

Pe-064-4 Characteristic Lewy body-related alpha-synucleinopathy in
myotonic dystrophy

Speaker：Terunori Sano
(Department of Laboratory Medicine, National Center
Hospital, National Center of Neurology and Psychiatry）

Neuropathology（Others） 13：00～14：30
Chair：Hiroyuki Hatsuta (Hatsuta Neurology Clinic）
Commentator：Toru Yamamoto (Dept Neurology, Osaka Saiseikai

Nakatsu Hospital）

Pe-065-1 Round-the-Clock Pattern of Motor Weakness in a Filipino
Patient: A Case Report

Speaker：Ty Alekzander F. Talamera
(Saint Paul University Iloilo／Saint Luke’s Medical Center）

Pe-065-2 The evaluation of nuclear structures in intranuclear hyaline
inclusion body disease

Speaker：Yuta Nakano
(Department of Neuropathology, Tokyo Metropolitan
Geriatric Hospital and Institution of Gerontology）

Pe-065-3 Microglial appearance in the white matter in hereditary diffuse
leukoencephalopathy with spheroids

Speaker：Mari Tada
(Department of Pathology, Brain Research Institute, Niigata
University）
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Pe-065-4 SGTA is associated with intranuclear inclusions of
polyglutamine diseases

Speaker：Shun Kubota
(Department of Neurology and Stroke Medicine, Yokohama
City University Graduate School of Medicine）

Pe-065-5 Immunohistochemical study of astrocytic markers in parkin
mutations

Speaker：Masayoshi Kanou
(Department of Neurology Juntendo University School of
Medicine）

Pe-065-6 Molecular pathology of globular glial tuopathy
Speaker：Shigeo Murayama

(the Brain Bank for Aging Research, Tokyo Metropolitan
Geriatric Hospital and Institute of Gerontology）
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5月21日(土)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（脳出血） 13：00～14：30
座長：高松 和弘 (脳神経センター大田記念病院 脳神経内科）

Pj-111-1 保存的治療で軽快したPerimesencephalic nonaneurysmal
SAHの2例

演者：吉田 拓弘 (伊那中央病院 神経内科）

Pj-111-2 初発脳内出血患者の危険因子についての検討
演者：小川 雅文 (市立長浜病院 神経内科）

Pj-111-3 人工透析およびCKDを基礎疾患として有する例での脳出血の
特徴

演者：足立 智英 (東京都済生会中央病院 神経内科）

Pj-111-4 脳出血を発症した透析患者の特徴ならび，急性期予後不良に
関与する因子の検討

演者：岡田 敬史 (今村病院分院 神経内科）

Pj-111-5 抗血小板剤と脳出血の発症
演者：清水 雄策 (伊那中央病院 神経内科／伊那中央病院 脳卒中セ

ンター）

Pj-111-6 血栓溶解療法後の症候性脳出血を予測するスコアの検討
演者：本間 一成 (東海大学病院 内科学系神経内科）

Pj-111-7 脳梗塞および脳出血患者における，推定食塩摂取量について
の検討

演者：山本 良央 (平塚共済病院 神経内科）

脳血管障害（ラクナ・BAD） 13：00～14：30
座長：桑城 貴弘 (独立行政法人国立病院機構九州医療センター 脳血

管・神経内科）

Pj-112-1 ラクナ梗塞の急性期治療における脳微小出血数の変化の検討
演者：大本 周作 (東京慈恵会医科大学 神経内科）

Pj-112-2 大阪市湾岸地域の虚血性脳卒中：脳灌流領域によるラクナ梗
塞危険因子の特徴

演者：白石 翔一 (多根総合病院 神経内科）

Pj-112-3 Branch atheromatous diseaseとラクナ梗塞における危険因子
と臨床経過の比較検討

演者：柿澤 昌希 (相澤病院 神経内科）

- 415 -

（
日
本
語
）

21
日
(土
)ポ
ス
タ
ー



Pj-112-4 BAD（Branch athromatous disease）型脳梗塞の臨床経過と機
能予後

演者：紙本 薫 (名古屋市立東部医療センター 神経内科）

Pj-112-5 健常人における10年間の白質病変の悪化に与えた要因の検討
演者：田邑 愛子 (済生会滋賀県病院 神経内科）

Pj-112-6 自由行動下血圧の変化とsmall vessel diseaseおよび認知機能
低下についての検討

演者：和田 学 (山形大学病院 第三内科）

脳血管障害（担癌・高齢者） 13：00～14：30
座長：仲 博満 (県立広島病院 脳神経内科）

Pj-113-1 Trousseau症候群による脳梗塞を併発した悪性腫瘍の6症例の
検討

演者：関根 有美 (燕労災病院 神経内科）

Pj-113-2 当院におけるTrousseau症候群の検討-いかに治療すべきか-
演者：水野 将行 (名古屋市立大学病院 神経内科）

Pj-113-3 当院の担癌患者の脳梗塞についての臨床的検討
演者：松村 謙 (がん・感染症センター 都立駒込病院 脳神経内科）

Pj-113-4 担癌患者における再発性脳梗塞の臨床的特徴
演者：高橋 哲哉 (新潟大学脳研究所 神経内科）

Pj-113-5 90歳以上の高齢脳梗塞患者の退院後転帰
演者：小林絵礼奈 (国立病院機構横浜医療センター神経内科）

Pj-113-6 90歳以上の超高齢者に対する脳梗塞予防治療．統計学的分析
による治療抑制因子の推定

演者：兼子 一真 (安曇野赤十字病院 神経内科）

脳血管障害（院内発症・基礎疾患） 13：00～14：30
座長：林 健 (埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中内科）

Pj-114-1 当院での院内発症脳卒中の検討
演者：酒井 俊宏 (地方独立行政法人 市立吹田市民病院）

Pj-114-2 院内発症脳卒中の特徴・院外発症脳卒中との比較：単一総合病
院での検討

演者：坂口 学 (大阪大学医学部附属病院 脳卒中センター神経内
科・脳卒中科）
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Pj-114-3 抗リン脂質抗体症候群による脳梗塞3例の臨床的検討
演者：保坂 愛 (株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 神経内科

／筑波大学附属病院ひたちなか社会連携教育研究
センター）

Pj-114-4 過去10年間に当院で診断された血栓性血小板減少性紫斑病で
脳梗塞がみられた症例の検討

演者：田島 和江 (亀田総合病院 メディカルセンター 神経内科）

Pj-114-5 脳梗塞患者のリハビリテーション評価における生体電気イン
ピーダンス法の有用性の検討

演者：恩田亜沙子 (横浜労災病院 神経内科）

Pj-114-6 脳卒中急性期患者の生体電気インピーダンス法を用いた廃用
性筋萎縮の経時的評価

演者：古川 裕一 (横浜労災病院 神経内科）

脳血管障害（Stroke mimics） 13：00～14：30
座長：仁木 均 (徳島赤十字病院神経内科）

Pj-115-1 脳卒中ホットラインにおけるstroke mimicsの検討
演者：亀田 知明 (新小山市民病院 神経内科）

Pj-115-2 脳梗塞患者とstroke mimicsの患者における頚動脈エコー所見
の比較

演者：米良 英和 (福岡大学病院 神経内科）

Pj-115-3 脳幹型PRESを合併した慢性腎不全の3例
演者：徳岡健太郎 (東海大学八王子病院 神経内科）

Pj-115-4 Posterior reversible encephalopathy syndromeの臨床像・経過
に関する検討

演者：二宮 格 (新潟大学医歯学総合病院高次救命災害医療セン
ター／新潟大学脳研究所神経内科）

Pj-115-5 Reversible posterior leukoencephalopathy syndromeと可逆性
脳血管攣縮症候群

演者：高橋 若生 (東海大学大磯病院 神経内科）

Pj-115-6 当院での一過性全健忘の実態について
演者：遠藤 芳徳 (福井大学病院 神経内科）

Pj-115-7 一過性全健忘患者におけるMRI DWI海馬高信号，髄液酸化ス
トレスマーカーBAPの検討

演者：館野 広美 (東邦大学医療センター佐倉病院 内科 神経内科）
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脳血管障害（治療・パス） 13：00～14：30
座長：岡本 憲省 (愛媛県立中央病院 神経内科）

Pj-116-1 MRI firstで行う来院再開通時間短縮の取り組み
演者：鈴木健太郎 (日本医科大学大学院 神経内科学部分野）

Pj-116-2 再開通時間短縮への取り組みによる転帰改善効果
演者：藤堂 謙一 (神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科）

Pj-116-3 来院から再開通まで90分以内を目指した急性期脳梗塞診療の
取り組みと治療成績

演者：河野 智之 (神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科）

Pj-116-4 当施設における急性期脳梗塞に対する血行再建治療のアルゴ
リズムの改変効果の検討

演者：三木 一徳 (東京医科歯科大学病院 血管内治療科）

Pj-116-5 脳卒中地域連携パスの運用による入院期間やリハビリ指標の
推移について

演者：東 靖人 (医療法人公仁会 姫路中央病院 神経内科）

Pj-116-6 回復期リハビリテーション病院において転院が必要となった
脳卒中患者の検討

演者：井元万紀子 (兵庫県立リハビリテーション中央病院 神経内科）

PD（薬物治療 1） 13：00～14：30
座長：前田 哲也 (岩手医科大学内科学講座神経内科・老年科分野）

Pj-117-1 低用量L-DOPA療法は予後が良い ー臨床データとシナプス
外伝達モデルによる考察ー

演者：北川まゆみ (札幌禎心会病院 神経内科）

Pj-117-2 パーキンソン病患者におけるレボドパ血中濃度日内変動の解
析

演者：永井 将弘 (愛媛大学医学部附属病院臨床研究支援センター／
愛媛大学医学部附属病院薬物療法・神経内科）

Pj-117-3 パーキンソン病治療におけるLC合剤からLCE合剤への変更の
有効性と安全性

演者：岡田 雅仁 (横浜南共済病院 神経内科）

Pj-117-4 パーキンソン病患者のレボドパ・カルビドパ・エンタカポン配
合剤の効果発現時間の検討

演者：坂尻 顕一 (金沢医療センター 神経内科）

Pj-117-5 パーキンソン病の難治性疼痛に対するロチゴチンの使用経験
演者：福本 雄太 (近畿大学医学部附属病院 神経内科）
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Pj-117-6 アクチグラフを用いたパーキンソン病の睡眠障害に対するロ
チゴチンの改善効果の検討

演者：藤田 祐之 (藤田神経内科病院 神経内科）

Pj-117-7 ハイスループットスクリーニングによるα-シヌクレインの凝
集阻害因子の検討

演者：薮本 大紀 (大阪大学大学院医学系研究科神経内科学）

PD（薬物治療 2） 13：00～14：30
座長：小黒 浩明 (島根大学附属病院 神経内科）

Pj-118-1 姿勢異常を呈したパーキンソン病患者におけるイストラデ
フィリン有効性の後方視的検討

演者：峠 理絵 (大阪赤十字病院 神経内科）

Pj-118-2 イストラデフィリンはジスキネジアを呈する患者に効果がみ
られる

演者：山田 人志 (横浜神経内科・内科クリニック）

Pj-118-3 SPECT-SEE解析を用いたPDにおける日中過眠に対するイス
トラデフィリンの効果

演者：佐々木 直 (聖マリアンナ医科大学病院 神経内科）

Pj-118-4 初発パーキンソン病に対するセレギリン単剤投与の効果
～DATスキャンによる予測

演者：村上 秀友 (昭和大学医学部内科学講座神経内科学部門）

Pj-118-5 セレギリンを服用したパーキンソン病患者に対する全身麻酔
下手術の安全性の検討

演者：植松 高史 (名古屋第二赤十字病院 神経内科）

Pj-118-6 尿中8-OHdGを用いたゾニサミドによるパーキンソン病の酸化
的ストレスの抑制効果

演者：平山 正昭 (名古屋大学大学院医学系研究科病態解析学講座）

PD（DBS 1） 13：00～14：30
座長：下 泰司 (順天堂大学附属順天堂医院 脳神経内科）

Pj-119-1 パーキンソン病に対するDBS適応判定における
EARLYSTIMULUSの有用性

演者：中村 亮太 (順天堂大学 脳神経内科）

Pj-119-2 深部脳刺激術後のコントロール困難なすくみ足に対する両側
脚橋被蓋核刺激術の効果

演者：佐藤 宏匡 (相澤病院 神経内科）
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Pj-119-3 脳深部刺激療法(DBS)周術期管理における神経内科医と脳神
経外科医の連携

演者：橋本 祐二 (埼玉県総合リハビリテーションセンター 神経内
科）

Pj-119-4 パーキンソン病に対する脳深部刺激療法～DBSの介護者負担
に対する影響について～

演者：林 優佳 (福岡大学病院 神経内科）

Pj-119-5 パーキンソン病における経頭蓋直流電気刺激を用いたニュー
ロリハビリテーションの展開

演者：植木 美乃 (名古屋市立大学 リハビリテーション医学分野）

PD（DBS 2） 13：00～14：30
座長：齋木 英資 (公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 神経

内科）

Pj-120-1 両側視床下核脳深部刺激術を施行したパーキンソン病患者に
おける発話機能の縦断的検討

演者：坪井 崇 (名古屋大学 神経内科）

Pj-120-2 パーキンソン病患者の描画能力と脳血流変化の解析：両側視
床下核脳深部刺激の影響

演者：古川 彰吾 (千葉大学大学院医学研究院神経内科学／放射線医
学総合研究所分子イメージング研究センター分子
神経イメージング研究プログラム）

Pj-120-3 両側STN DBS前後の薬剤調整と刺激調整について ～マニュア
ル化の試案～

演者：近藤 円香 (東京都立神経病院 脳神経内科）

Pj-120-4 早期パーキンソン病に対する片側視床下核刺激療法の長期予
後

演者：浅野 友梨 (東京都立神経病院 脳神経内科）

Pj-120-5 両側STN-DBSの10年の経過を振り返り適応を考える
演者：落合郁紀子 (東京都立神経病院 脳神経内科）

PD（治療・リハビリテーション） 13：00～14：30
座長：中馬 孝容 (滋賀県立成人病センターリハビリテーション科）

Pj-121-1 Parkinson 病の運動症状進行の臨床上の予測因子の検討 - 3年
間の検討 -

演者：犬飼 晃 (東名古屋病院 神経内科）
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Pj-121-2 パーキンソン病の側屈に対する新たな治療標的
演者：形岡 博史 (奈良県立医科大学病院 神経内科）

Pj-121-3 パーキンソン病患者における音刺激による歩行改善の生理学
的メカニズムの解明

演者：西田 大輔 (慶應義塾大学病院 リハビリテーション医学教室／
済生会神奈川県病院）

Pj-121-4 パーキンソン病とパーキンソン症候群に対する入院リハビリ
テーションの有効性の比較

演者：高野 真 (西神戸医療センター 神経内科）

Pj-121-5 パーキンソン病の非運動症状に対する集学的リハビリテー
ションの効果

演者：丸本 浩平 (兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 神経内科
／兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 リハビ
リテーション科）

Pj-121-6 パーキンソン病患者交流会を介しての生活指導の試み
演者：中馬 孝容 (滋賀県立成人病センター リハビリテーション科）

PD（嚥下障害） 13：00～14：30
座長：平野 牧人 (近畿大学医学部堺病院 神経内科）

Pj-122-1 パーキンソン病およびレビー小体型認知症における嚥下障害
の検討

演者：宮川 晋治 (東京慈恵会医科大学附属柏病院 神経内科）

Pj-122-2 肺炎を合併したパーキンソン病における臨床的背景の検討
演者：向井 雅子 (東海大学病院 内科学系神経内科）

Pj-122-3 パーキンソン病における肺炎発症は咳感受性低下と関連して
いる

演者：冨田 聡 (国立病院機構 宇多野病院 神経内科 臨床研究部）

Pj-122-4 パーキンソン病における肺CT所見と肺炎増悪因子の検討
演者：近藤 文雄 (近藤医院）

Pj-122-5 嚥下造影検査によるパーキンソン病患者の肺炎発症と経口摂
取中止の予測

演者：若杉 憲孝 (国立精神・神経医療研究センター病院 神経内科）

Pj-122-6 喉頭マイクロフォンを用いた，パーキンソン病患者の自然嚥
下回数の測定

演者：市野瀬慶子 (都立墨東病院 内科）
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Pj-122-7 パーキンソン病患者の摂食・嚥下障害と介護食・配食サービス
に関する調査

演者：松島 愛子 (札幌医科大学医学部公衆衛生学講座）

PD（合併症） 13：00～14：30
座長：大塚千久美 (岩手医科大学内科学講座 神経内科・老年科分野）

Pj-123-1 Parkinson病患者において予期せぬ入院加療が必要となる原因
演者：村田 隆彦 (岩手県立二戸病院 神経内科）

Pj-123-2 急性呼吸不全を呈したパーキンソン症候群5例の臨床的検討
演者：高橋 祐子 (横須賀共済病院神経内科）

Pj-123-3 パーキンソン病におけるサルコペニアの検討
演者：田港 朝也 (国立精神・神経医療研究センター 神経内科）

Pj-123-4 パーキンソン病患者における骨折の臨床的検討
演者：岡崎 敏郎 (熊本再春荘病院 神経内科）

Pj-123-5 パーキンソン病と手根管症候群の関連について
演者：上山 勉 (都立神経病院）

Pj-123-6 パーキンソン病における低ナトリウム血症および空腹時低血
糖と臨床的諸病態との関連

演者：中原 淳夫 (東京慈恵会医科大学附属第三病院）

Pj-123-7 パーキンソン病におけるるい痩と安静時代謝，食事摂取量の
関係

演者：朴 貴瑛 (国立病院機構 宇多野病院 神経内科 臨床研究
部）

MND（呼吸 1） 13：00～14：30
座長：割田 仁 (東北大学大学院医学系研究科 神経内科学）

Pj-124-1 急性呼吸不全を呈し人工呼吸管理開始後に診断された筋萎縮
性側索硬化症5例の検討

演者：藤澤美和子 (山口大学大学院医学系研究科 神経内科学）

Pj-124-2 気管切開下陽圧人工呼吸(TPPV)管理下で耐糖能異常を来し
たALS患者4例の検討

演者：眞島 卓弥 (燕労災病院 神経内科）

Pj-124-3 筋萎縮性側索硬化症における侵襲的陽圧換気導入時の血圧低
下

演者：山本 雄貴 (徳島大学医学部 神経内科）
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Pj-124-4 ALS患者の性別とTPPV導入の関連性について
演者：永野 功 (国立山形病院 神経内科）

Pj-124-5 呼吸器装着の有無による筋萎縮性側索硬化症患者の予後
演者：武井 洋一 (国立病院機構まつもと医療センター）

Pj-124-6 筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の人工呼吸器装着後のケア
25年間のまとめ

演者：近藤 清彦 (八鹿病院 脳神経内科）

MND（呼吸 2） 13：00～14：30
座長：野中 道夫 (北祐会神経内科病院）

Pj-125-1 非侵襲的人工呼吸器装着により6ヶ月以上の延命が得られた
ALSの臨床特性

演者：廣瀬 昂彦 (大阪医科大学病院）

Pj-125-2 気切下人工呼吸療法中の筋萎縮性側索硬化症患者の感染症
演者：笹ヶ迫直一 (国立病院機構 大牟田病院 神経内科）

Pj-125-3 ALS患者に対する換気補助療法の予後
演者：横井 大知 (名古屋大学）

Pj-125-4 呼吸不全をきたしたALSにおけるより安全な胃瘻造設術の検
討

演者：長尾 麻子 (国立病院機構熊本再春荘病院神経内科）

Pj-125-5 筋萎縮性側索硬化症患者の気管切開法と合併症の検討
演者：守吉 秀行 (トヨタ記念病院 神経内科）

MND（高次機能障害 1） 13：00～14：30
座長：川田 明広 (都立神経病院 脳神経内科）

Pj-126-1 妄想を呈した筋萎縮性側索硬化症の3症例
演者：本崎 裕子 (NHO 医王病院 神経内科）

Pj-126-2 筋萎縮性側索硬化症患者の認知機能評価におけるMoCA-Jの有
用性についての検討

演者：長嶋 和明 (群馬大学医学部附属病院 脳神経内科）

Pj-126-3 ALSにおけるDEX質問紙の成績の検討
演者：板東 充秋 (都立神経病院 脳神経内科）

Pj-126-4 球脊髄性筋萎縮症における大脳白質病変と高次機能障害につ
いて

演者：角南 陽子 (都立神経病院 脳神経内科）
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Pj-126-5 Globular Glial Tauopathyの臨床的特徴，自験2例と既報例との
比較

演者：三浦 健 (新潟大学脳研究所臨床神経科学部門 神経内科学
分野／富山県立中央病院 神経内科／新潟県厚生
連佐渡総合病院 神経内科）

MND（高次機能障害 2） 13：00～14：30
座長：渡辺 保裕 (鳥取大学医学部 脳神経内科）

Pj-127-1 前頭側頭型認知症の臨床評価におけるCambridge Behavioral
Inventoryの有用性と特徴

演者：今井 和憲 (名古屋大学医学系研究科 神経内科）

Pj-127-2 筋萎縮性側索硬化症および前頭側頭型認知症の行動・性格変
化評価（ALS-FTD-Q-J）

演者：渡辺 保裕 (鳥取大学医学部 医学科脳神経医科学講座 脳神経
内科学分野）

Pj-127-3 前頭側頭型認知症における自然歴に関する検討
演者：桝田 道人 (名古屋大学病院 神経内科）

Pj-127-4 FTD-MND患者におけるドパミントランスポーターシンチグ
ラフィの意義に関する検討

演者：森山 哲也 (筑波大学病院 神経内科）

Pj-127-5 Dopaminetransporter scanで顕著な結合低下を示したN279K
変異の前頭側頭葉変性症の5例

演者：竹重 遥香 (順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科）

Pj-127-6 前頭側頭葉変性症と筋萎縮性側索症の線条体ではstriosomeの
障害が特徴である

演者：陸 雄一 (名古屋大学 神経内科）

MND（臨床研究 2） 13：00～14：30
座長：今井 尚志 (医療法人徳洲会ＡＬＳケアセンター）

Pj-128-1 当院ALSセンターにおける現状と課題～第2報～
演者：石崎 雅俊 (熊本再春荘病院 神経内科）

Pj-128-2 当院における筋萎縮性側索硬化症の診療状況と転帰に関する
検討

演者：松尾 宏俊 (近江八幡市立総合医療センター 神経内科）

Pj-128-3 当院における診療経過からみた筋萎縮性側索硬化症患者の臨
床像の変遷

演者：小出 瑞穂 (千葉東病院 神経内科）
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Pj-128-4 ALS患者の神経内科受診遅延例の問題点
演者：小笠原淳一 (山口大学大学院医学系研究科 神経内科学）

Pj-128-5 筋萎縮性側索硬化症患者の医療処置法の選択に影響を及ぼす
要因についての検討

演者：天野 朋子 (熊本大学大学院生命科学研究部神経内科学分野）

Pj-128-6 筋萎縮性側索硬化症の在宅看取りにかかわる要因の分析
演者：駒井 清暢 (医王病院 神経内科）

NMOSD（臨床研究） 13：00～14：30
座長：山﨑 亮 (九州大学病院 神経内科）

Pj-129-1 当院におけるNeuromyelitis optica spectrum disorderの臨床像
演者：徳本健太郎 (亀田メディカルセンター 神経内科）

Pj-129-2 難治性掻痒を呈した視神経脊髄炎(NMO)の3症例の臨床的検
討

演者：松本 雄志 (愛媛県立中央病院 神経内科）

Pj-129-3 抗MOG抗体および抗AQP4抗体陽性のNMOSD症例の臨床的
特徴に関する検討

演者：澤田 潤 (旭川医科大学病院 神経内科）

Pj-129-4 視神経炎と脊髄炎を認めないNMOSDの臨床的特徴 ～全国
臨床疫学調査結果より

演者：宮本 勝一 (近畿大学医学部 神経内科）

Pj-129-5 高齢発症抗AQP4抗体陽性視神経脊髄炎関連疾患の臨床的特
徴の解明

演者：山川 詩織 (熊本大学病院 神経内科）

Pj-129-6 視神経脊髄炎関連疾患(NMOSD)診断基準改定による臨床へ
の影響についての検討

演者：西 李依子 (青梅市立総合病院 神経内科）

NMOSD（検査） 13：00～14：30
座長：高 昌星 (信州大学医学部保健学科生体情報検査学講座）

Pj-130-1 MOG抗体陽性視神経炎におけるMRI所見の特徴
演者：上野 未貴 (長崎大学病院脳神経内科）

Pj-130-2 視神経脊髄炎（NMO）における延髄病変の検討
演者：清水 洋孝 (兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科）
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Pj-130-3 抗AQP4抗体陽性NMOSDにおけるshort myelitis lesionsにつ
いての検討

演者：田口 芳治 (富山大学病院 神経内科）

Pj-130-4 Neuromyelitis optica spectrum disorderの診断における誘発電
位検査の有用性

演者：大成 圭子 (産業医科大学病院 神経内科）

Pj-130-5 NMOSD患者涙液中の抗AQP4抗体測定
演者：森 雅裕 (千葉大学大学院医学研究院 神経内科学）

Pj-130-6 視神経脊髄炎における血液脳関門脆弱化の機序に関する検討
演者：内田 智彦 (千葉大学病院 神経内科）

中枢性自己免疫疾患（その他 2） 13：00～14：30
座長：景山 卓 (天理よろづ相談所病院 神経内科）

Pj-131-1 抗ガングリオシド抗体関連脳幹脳炎における体性感覚誘発電
位所見の検討

演者：景山 卓 (天理よろづ相談所病院 神経内科）

Pj-131-2 抗transglutaminase 6(TG6)抗体陽性神経疾患患者の臨床症状
の特徴

演者：佐藤 健治 (かわさき記念病院 神経内科／東京医科大学八王子
医療センター）

Pj-131-3 抗グリシン受容体抗体陽性PERMの2例の検討
演者：沼波 仁 (東京医科歯科大学病院 脳神経学病態分野）

Pj-131-4 スティッフパーソン症候群の臨床像と治療の検討
演者：武内 俊明 (徳島大学 神経内科）

Pj-131-5 脳脊髄液中抗GAD抗体上昇を呈した神経疾患における臨床的
特徴の検討

演者：渡邊 一樹 (浜松医科大学医学部付属病院）

Pj-131-6 オプソクローヌス・ミオクローヌス症候群に対する免疫吸着
療法の治療効果

演者：吉田 崇志 (鹿児島大学病院 神経内科・老年病学）

Pj-131-7 当院での抗ganglionic AChR抗体陽性患者の検討
演者：永田 龍世 (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）
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中枢性自己免疫疾患（病態） 13：00～14：30
座長：三須 建郎 (東北大学大学院医学系研究科 神経内科）

Pj-132-1 抗AQP4抗体陽性NMOSDにおける急性期の末梢血T・Bリン
パ球サブセットの検討

演者：田中 覚 (埼玉医科大学総合医療センター 神経内科）

Pj-132-2 Neuromyelitis optica安定期における末梢血単球数は，再発抑
制効果を示す指標である

演者：王子 聡 (埼玉医科大学総合医療センター 神経内科）

Pj-132-3 自己免疫性脳脊髄炎の病態理解における髄液中GFAPの有用
性の検討

演者：小口 絢子 (東京大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-132-4 自験16例から分析した脳脊髄根末梢神経炎（EMRN）の臨床像
と抗体活性

演者：島 さゆり (藤田保健衛生大学 医学部 脳神経内科学）

Pj-132-5 自己免疫性神経疾患における新規抗血管内皮抗体の同定
演者：吉倉 延亮 (岐阜大学病院 神経内科・老年内科）

Pj-132-6 ステロイド性骨粗鬆症に対する抗RANKL抗体製剤デノスマ
ブの有効性と安全性

演者：横山 和正 (順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科）

中枢性自己免疫疾患（辺縁系脳炎） 13：00～14：30
座長：木村 暁夫 (岐阜大学医学部附属病院 神経内科・老年学分野）

Pj-133-1 小脳失調症を主症状とした辺縁系脳炎2例の臨床的検討
演者：國土 曜平 (香川大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-133-2 抗NMDA受容体脳炎にみられるextreme delta brushの自験3
例での検討

演者：上田 潤 (神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科）

Pj-133-3 当院で過去6年間に経験した辺縁系脳症連続11例の臨床的検討
演者：佐藤 智香 (帯広厚生病院 神経内科）

Pj-133-4 辺縁系脳炎におけるGDF15およびFGF21の検討
演者：石井亜紀子 (筑波大学病院 神経内科）

Pj-133-5 辺縁系脳炎における原因別臨床像の比較検討
演者：木村 暁夫 (岐阜大学大学院医学系研究科 神経内科・老年学分

野）
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Pj-133-6 抗NMDAR脳炎における脳脊髄液所見と臨床経過との関連
演者：清水 愛 (金沢大学大学院 脳老化・神経病態学（神経内科

学））

Pj-133-7 抗NMDA受容体脳炎に対する免疫吸着療法の有効性
演者：重清 太郎 (大阪医科大学病院 神経内科）

中枢性自己免疫疾患（脳炎・脳症） 13：00～14：30
座長：大橋 高志 (東京女子医科大学八千代医療センター 神経内科）

Pj-134-1 再発性多発軟骨炎に伴う脳炎2症例の検討
演者：岡田 信久 (京都大学医学部付属病院 神経内科）

Pj-134-2 関節リウマチの免疫療法中に発症した急性脳症の2例
演者：猪奥 徹也 (京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科）

Pj-134-3 当院で経験したリウマチ性髄膜炎の3症例
演者：遠坂 直希 (筑波大学医学医療系 神経内科）

Pj-134-4 当院における脳炎・脳症の臨床的及び疫学的解析
演者：小林 優也 (信州大学病院 脳神経内科 リウマチ・膠原病内科）

Pj-134-5 免疫療法が実施された急性脳炎・脳症例の特徴
演者：山本 敦史 (京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科）

臨床神経生理学（パーキンソン病および関連疾患） 13：00～14：30
座長：栗田 正 (帝京大学ちば総合医療センター 神経内科）

Pj-135-1 大脳皮質基底核症候群におけるミオクローヌスの病態生理
演者：新宅 洋 (東京医科歯科大学大学院 脳神経病態学分野）

Pj-135-2 病初期の進行性核上性麻痺(PSP)と多系統萎縮症(MSA-C)の
電気眼振図(ENG)比較

演者：横田 淳一 (天草病院 神経内科／銀座内科・神経内科クリニッ
ク／順天堂大学脳神経内科）

Pj-135-3 Gille de la Tourette症候群の眼球運動検査による基底核障害の
評価について

演者：星野 恭子 (小児神経学クリニック）

Pj-135-4 パーキンソン病における眼球運動の解析 ー8方向計測の試み
演者：寺田さとみ (東京大学病院 神経内科）

Pj-135-5 経頭蓋磁気刺激を用いたパーキンソン病におけるジスキネジ
アの検討

演者：榎本 博之 (福島県立医科大学 神経内科）
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Pj-135-6 Short-latency afferent inhibitionの制御にドパミン作動性神経
が関与する

演者：吉田 健二 (福島県立医科大学病院 神経内科）

Pj-135-7 パーキンソン病患者における光刺激強度による単純反応時間
と選択反応時間の変化

演者：磯部 隆 (相澤病院 神経内科）

臨床神経生理学（その他） 13：00～14：30
座長：國分 則人 (獨協医科大学病院神経内科）

Pj-136-1 下肢末梢神経伝導検査における振幅左右差（第2報）：年齢層別
検討からの原因の推測

演者：大石知瑞子 (杏林大学病院 神経内科）

Pj-136-2 FAPにおける順行性感覚神経伝導検査（near nerve法）の有用
性

演者：小平 農 (信州大学医学部 脳神経内科・リウマチ・膠原病内
科）

Pj-136-3 重症筋無力症患者における反復刺激誘発筋電図からみた臨床
的像の検討

演者：津川 潤 (福岡大学病院 神経内科）

Pj-136-4 振動覚の伝導経路に関する臨床的考察
演者：金澤 雅人 (新潟大学脳研究所 神経内科）

Pj-136-5 痙性斜頸のボツリヌス(BTX)治療における針筋電図モニタの
有用性

演者：大澤美貴雄 (東京クリニック ボツリヌス神経治療センター）

神経リハビリテーション（脳血管障害） 13：00～14：30
座長：野川 茂 (東海大学医学部附属八王子病院 神経内科）

Pj-137-1 rTMSは脳卒中後麻痺手の動作時脳活動をどのように変化さ
せるか 2

演者：村松 倫子 (福井総合病院 リハビリテーション科）

Pj-137-2 携帯歩行計を用いた片麻痺患者の歩行解析 第2報
演者：相場 彩子 (順天堂大学医学部附属浦安病院 リハビリテーショ

ン科／順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内
科）

Pj-137-3 慢性期脳卒中患者の歩行障害に対するハンカチ・ガイド ト
レーニングの効果

演者：南雲 清美 (汐田総合病院 神経内科）
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Pj-137-4 脳卒中後うつ病に対するデュロキセチンの効果
演者：松元 秀次 (鹿児島大学病院霧島リハビリテーションセンター

リハビリテーション科）

Pj-137-5 脳梗塞における言語聴覚士の早期介入の影響
演者：浅野 徹也 (横浜医療センター神経内科）

Pj-137-6 神経機能解剖学的に説明困難な上下肢麻痺患者へのrTMS併
用リハビリテーションの試み

演者：小川 有香 (信州大学病院 第三内科）

神経リハビリテーション（その他） 13：00～14：30
座長：林 明人 (順天堂大学（浦安病院） リハビリテーション科・脳

神経内科）

Pj-138-1 パーキンソン病における認知機能低下と入院リハビリテー
ション効果との関連性の検討

演者：内野 克尚 (城南病院神経内科）

Pj-138-2 床振動情報に基づく歩行パターン解析からみた転倒リスクの
検出

演者：山村 修 (福井大学医学部附属病院 神経内科）

Pj-138-3 Training Strategy for Parkinson’s Disease Moderateの実施状
況①-身体機能に着目-

演者：堀川 拓海 (相模原病院 リハビリテーション科）

Pj-138-4 Training Strategy for Parkinson’s Disease Moderateの実施状
況②-発声機能について-

演者：池山 順子 (国立病院機構 相模原病院 リハビリテーション
科）

Pj-138-5 「片付けられない症候群」を呈したパーキンソン病関連疾患
患者の精神・心理学的検討

演者：谷口 百合 (徳島病院）

Pj-138-6 HTLV-1関連脊髄症におけるHALを使用した歩行リハビリ
テーションの長期経過の研究

演者：遠藤 寿子 (国立病院機構新潟病院 神経内科）

Pj-138-7 神経難病に対する集中的リハビリテーションの効果に影響す
る因子の検討

演者：矢島 隆二 (みどり病院 神経内科）
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教育・啓発 13：00～14：30
座長：鳥居 剛 (独立行政法人国立病院機構呉医療センター 神経内

科）

Pj-139-1 小学生に対する脳卒中教材もしくは授業による保護者への啓
発効果：吹田プロジェクト

演者：石上 晃子 (国立循環器病研究センター 脳血管内科／大阪府
済生会中津病院 神経内科）

Pj-139-2 救急隊による小学生脳卒中啓発活動とその効果：明石プロジェ
クト 第二報

演者：泊 晋哉 (国立循環器病研究センター 脳血管内科）

Pj-139-3 ホームヘルパーの脳卒中，認知症，急変時対応（転倒・骨折・
窒息）に関する研修の効果

演者：齊藤 正樹 (札幌医科大学病院 神経内科／北海道ホームヘルプ
サービス協議会）

Pj-139-4 新内科専門医制度における神経内科研修
演者：片多 史明 (亀田メディカルセンター 神経内科／亀田メディカ

ルセンター 卒後研修センター）

Pj-139-5 ルーブリックを用いたフィードバック：神経内科後期研修に
対する試み（第2報）

演者：滋賀 健介 (京都府立医科大学 総合医療・医学教育学）

Pj-139-6 都市型病院神経内科外来通院患者への自動車運転に関するア
ンケート調査

演者：西村 寿貴 (松戸市立病院 神経内科）

脊髄疾患 13：00～14：30
座長：内山 智之 (獨協医科大学 排泄機能センター）

Pj-140-1 三次救急病院におけるER経由で入院した急性脊髄症例の特徴
演者：山崎 英一 (京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科）

Pj-140-2 Foix-Alajouanine症候群をきたした脊髄血管奇形の4例
演者：今 智矢 (青森県立中央病院 神経内科）

Pj-140-3 当院における脊髄梗塞9例の臨床的検討
演者：中川 陽子 (松戸市立病院）

Pj-140-4 急性脊髄梗塞14例の臨床像および転帰の検討
演者：和田 晋一 (国立循環器病研究センター）

Pj-140-5 当院における特発性頚椎硬膜外血腫15例の臨床的特徴
演者：千葉 哲矢 (国立病院機構仙台医療センター神経内科／涌谷町

町民医療福祉センター）
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Pj-140-6 女性の神経因性の排尿障害に対するシロドシンの有用性と安
全性に関する検討

演者：内山 智之 (獨協医科大学病院 排泄機能センター／獨協医科大
学 神経内科／千葉大学 医学部 神経内科）

Pj-140-7 バクロフェン髄注療法におけるフレックスモードの使用経験
演者：奈良井 恒 (岡山医療センター 神経内科）
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