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Pj-01　一般演題ポスターセッション（日本語）01 Jp
脳血管障害（rt-PA・マーカー）
Pj-01-1 OECD保健医療の質指標にみる脳血管障害の国際比較

川島　知子　  国立保健医療科学院 国際協力研究部

Pj-01-2 当院での脳梗塞患者におけるrt-PA施行時間と転帰の検討
樽谷　潤子　  新宮市立医療センター 神経内科

Pj-01-3 Hyperdense artery sign （CT）の有無からみた脳梗塞rt-PA静注療法の検討
村尾　厚徳　  春日井市民病院 脳神経内科

Pj-01-4 脳卒中センター開設前後での脳梗塞超急性期治療の変化
山田　七海　  奈良県立医科大学 脳神経内科

Pj-01-5 取り下げ演題

Pj-01-6 eGFRcysは脳卒中および虚血性脳卒中患者の転帰と関連する
阿部　　新　  NTT東日本関東病院　脳血管内科

★海外最優秀演題賞候補

一般
演
題

Pj-01-7 Trousseau症候群における第Xa因子阻害薬を用いた脳梗塞予防についての検討
水谷　佳祐　  公立陶生病院 神経内科

Pj-01-8 当院における急性期脳梗塞患者のDWI-FLAIR mismatchの解析
佐藤　遼佑　  石巻赤十字病院 神経内科

Pj-01-9 脊髄梗塞の機序分類におけるD-dimer値の有用性
勝瀬　一登　  国立国際医療研究センター病院 神経内科

Pj-01-10 塞栓性脳梗塞における病巣パターンの特徴
安田　千春　  製鉄記念八幡病院 脳血管内科・神経内科
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Pj-02　一般演題ポスターセッション（日本語）02 Jp
脳血管障害（疫学・画像）
Pj-02-1 安房医療圏における脳血管障害について

新垣　慶人　  亀田総合病院 脳神経内科／安房地域医療センター 総合診療科

Pj-02-2 新宮医療圏を中心とした急性期脳梗塞症例の現状
丹羽麻也子　  新宮市立医療センター 脳神経内科

Pj-02-3 京都市内の脳卒中一基幹病院における，脳梗塞発症時住居別の疫学的特徴
岸谷　　融　  京都第二赤十字病院 脳神経内科

Pj-02-4 高齢者におけるbranch atheromatous deseaseの症状進行と転帰に関連する
因子の検討
久保　智司　  中国労災病院 脳神経内科

Pj-02-5 一過性全健忘症の臨床像の特徴：自験79例の検討から
廣田　政古　  藤田医科大学病院 脳神経内科学

Pj-02-6 心房細動アブレーション治療後に出現するembolic microbleedsの検討
平田　佳寛　  三重大学大学院神経病態内科学

Pj-02-7 脳梗塞後てんかんにおける重積発症例の画像的特徴
中原　岩平　  中村記念病院 脳神経内科

Pj-02-8 MRI-ASL法を用いた血栓回収術後過還流についての検討
山本　雄貴　  徳島大学病院 神経内科

Pj-02-9 頭蓋内大血管閉塞症例における，bright vessel appearanceの意義
山本　良央　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科／横浜市立脳卒中・神経脊椎セン

ター 脳神経血管内治療科

Pj-02-10 可逆性脳血管攣縮症候群の診断に対するArterial spin labeling MRIの有
用性の検討
加納　裕也　  名古屋市立東部医療センター脳神経内科

一般
演
題



- 137 -

Pj-03　一般演題ポスターセッション（日本語）03 Jp
脳血管障害（急性期）
Pj-03-1 Emergent Large Vessel Occlusion Screenは神経疾患のオンコール体制に

使用できるか
高吉　宏幸　  島根県立中央病院 神経内科

Pj-03-2 塞栓源不明の脳塞栓症におけるDVTスクリーニングとしての超音波検査の積
極的導入
加藤　拓真　  京都第一赤十字病院

Pj-03-3 後方循環系主幹動脈閉塞の緊急再開通治療における時間短縮
藤原　　悟　  神戸市立医療センター中央市民病院　脳神経内科

Pj-03-4 脳梗塞急性期における早期の栄養投与とその経過
茅本　道子　  脳神経センター大田記念病院 診療技術部　薬剤課

Pj-03-5 増悪因子に着目した前大脳動脈解離による脳梗塞症例の検討
津田　幸元　  国立病院機構熊本医療センター

Pj-03-6 抗凝固療法中に発症した虚血性脳卒中症例の臨床的特徴
田中　聡人　  奈良県立医科大学 脳神経内科

Pj-03-7 慢性腎臓病を有する脳梗塞患者における発作性心房細動合併の予測因子
松嶋　茉莉　  東邦大学医療センター大橋病院

Pj-03-8 塞栓源不明脳梗塞の脳卒中再発リスクに関する検討　脳梗塞他病型との比較
遠井　素乃　  東京女子医科大学病院 脳神経内科

Pj-03-9 Adaptive Statistical iterative Reconstructionを使用した脳梗塞の血栓評価
小林　優也　  伊那中央病院 脳神経内科

Pj-03-10 新規Sigma-1受容体刺激薬による急性期脳梗塞治療効果
佐々木　諒　  岡山大学病院 神経内科

Pj-04　一般演題ポスターセッション（日本語）04 Jp
認知症（バイオマーカー，検査法１）
Pj-04-1 人工知能を用いた立方体模写によるアルツハイマー型認知症の判別の試み

石口　　宏　  和歌山県立医科大学病院 脳神経内科／新宮市立医療センター 脳神経内科

Pj-04-2 アルツハイマー型認知症におけるName Fluency Test改訂版の試用
近藤　正樹　  京都府立医科大学大学院神経内科学

Pj-04-3 認知症患者における、脳アミロイド蓄積と脳虚血性変化との関連についての
定量的解析
笠原　浩生　  群馬大学大学院医学系研究科　脳神経内科学

Pj-04-4 当院での非健忘型アルツハイマー病と健忘型アルツハイマー病の比較検討
白藤　法道　  福井大学医学部附属病院 脳神経内科

一般
演
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Pj-04-5 記憶障害優位型と視空間認知障害優位型を示す初老期発症アルツハイマー
型認知症の比較
津本　　学　  JCHO 東京高輪病院 脳神経内科

Pj-04-6 アルツハイマー病剖検脳のマイクロRNAプロファイル解析
佐藤　武文　  東京医科歯科大学病院 神経内科

Pj-04-7 神経核内封入体病患者髄液でのアルツハイマー病のバイオマーカーの検討
針谷　康夫　  前橋赤十字病院 神経内科

Pj-04-8 長期血液透析患者の認知症ー初老期以前の導入例を中心にー
高田　　裕　  キナシ大林病院 神経内科・リハビリテーション科

Pj-04-9 前臨床期・早期認知症コホート構築の試み　「ブレインヘルスプロジェクト」
塚本　　忠　  国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科

Pj-04-10 神経疾患・精神疾患の鑑別における血漿炎症性サイトカインの有用性
樋口　　陽　  新潟大学脳研究所 バイオリソース研究部門遺伝子機能解析学分野／新潟大学脳研

究所 神経内科

Pj-05　一般演題ポスターセッション（日本語）05 Jp
パーキンソン病関連疾患（臨床研究１）
Pj-05-1 パーキンソン症候群の鑑別診断における核医学検査と臨床的諸病態の有用性

中原　淳夫　  東京慈恵会医科大学附属第三病院　神経内科

Pj-05-2 パーキンソン病患者でDAT-SCAN、MIBGシンチグラフィで異常をみとめな
かった症例の特徴
毛受　奏子　  京都府立医科大学付属病院　脳神経内科／京都第一赤十字病院　脳神経脳卒中科

Pj-05-3 進行性核上性麻痺に対する抗コリン薬による医師主導臨床試験プロトコールの作成
林　　祐一　  岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野

Pj-05-4 MDS-PSP基準に基づいた進行性核上性麻痺の診断補助ツール 
（PSP Dx Assist）の開発
加藤　新英　  岐阜県総合医療センター　脳神経内科／岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内

科学分野

Pj-05-5 進行性核上性麻痺における脳脊髄液中総タウ高値症例の臨床的特徴の検討
野崎　一朗　  金沢大学大学院　脳老化・神経病態学 （脳神経内科学）

Pj-05-6 進行性核上性麻痺における排尿障害の有無と脳血流SPECT解析
麻生　康泰　  大分大学医学部 神経内科学講座

Pj-05-7 進行性核上性麻痺のMDS-PSP criteriaについての検討
板谷早希子　  関東中央病院

Pj-05-8 パーキンソン病の骨粗鬆症と骨関連血液マーカーに関する検討
鈴木　啓生　  岩手医科大学医学部 内科学講座 脳神経内科・老年科分野

Pj-05-9 Parkinson病患者における流涎と線状体ドパミン作動性神経の機能との関連
高津　宏樹　  東京慈恵会医科大学病院 神経内科

一般
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Pj-06　一般演題ポスターセッション（日本語）06 Jp
パーキンソン病関連疾患（臨床研究２）
Pj-06-1 パーキンソン病に対するSTN-DBSの精神症状への影響

鯨井　　仁　  順天堂大学医学部附属順天堂医院　脳神経内科

Pj-06-2 パーキンソン病脳深部刺激術後のMRIによる浮腫・血管障害の検討
西口　大和　  三重大学病院 脳神経内科

Pj-06-3 Directional leadを用いたパーキンソン病におけるSTN、cZI、PSAの刺激
効果の比較
北川まゆみ　  札幌禎心会病院 脳神経内科

Pj-06-4 パーキンソン病患者に対する脳深部刺激療法の予後予測についての検討
中村　直子　  三重大学病院 脳神経内科

Pj-06-5 大脳皮質基底核症候群での脳血流の左右差の評価におけるMRI ASLの有用性
山口　智久　  福井大学医学部附属病院　脳神経内科

Pj-06-6 パーキンソン病患者におけるスマートグラスを利用した遠隔専門外来診療の検討
宮崎禎一郎　  長崎大学病院 脳神経内科

Pj-06-7 ドパミンアゴニストからゾニサミドへの切り替えのPD患者の精神・運動症状
への影響
阿部　隆志　  あべ神経内科クリニック 神経内科

Pj-06-8 LCIG療法中におけるチューブ先端位置とレボドパ血中濃度の検討
山西　祐輝　  愛媛大学大学院医学系研究科　臨床薬理学

Pj-06-9 取り下げ演題

Pj-07　一般演題ポスターセッション（日本語）07 Jp
運動ニューロン疾患（疫学・検査）
Pj-07-1 筋萎縮性側索硬化症の確定診断までの時間に与える，初診科，発症部位の検討

大津　　裕　  新潟大学脳研究所 神経内科

Pj-07-2 筋萎縮性側索硬化症におけるMRIを用いた中枢神経画像と臨床症状、予後
の関連の検討
酒井　克也　  宮崎大学医学部　神経呼吸内分泌代謝学分野

Pj-07-3 進行性非流暢性失語を伴った運動ニューロン病の臨床的, 神経放射線学的検討
本多　由美　  熊本再春医療センター 脳神経内科

Pj-07-4 日本におけるSOD1遺伝子変異陽性筋萎縮性側索硬化症患者の臨床的特徴
中村　亮一　  名古屋大学

Pj-07-5 佐賀県における筋萎縮性側索硬化症の臨床的特徴
江里口　誠　  佐賀大学医学部 脳神経内科

Pj-07-6 人工呼吸管理中の筋萎縮性側索硬化症患者に合併した気胸について
川村　和之　  国立病院機構南京都病院 脳神経内科

一般
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Pj-07-7 多施設共同前向きコホートでみたALS患者の非侵襲的人工換気療法に関す
る予後の検討
林　　直毅　  名古屋大学

Pj-07-8 筋超音波検査を用いた筋萎縮性側索硬化症の線維束性収縮頻度と病状進行
速度の検討
阪田麻友美　  和歌山県立医科大学 脳神経内科

Pj-07-9 筋萎縮性側索硬化症における嚥下障害のリスク因子の検討；第2報
小倉　玄睦　  福岡大学病院 脳神経内科

Pj-07-10 筋萎縮性側索硬化症の舌線維束性収縮の最適な検出方法の検討
北大路隆正　  京都府立医科大学 神経内科

Pj-08　一般演題ポスターセッション（日本語）08 Jp
小脳性運動失調など（臨床研究１）
Pj-08-1 アレキサンダー病の遺伝カウンセリングに有用な遺伝学的データ

吉田　誠克　  京都府立医科大学大学院　医学研究科　神経内科

Pj-08-2 自己免疫性特発性小脳失調症の臨床像の検討
竹腰　　顕　  岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野

Pj-08-3 脊髄小脳変性症の病型ごとの時間的統合の限界
徳重　真一　  東京大学大学院医学系研究科　脳神経内科／杏林大学医学部　脳神経内科

Pj-08-4 悪性症候群後に小脳失調症を呈した一症例のHSP免疫染色を含む病理学的検討
太田　仁士　  水島協同病院 神経内科

Pj-08-5 MYORG変異を認めた原発性家族性脳石灰化症の1例
久米　広大　  広島大学原爆放射線医科学研究所分子疫学研究分野／香川大学医学部消化器神経内科

Pj-08-6 ハンカチ・ガイド手技による小脳性運動失調性歩行時の人間間・身体間の協
働運動の検討
南雲　清美　  汐田総合病院 神経内科

Pj-08-7 多系統萎縮症の自然歴における予後因子の検討
近田　彩香　  東京大学大学院神経内科

Pj-08-8 純粋小脳型脊髄小脳変性症（SCA6/SCA31/CCA）の認知機能に関する分析
内野　克尚　  くまもと南部広域病院 脳神経内科

Pj-08-9 多系統萎縮症患者の臨床的特徴と死因の調査
横山　敬士　  ＮＴＴ東日本関東病院 脳神経内科

一般
演
題



- 141 -

Pj-09　一般演題ポスターセッション（日本語）09 Jp
神経免疫（ANCA関連血管炎･サルコイドーシス）
Pj-09-1 ANCA関連血管炎性中耳炎として治療され再発後に多発血管炎性肉芽腫症

と診断した2症例
松尾　欣哉　  山口大学大学院医学系研究科　臨床神経学

Pj-09-2 脳脊髄液糖低下を来す神経サルコイドーシスの特徴について癌性髄膜炎との
比較検討
川崎　怜子　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-09-3 PET-CTが腫瘍検索に有用で、治療に著効した卵管癌による傍腫瘍性小脳変性症
上床　希久　  佐賀県医療センター好生館 脳神経内科

Pj-09-4 NORSEを含む難治性てんかんを合併する脳炎の臨床的特徴と頻度
西川　　徹　  市立東大阪医療センター 神経内科

Pj-09-5 当科で経験した神経症状で発症したANCA関連血管炎の4例
中野由美子　  岡山医療センター　脳神経内科

Pj-09-6 当院で経験したリウマチ性髄膜炎の治療反応性の検討
花岡　康子　  信州大学医学部脳神経内科，リウマチ・膠原病内科

Pj-09-7 NINJAに対する血液浄化療法の有効性の検討
上月　直樹　  国立精神・神経医療研究センター　病院脳神経内科

Pj-09-8 急性散在性脳脊髄炎（ADEM）と考えられた4症例の臨床経過と病理所見の特徴
中村　雅一　  北海道脳神経外科記念病院 脳神経内科

Pj-09-9 免疫チェックポイント阻害剤に伴う免疫関連有害事象の合併パターン検出
佐藤謙一郎　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-09-10 中枢神経原発B細胞リンパ腫の髄液バイオマーカーとしてのBAFF及び
APRILの有用性の検討
池田　淳司　  信州大学医学部脳神経内科，リウマチ・膠原病内科

Pj-10　一般演題ポスターセッション（日本語）10 Jp
神経免疫（臨床研究１）
Pj-10-1 Lambert-Eaton型筋無力症候群の診断における骨格筋CTの有用性の検討

佐島　和晃　  国立精神・神経医療研究センター 神経内科

Pj-10-2 急性型神経ベーチェット病が疑われた4例の臨床的検討
小巻　奨吾　  NTT東日本関東病院 神経内科

Pj-10-3 免疫チェックポイント阻害薬使用後immune-related adverse eventsとなっ
た症例の検討
秋庭　優樹　  東京医科大学八王子医療センター 脳神経内科

Pj-10-4 Facial onset sensory and motor neuronopathy （FOSMN）症候群 3例の
臨床的検討
八木　洋輔　  東京医科歯科大学大学院　脳神経病態学分野（神経内科）
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Pj-10-5 子宮頸がんワクチン接種後有害事象の発現と血清中自律神経受容体抗体との関連
池田　修一　  信州大学医学部附属病院　難病診療センター

Pj-10-6 リウマチ性髄膜炎患者における臨床経過と疾患活動性マーカーの可能性に
ついての検討
木島　朋子　  新潟県立中央病院 脳神経内科

Pj-10-7 PIGT変異による補体関連自己炎症性反復性髄膜炎について
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-10-8 体位性頻脈症候群に対する神経学的治療戦略
角南　陽子　  都立神経病院脳神経内科

Pj-10-9 頭部MRI画像で脳幹に異常信号を呈した症例の後方視的検討
若月　里江　  浜松医科大学病院 第一内科

Pj-10-10 当院における免疫グロブリン静脈療法（IVIG）の使用状況と問題点
木村　愛美　  岩手医科大学脳神経内科・老年科

Pj-11　一般演題ポスターセッション（日本語）11 Jp
筋疾患�（筋ジストロフィーなど）
Pj-11-1 国内筋ジストロフィー専門入院施設における肢帯型筋ジストロフィー　 

1999～2013年
齊藤　利雄　  国立病院機構大阪刀根山医療センター 神経内科・小児神経内科

Pj-11-2 DysferlinopahyとGNE myopathyの長期経過例の検討
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 脳神経内科

Pj-11-3 日本人一般集団に高頻度で見出されるdysferlin遺伝子のc.3725G>A
（p.R1242H）の検討
高橋　俊明　  国立病院機構仙台西多賀病院 脳神経内科

Pj-11-4 ジスフェルリン異常症209家系の臨床遺伝学的特徴
井泉瑠美子　  東北大学大学院医学系研究科　神経内科学分野／東北大学大学院医学系研究科　

遺伝医療学分野

Pj-11-5 「筋ジストロフィーの病型診断を進めるための手引き」の作成
尾方　克久　  国立病院機構東埼玉病院 神経内科／臨床研究部

Pj-11-6 女性ジストロフィノパチー患者およびDMD/BMD患者介護者の健康管理に
関する調査
石崎　雅俊　  NHO 熊本再春医療センター 脳神経内科

Pj-11-7 当院で生検したGVHDに関連した筋炎の16例の組織学的特徴
数田　知之　  名古屋大学病院 神経内科

Pj-11-8 軽度の表現型を呈したDanon病患者3例の検討
安井　利夫　  東京都立神経病院脳神経内科／国立病院機構東京医療センター脳神経内科
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Pj-11-9 Duchenne型筋ジストロフィーにおける気管、腕頭動脈交差部の気管狭小化
に関する検討
木村　正剛　  国立病院機構鈴鹿病院 脳神経内科／名古屋大学大学院医学研究科 神経内科

Pj-11-10 PNPLA2遺伝子関連中性脂肪蓄積病の臨床像
寒川　　真　  近畿大学医学部 脳神経内科

Pj-12　一般演題ポスターセッション（日本語）12 Jp
末梢神経障害（CIDP・GBS・MFS）
Pj-12-1 Charcot-Marie-Tooth病遺伝子解析におけるSOD1変異

安藤　匡宏　  鹿児島大学病院 脳神経内科

Pj-12-2 Miller-Fisher症候群における体性感覚誘発電位
木村正夢嶺　  神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科

Pj-12-3 皮下注用人免疫グロブリン製剤を導入したCIDPの5例について
出口　章子　  岡山市立市民病院 神経内科

Pj-12-4 Cholesterol付加抗原における抗糖脂質抗体結合活性増強作用の検証
本郷　　悠　  防衛医科大学校病院 神経・抗加齢血管内科

Pj-12-5 CIDPに対するIVIg維持療法期間の検討
栗村　正之　  公立置賜総合病院 神経内科

Pj-12-6 軽症のカンピロバクター腸炎後ギラン・バレー症候群：臨床像と病態
古賀　道明　  山口大学大学院臨床神経学

Pj-12-7 当センターでのギランバレー/フィッシャー症候群の診療報告
尾上　祐行　  獨協医科大学埼玉医療センター 神経内科

Pj-12-8 高齢発症のギラン・バレー症候群の臨床像の検討
荻野　　絢　  国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院　脳神経内科／東京医科歯科大学大

学院 脳神経病態学

Pj-12-9 Guillain-Barré 症候群における2つの予後予測スケール：予測の解離について
高橋　志織　  山口大学病院 神経内科学

Pj-12-10 低Na血症合併Guillain-Barré症候群の特徴
両角　佐織　  名古屋第二赤十字病院 脳神経内科

Pj-13　一般演題ポスターセッション（日本語）13 Jp
てんかん（臨床研究）
Pj-13-1 当院における一過性ミオクローヌスを呈した高齢症例の臨床的特徴の検討

松田　俊一　  ＮＴＴ東日本関東病院 神経内科

Pj-13-2 てんかん重積におけるArterial Spin Labeling（ASL）の有用性
喜多也寸志　  県立姫路循環器病センター脳神経内科／姫路中央病院神経内科
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Pj-13-3 高齢初発の片側舞踏運動を呈した3例
水谷　真之　  都立墨東病院 脳神経内科

Pj-13-4 New-onset refractory status epilepticusの4症例の臨床的検討
原　　愛徒　  国立国際医療研究センター病院 神経内科

Pj-13-5 てんかん重積に伴うMRI拡散強調画像における信号変化についての検討
瀬戸　瑛子　  東京大学医学部附属病院　脳神経内科

Pj-13-6 初回痙攣をきたした成人6例の臨床・脳波・画像的検討
竹内　由起　  兵庫県立尼崎総合医療センター 脳神経内科

Pj-13-7 原因不明の成人発症てんかんの臨床的特徴と認知機能の推移
川上　　治　  安城更生病院　脳神経内科

Pj-13-8 てんかんに対するラコサミドの有効性を検討した日常診療での後ろ向き研究
三好　絢子　  福岡山王病院 脳・神経機能センター

Pj-13-9 成人期に薬剤調整を行い、発作の改善が得られたDravet症候群の3例
小出　泰道　  小出内科神経科 脳神経内科

Pj-14　一般演題ポスターセッション（日本語）14 Jp
高次脳機能障害
Pj-14-1 単語の復唱と文の復唱の責任部位。標準失語症検査によるVLSM分析

鈴木　康弘　  静岡済生会総合病院 脳神経内科

Pj-14-2 急性期脳卒中による失語症患者における安静時機能的MRIの検討
尾崎　彰彦　  大阪府済生会中津病院 脳神経内科

Pj-14-3 進行性非流暢性失語（PNFA/nfvPPA）患者8例の臨床および画像的特徴の検討
小出　眞悟　  新潟市民病院　脳神経内科

Pj-14-4 小脳変性疾患における高次脳機能障害の検討
中元ふみ子　  東京逓信病院 神経内科

Pj-14-5 脳ドック受診者におけるサルコペニアと認知情動機能障害との関連
三瀧　真悟　  島根大学 脳神経内科

Pj-14-6 WAIS-Ⅳを用いた社会的不適応をきたした患者の認知面の特徴の解析
石川　和彦　  八幡大蔵病院 神経内科

Pj-14-7 消去現象の機序について
武田　克彦　  文京認知神経科学研究所／独立行政法人国立病院機構　相模原病院　神経内科

Pj-14-8 一過性全健忘の発症時期・発症契機についての検討
谷口俊太郎　  横浜市立みなと赤十字病院 神経内科

Pj-14-9 当院外来での一過性全健忘のMRI画像と発症状況に関する検討
徳永　隆司　  西宮協立脳神経外科病院 脳神経内科
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Pj-15　一般演題ポスターセッション（日本語）15 Jp
臨床神経生理学（臨床研究１）
Pj-15-1 Bickerstaff型脳幹脳炎の脳波所見

吉村　　元　  神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科

Pj-15-2 閾値探索法を用いた，筋萎縮性側索硬化症の運動野皮質内抑制回路異常の検討
大塚　十里　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-15-3 FAPにおける低域遮断フィルター設定が遠位部複合筋活動電位の持続時間
に与える影響
小平　　農　  信州大学 脳神経内科・リウマチ・膠原病内科

Pj-15-4 従来とは異なる型のrebound nystagmus所見を認めた3症例
横田　淳一　  天草病院 神経内科／順天堂大学医学部脳神経内科／銀座内科・神経内科クリニック

Pj-15-5 閾値追跡法2連発経頭蓋磁気刺激検査における運動皮質興奮性の人種間差
鈴木　陽一　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

Pj-15-6 重症筋無力症と筋萎縮性側索硬化症における神経反復刺激試験の漸減パ
ターンの違い
上田　優樹　  東京医科大学八王子医療センター脳神経内科／帝京大学医学部神経内科

Pj-15-7 抗AQP4抗体・抗MOG抗体陽性視神経脊髄炎における視覚誘発電位（VEP）の比較
成川　真也　  埼玉医科大学総合医療センター 神経内科

Pj-15-8 周期性放電を認めた症例における臨床生理学的検討
塩谷　彩子　  筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院 神経内科

Pj-15-9 赤外線深度カメラによる感覚性運動失調における機能的運動パラメーターの
定量的評価
鈴木　政秀　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

Pj-15-10 下部尿路機能に対する光線（低反応レベルレーザー）照射の影響についての
基礎的検討
内山　智之　  国際医療福祉大学　医学部・市川病院　脳神経内科／千葉大諾　医学部　脳神経内科

Pj-16　一般演題ポスターセッション（日本語）16 Jp
神経リハビリ･医用工学
Pj-16-1 脳卒中後失語症に対する長期外来リハビリテーションにおける意義についての検討

浅井　泰雅　  横浜新都市脳神経外科病院 リハビリテーション科

Pj-16-2 前大脳動脈領域の急性期脳梗塞患者における半側空間無視の責任病巣の検討
高橋　　直　  JAとりで総合医療センター　脳神経内科

Pj-16-3 当院での神経筋疾患のHALⓇを用いた歩行訓練
犬飼　　晃　  NHO 東名古屋病院 脳神経内科

Pj-16-4 封入体筋炎に対するHAL®治療の有効性について
鈴木　直輝　  将道会総合南東北病院　脳神経内科／東北大学病院 脳神経内科
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Pj-16-5 パーキンソン病患者におけるHALⓇ腰タイプ自立支援用によるリハビリの経験
鳥飼　裕子　  済生会神奈川県病院 脳神経内科

Pj-16-6 視覚imageryの障害は視覚認知障害か？
宮腰　夏輝　  都立神経病院 神経内科

Pj-16-7 アミロイドイメージングを用いた全身性アミロイドーシスの非侵襲的診断
高曽根　健　  信州大学医学部 脳神経内科，リウマチ・膠原病内科

Pj-16-8 パーキンソン病患者における4連発磁気刺激法の長期増強様効果への薬物
治療の影響
守安正太郎　  鳥取大学病院 脳神経内科

Pj-17　一般演題ポスターセッション（日本語）17 Jp
脳血管障害（血管内治療など）
Pj-17-1 脳梗塞急性期における急性胆嚢炎合併症例の臨床的検討

近藤　　泉　  日立総合病院 神経内科

Pj-17-2 院内発症脳卒中対策−発見遅延因子の検討
伊佐早健司　  聖マリアンナ医科大学病院 脳神経内科

Pj-17-3 後方循環梗塞発症後、発症7日以降に神経症候増悪した自験例4例の臨床的検討
野田浩太郎　  都立墨東病院　脳神経内科

Pj-17-4 Tron FX®の初期成績とその特徴
笠倉　至言　  埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

Pj-17-5 緊急血行再建術を受けた院内発症脳梗塞例の特徴
徳田　直輝　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

Pj-17-6 緊急血行再建術におけるホットラインと多職種カンファレンスの時間短縮効果 
～第2報～
上田　凌大　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

Pj-17-7 中大脳動脈水平部の形態とPTA後穿通枝領域梗塞との関係について
長澤　潤平　  横浜新都市脳神経外科病院　脳神経内科・脳血管内科

Pj-17-8 当院におけるステント型血栓回収デバイスTron FX®の成績
倉内　麗徳　  函館新都市病院 脳神経内科

Pj-18　一般演題ポスターセッション（日本語）18 Jp
脳血管障害（抗凝固療法・腫瘍関連）
Pj-18-1 心原性脳塞栓症を鑑別するために有用な因子の組み合わせに関する検討

永沼　雅基　  済生会熊本病院 脳神経内科

Pj-18-2 非弁膜症性心房細動患者において抗凝固薬内服中に発症した脳梗塞につい
ての臨床的検討
真邊　泰宏　  岡山医療センター 脳神経内科
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Pj-18-3 抗凝固療法中に発症した脳梗塞の検討
鈴木淳一郎　  トヨタ記念病院 脳神経内科

Pj-18-4 心原性脳塞栓症での抗凝固薬服用状況の比較検証
梅田　能生　  長岡赤十字病院 神経内科

Pj-18-5 直接作用型経口抗凝固薬服用患者における脳卒中の発症時刻
荒木　　周　  名古屋第二赤十字病院 脳神経内科

Pj-18-6 Trousseau症候群を鑑別するために有用なD-dimer値のカットオフ値
竹下　　翔　  福岡大学病院 脳神経内科

Pj-18-7 進行がんを有する脳梗塞と血中脂肪酸の関連
泉　　哲石　  奈良県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-18-8 悪性腫瘍に伴う凝固亢進状態に関連した脳梗塞の臨床的特徴
平田　浩聖　  がん・感染症センター都立駒込病院 脳神経内科

Pj-18-9 脳梗塞を発症した活動性担癌患者における脳梗塞再発および死亡予測因子の検討
今井　　健　  川崎市立多摩病院　神経内科

Pj-18-10 担癌患者の過凝固状態で発症した脳梗塞15例に対する抗凝固療法についての検討
鬼木　絢子　  独立行政法人国立病院機構災害医療センター

Pj-19　一般演題ポスターセッション（日本語）19 Jp
脳血管障害（臨床研究２）
Pj-19-1 MSP-14-9へ移動

Pj-19-2 直接経口抗凝固薬内服中に発症した脳梗塞症例の臨床的特徴の検討
高橋　佳子　  秋田大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-19-3 血管内大細胞型B細胞リンパ腫3例の臨床経過と転帰についての検討
甲田　一馬　  兵庫県立尼崎総合医療センター 脳神経内科

Pj-19-4 Microbleedsはラクナ梗塞の早期再発の危険因子である
寺澤　由佳　  脳神経センター大田記念病院 脳神経内科

Pj-19-5 糖尿病を合併する急性期脳梗塞症例に対する血糖持続測定の意義
野村　浩一　  塩田病院 脳神経内科

Pj-19-6 虚血性脳卒中の急性期におけるトロンビン−アンチトロンビン複合体の挙動
上野　晃弘　  諏訪赤十字病院

Pj-19-7 超高齢心原性脳塞栓症の治療の現状と予後に関連する因子の検討
佐藤　恒太　  脳神経センター大田記念病院 脳神経内科

Pj-19-8 前大脳動脈解離の臨床的特徴と脳画像所見の検討
佐藤　宏匡　  相澤病院 脳神経内科
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Pj-20　一般演題ポスターセッション（日本語）20 Jp
認知症（臨床研究1）
Pj-20-1 中脳水道狭窄を伴う水頭症2例における123I-FP-CIT SPECTの検討

西田陽一郎　  東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 脳神経病態学分野（神経内科）

Pj-20-2 Mendiondoモデルによるアルツハイマー病治療薬の効果判定；機能的MRI研究
山下謙一郎　  九州大学大学院医学研究院神経生理学

Pj-20-3 取り下げ演題

Pj-20-4 集中リハビリテーションの小脳性運動失調への効果　 
～Functional MRIでの検討～
金　　一暁　  滋賀医科大学 脳神経内科

Pj-20-5 認知症患者における脳波と脳血流SPECTとの定量的評価における相関性の検討
田中美枝子　  株式会社 脳機能研究所

Pj-20-6 前頭側頭型認知症（FTD）の病理学的検討
川浪　　文　  相模原病院 脳神経内科

Pj-20-7 食思不振を主訴として当院脳神経内科へ入院した認知症症例の転帰について
麓　　直浩　  南岡山医療センター 脳神経内科

Pj-20-8 高齢者におけるLimbic predominant TDP-43 proteinopathyとその合併病
理に関する検討
松原　知康　  東京都健康長寿医療センター 高齢者バイオリソースセンター

Pj-21　一般演題ポスターセッション（日本語）21 Jp
認知症�（正常圧水頭症・評価法）
Pj-21-1 語想起時の前頭葉の酸素化ヘモグロビン濃度の変化： 

video-NIRS systemによる検討
佐藤　正之　  三重大学大学院医学系研究科 認知症医療学

Pj-21-2 認知症外来における認知機能検査への表情認知課題の適用
川合　圭成　  小山田記念温泉病院 脳神経内科

Pj-21-3 当院のもの忘れ外来におけるBenton視覚記銘検査について
高宮　資宜　  香川県立中央病院　神経内科

Pj-21-4 病前性格のＢＰＳＤへの影響
初田　裕幸　  脳神経内科はつたクリニック

Pj-21-5 認知症診療における脳磁図検査の有用性
金藤　公人　  社会医療法人北斗　北斗病院　脳神経内科

Pj-21-6 シャント反応性を示した非定型パーキンソニズムの検討
内上　寛一　  東京共済病院　脳神経内科
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Pj-21-7 特発性正常圧水頭症患者におけるシャント術後の転帰不良因子の同定
小林絵礼奈　  東北大学大学院医学系研究科　高次機能障害学分野／横浜市立大学大学院医学研

究科　神経内科学・脳卒中医学

Pj-21-8 アルツハイマー病と正常圧水頭症の鑑別: 脳脊髄液Aβ1-42/1-40、Aβ
1-42/1-38比の有用性
黒田　岳志　  昭和大学医学部 内科学講座 脳神経内科学部門

Pj-21-9 特発性正常圧水頭症におけるドパミントランスポーターシンチグラフィーの検討
岡部　裕真　  山形大学医学部附属病院 第三内科

Pj-21-10 地域における認知症疾患医療センターの役割
相原　優子　  篠塚病院北関東神経疾患センター

Pj-22　一般演題ポスターセッション（日本語）22 Jp
パーキンソン病関連疾患（臨床研究4）
Pj-22-1 パーキンソン病におけるレボドパ持続経腸療法（LCIG）の頸部姿勢異常への効果

尾崎　麻希　  奈良県立医科大学附属病院 脳神経内科

Pj-22-2 LCIG療法に伴うビタミン類欠乏症の検討
向井　洋平　  国立精神・神経医療研究センター 脳神経内科

Pj-22-3 若年発症パーキンソン病に対するレボドパ/カルピドパ配合経腸用液療法の
有用性の検討
秋山　夏葵　  長岡赤十字病院 神経内科

Pj-22-4 レボドパ／カルビドパ配合経腸用液療法はGPi-DBS後の患者にも有効である
東田　和博　  岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科学分野

Pj-22-5 レボドパ/カルビドパ配合経腸用液療法における当センター脳神経内科の関わり
橋本　祐二　  埼玉県総合リハビリテーションセンター　脳神経内科

Pj-22-6 パーキンソン病におけるドパミン附随薬の役割
檜皮谷泰寛　  新宮市立医療センター 脳神経内科／和歌山県立医科大学　脳神経内科

Pj-22-7 パーキンソン病の痛みに対するデュロキセチン二重盲検ランダム化比較試験
永井　将弘　  愛媛大学医学部附属病院 臨床薬理神経内科／愛媛大学医学部附属病院 臨床研究支

援センター

Pj-22-8 パーキンソン病患者の外来診療の状況について
松尾　宏俊　  近江八幡市立総合医療センター 脳神経内科

Pj-22-9 パーキンソン病におけるラサギリンの効果と使用法についての検討
岡田　雅仁　  横浜南共済病院 脳神経内科

Pj-22-10 パーキンソン病に対する水素ガスの無作為化二重盲検試験
頼高　朝子　  順天堂大学附属越谷病院 脳神経内科
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Pj-23　一般演題ポスターセッション（日本語）23 Jp
パーキンソン病関連疾患（臨床研究5）
Pj-23-1 パーキンソン病患者に対するラサギリンの効果と副作用についての検討

夏井　洋和　  公立学校共済組合　関東中央病院

Pj-23-2 パーキンソン病患者の日中過眠および意欲低下に対するラサギリンの効果の検討
武久　　康　  岡山赤十字病院 脳神経内科

Pj-23-3 パーキンソン病における咳感受性低下に関連する脳部位に関する検討
冨田　　聡　  国立病院機構 宇多野病院 関西脳神経筋センター 臨床研究部、脳神経内科

Pj-23-4 パーキンソン病患者の、睡眠障害のアンケート調査結果とその後の臨床経過
との関係
長谷川有香　  国立病院機構 西新潟中央病院 脳神経内科

Pj-23-5 パーキンソン病患者におけるMAO-B阻害薬同士の変更に関する検討
清水　雄策　  伊那中央病院 脳神経内科

Pj-23-6 パーキンソン病の腰曲がりに対するリドカイン反復投与治療の効果について
中尾　紘一　  潤和会記念病院 神経内科

Pj-23-7 当院におけるL-ドパ腸管内持続投与療法（LCIG）を導入したParkinson病症
例の検討
佐藤　豊大　  名古屋市立大学大学院医学研究科　脳神経内科学

Pj-23-8 3Dモーションキャプチャ―を用いたパーキンソン病運動症状の定量的評価
佐藤　和也　  東京大学医学部附属病院　脳神経内科

Pj-23-9 脳室腹腔シャント治療後にパーキンソニズムと認知機能障害を生じた2症例の検討
森　　　誠　  金沢大学大学院脳老化・神経病態学（脳神経内科学）

Pj-23-10 Parkinson病患者の便秘の有無はMIBG心筋シンチグラフィーの結果から推
測出来るのか
稗田宗太郎　  昭和大学医学部 内科学講座 脳神経内科学部門

Pj-24　一般演題ポスターセッション（日本語）24 Jp
パーキンソン病関連疾患（MRI・バイオマーカー）
Pj-24-1 Parkinson症候群の鑑別診断おけるnigmsome-1画像およびメラニン画像と

DAT画像の比較
阿部　和夫　  兵庫医科大学病院 脳神経内科／兵庫医科大学病院 認知症疾患センター／社会医療

法人協和会本部

Pj-24-2 パーキンソン病における青斑核神経メラニンMRIの臨床的有用性の検討
新保　和賢　  北海道脳神経外科記念病院 脳神経内科

Pj-24-3 パーキンソン病患者の大脳皮質の菲薄化はL-ドパ服用の換算量に関係している
瀬尾　和秀　  埼玉医科大学病院 神経内科

Pj-24-4 起立性低血圧と青斑核 MRI ニューロメラニン画像との関連
堀本　佳彦　  名古屋市総合リハビリテ−ションセンター 神経内科
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Pj-24-5 磁化率強調画像におけるswallow tail signのパーキンソン病診断における有用性
関　　守信　  慶應義塾大学医学部神経内科

Pj-24-6 パーキンソン病における軽度認知障害（PD-MCI）の多様性について
黒羽　泰子　  国立病院機構 西新潟中央病院 脳神経内科／新潟大学 脳研究所 遺伝子機能解析学分野

Pj-24-7 PDDとDLBの認知機能と情動機能、脳血流画像の比較検討
武本　麻美　  岡山大学病院 脳神経内科

Pj-24-8 嚥下障害を発症したパーキンソン病の臨床的特徴
大田健太郎　  国立病院機構新潟病院 脳神経内科

Pj-24-9 パーキンソン病におけるミトコンドリア病バイオマーカーＧＤＦ-15の検討
石井亜紀子　  筑波大学医学医療系 神経内科学

Pj-24-10 多系統萎縮症患者163例における脳血流IMP-SPECTの解析
椎名　健太　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Pj-25　一般演題ポスターセッション（日本語）25 Jp
運動ニューロン疾患（長期管理・電気生理）
Pj-25-1 在宅侵襲的人工呼吸器装着筋萎縮性側索硬化症患者の施設間情報共有の試み

松本　有史　  国立病院機構宮城病院 脳神経内科

Pj-25-2 筋萎縮性側索硬化症の長期経過における糖尿病発症についての検討
下園　恒明　  南岡山医療センター 脳神経内科／倉敷中央病院 脳神経内科

Pj-25-3 筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の病期による栄養管理の検討
西田　泰斗　  国立病院機構　熊本再春医療センター 脳神経内科

Pj-25-4 筋委縮性側索硬化症患者における痛覚関連誘発脳電位の検討
原田祐三子　  名古屋大学神経内科学

Pj-25-5 人工呼吸器装着下の筋萎縮性硬化症における横隔神経伝導検査
平島富美子　  花と森の東京病院 リハビリテーション科／国立病院機構箱根病院　神経筋難病医

療センター　神経内科

Pj-25-6 経過の早い筋萎縮性側索硬化症患者における臨床症状と針筋電図所見
大成　圭子　  産業医科大学病院 神経内科

Pj-25-7 上肢発症のALSにおける手内筋の筋による進行パターン
叶内　　匡　  東京医科歯科大学病院 検査部

Pj-25-8 侵襲的人工呼吸療法管理の症例におけるカフ圧とカフ量の関係
芝﨑　伸彦　  狭山神経内科病院／大阪大学大学院　医学系研究科

Pj-25-9 侵襲的補助換気療法管理下の筋萎縮性側索硬化症に対する呼吸ケア介入の課題
駒井　清暢　  国立病院機構医王病院 北陸脳神経筋疾患センター 脳神経内科
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Pj-26　一般演題ポスターセッション（日本語）26 Jp
神経免疫（視神経脊髄炎）
Pj-26-1 抗MOG抗体関連疾患のステロイド治療反応性についての検討

多田　康剛　  金沢大学大学院　脳老化・神経病態学　（脳神経内科学）

Pj-26-2 超高齢発症の視神経脊髄炎関連疾患の臨床的特徴
中原　圭一　  熊本大学病院 脳神経内科

Pj-26-3 T peripheral helper細胞とswitched memory B細胞のAQP4抗体陽性
NMOSDの病態での働き
星野　泰延　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科／順天堂大学医学部附属免疫学講座

Pj-26-4 抗MOG抗体陽性視神経炎の視野障害パターンの検討
飯嶋　真秀　  横須賀共済病院　脳神経内科

Pj-26-5 抗MOG抗体関連疾患の臨床像　−当院で経験した３症例の検討ー
大達　清美　  桑名市総合医療センター 脳神経内科

Pj-26-6 脳MRIで錐体路に異常信号を呈した中枢性脱髄性疾患の検討
西森裕佳子　  奈良県立医科大学 脳神経内科学

Pj-26-7 抗MOG抗体関連疾患における臨床項目とIL-6の関連
青木　玲二　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

Pj-26-8 起立性低血圧により意識消失を繰り返した視神経脊髄炎の一例
澤井　　摂　  千葉県済生会習志野病院　脳神経内科／千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科

／千葉大学大学院医学研究院　機能形態学

Pj-27　一般演題ポスターセッション（日本語）27 Jp
神経免疫（重症筋無力症1）
Pj-27-1 抗MuSK抗体陽性重症筋無力症のサイトカイン動態

鵜沢　顕之　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

Pj-27-2 発症年齢別にみた高齢発症重症筋無力症の臨床的特徴
菅谷　　涼　  国立病院機構仙台医療センター　脳神経内科

Pj-27-3 高齢発症全身型重症筋無力症（MG）への少量ステロイドの有効性
山本　明史　  NHO大牟田病院 脳神経内科

Pj-27-4 重症筋無力症では刺激一発目の複合筋活動電位振幅が低下する
小島　雄太　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

Pj-27-5 当院で経験したクリーゼに至った重症筋無力症の検討
谷口　葉子　  名古屋市立東部医療センター 脳神経内科

Pj-27-6 発症時に嚥下障害が主症状であった高齢発症重症筋無力症2例の臨床的特
徴の検討
柿澤　昌希　  相澤病院 脳卒中・脳神経センター　脳神経内科

一般
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Pj-27-7 重症筋無力症の免疫治療前後における反復刺激試験減衰率の経時的変化に
関する検討
内藤　裕之　  広島市立広島市民病院脳神経内科

Pj-27-8 重症筋無力症におけるエクリズマブによるQOL改善
増田　眞之　  東京医科大学　神経学分野　脳神経内科

Pj-27-9 抗PD-1抗体の免疫関連有害事象としての重症筋無力症の予後 
―自験２症例の検討―
矢口　智規　  岐阜大学大学院　医学系研究科　脳神経内科学分野

Pj-27-10 抗MuSK抗体陽性重症筋無力症の臨床特徴と嚥下造影所見
石鎚　　啓　  慶應義塾大学医学部神経内科

Pj-28　一般演題ポスターセッション（日本語）28 Jp
筋疾患（免疫介在性壊死性ミオパチー）
Pj-28-1 無症候性壊死性ミオパチーの臨床病理的検討（自験例4例から）

森　　　悠　  豊田厚生病院 脳神経内科

Pj-28-2 抗ミトコンドリアM2抗体陽性筋炎3例の臨床所見・治療法の検討
浦　　茂久　  旭川赤十字病院 脳神経内科

Pj-28-3 HMGCR抗体陽性壊死性ミオパチー2例の検討
山中菜々美　  山口大学医学部附属病院　臨床神経学

Pj-28-4 取り下げ演題

Pj-28-5 抗SRP抗体陽性壊死性ミオパチーにおけるタクロリムスの有効性の検討
黒岩　伸明　  東京医科歯科大学 脳神経病態学分野

Pj-28-6 封入体筋炎における薬物治療効果と長期予後
野田　成哉　  鈴鹿病院 脳神経内科／名古屋大学神経内科

Pj-28-7 日本の孤発性封入体筋炎患者における全エクソーム解析
村上あゆ香　  名古屋大学　神経内科

Pj-28-8 孤発性封入体筋炎における免疫グロブリン静注療法長期施行の有効性の検討
中村　圭吾　  千葉大学病院 神経内科

Pj-28-9 IBMPFD2家系の臨床的検討
武田　勇人　  筑波大学病院 神経内科

Pj-29　一般演題ポスターセッション（日本語）29 Jp
末梢神経障害など（臨床研究1）
Pj-29-1 MAG抗体陽性ニューロパチーの治療経過からみた抗体の産生能の検討

中島　昌典　  杏林大学医学部　神経内科

Pj-29-2 MRIで馬尾肥厚を呈した6症例の検討
林　　夢夏　  自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経内科

一般
演
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Pj-29-3 機能性神経疾患は感覚神経活動電位振幅に影響を及ぼすか
森本　耕平　  神戸大学大学院医学研究科 脳神経内科学

Pj-29-4 糖尿病性多発神経障害の発症・進展に影響する細胞性免疫異常の役割
真田　　充　  滋賀医科大学内科学講座（脳神経内科）／金沢医科大学脳神経内科

Pj-29-5 免疫介在性脱髄性ポリニューロパチーのabnormal median-normal sural 
と予後の検討
常山　篤子　  千葉大学病院 神経内科

Pj-29-6 上肢の疼痛後、手指伸展障害を呈した抗ガングリオシド抗体陽性３症例の検討
中島　章博　  新潟県立新発田病院

Pj-30　一般演題ポスターセッション（日本語）30 Jp
代謝性疾患
Pj-30-1 髄液ATPはMELAS患者の病勢を反映するバイオマーカーになり得る

温井　孝昌　  富山大学　脳神経内科

Pj-30-2 若年性認知症の精査目的に当科紹介され脳腱黄色腫症の診断に至った2症
例の臨床的検討
松野　淳洋　  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-30-3 成人ミトコンドリア病におけるGrowth Differentiation Factor 15の有用性
湯地　美佳　  鹿児島大学病院 脳神経内科・老年病学

Pj-30-4 高度な乳酸アシドーシスを伴うMELASに対する血液透析の有用性
東　　篤宏　  藤田保健衛生大学医学部 脳神経内科学

Pj-30-5 同種骨髄移植が有用であった大脳型に進展した副腎白質ジストロフィーの1例
表　　芳夫　  岡山大学病院 脳神経内科

Pj-30-6 野生型ATTRアミロイドーシス患者における神経所見の特徴
中藤　清志　  信州大学医学部　脳神経内科，リウマチ・膠原病内科

Pj-30-7 Wernicke脳症における髄液所見の検討
山形　直毅　  横浜市立みなと赤十字病院 神経内科

Pj-30-8 成人における尿中細胞のミトコンドリア遺伝子の解析について
平松　　有　  鹿児島大学病院 脳神経内科

Pj-30-9 髄膜アミロイドーシスの2症例
牧　　美充　  鹿児島市立病院 脳神経内科

Pj-30-10 脳腱黄色腫症の治療に伴う臨床・電気生理学的経時変化
橋本　智代　  産業医科大学病院 神経内科学

一般
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Pj-31　一般演題ポスターセッション（日本語）31 Jp
神経感染症（臨床研究）
Pj-31-1 急速進行を呈したHTLV-1関連脊髄症（HAM）3症例の検討

玉木　慶子　  福岡大学 脳神経内科

Pj-31-2 ヒトパレコウイルス3型感染による筋痛症の2例
山口　和由　  石川県立中央病院 脳神経内科

Pj-31-3 無菌性髄膜炎におけるJolt accentuationと検査項目との関連性
葛目　大輔　  近森病院 脳神経内科

Pj-31-4 無菌性髄膜炎についての検討
佐藤　　進　  亀田総合病院 神経内科

Pj-31-5 深在性アスペルギルス症による眼窩先端症候群３例の臨床症状の検討
田村　崇行　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-31-6 血液悪性腫瘍寛解後に進行性多巣性白質脳症（PML）を発症した2症例
水本　悠希　  山口大学大学院医学系研究科臨床神経学

Pj-31-7 クリプトコッカス髄膜脳炎で遅発性増悪を生じる要因の検討
小上　修平　  和歌山県立医科大学 脳神経内科学講座

Pj-31-8 髄液ADA高値と抗結核薬の有効性から結核性髄膜炎と診断した3症例の検討
古谷　力也　  信州上田医療センター 脳神経内科

Pj-31-9 2019年夏季に当科で経験した成人の流行性筋痛症10例の検討
濱田　雄一　  帝京大学病院 神経内科

Pj-31-10 取り下げ演題

Pj-32　一般演題ポスターセッション（日本語）32 Jp
その他�１
Pj-32-1 ハンチントン病のわが国における疫学及び当施設の診療例における臨床的特

徴について
本崎　裕子　  国立病院機構医王病院 北陸脳神経筋疾患センター　脳神経内科

Pj-32-2 めまいと消化器症状の関連
菅原恵梨子　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科

Pj-32-3 男性におけるサルコペニア・フレイルと皮膚終末糖化産物（AGEs）の相関
松本　清香　  愛媛大学　脳神経内科・老年医学

Pj-32-4 脳神経内科領域における国内治験の実施状況　自施設の状況を踏まえて
中村　治雅　  国立精神・神経医療研究センター トランスレーショナルメデイカルセンター

Pj-32-5 神経疾患におけるくすぐったさの検討
岩波　久威　  西方病院／獨協医科大学病院　脳神経内科
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Pj-32-6 非典型的な臨床像を呈しGFAP遺伝子に新規変異を認めた成人型
Alexander病の2症例
天野永一朗　  土浦協同病院 脳神経内科

Pj-32-7 CBDの臨床診断は可能か？ 臨床診断CBSの剖検例を通じその可能性を探る
興津　雅人　  都立神経病院 脳神経内科

Pj-32-8 単純ヘルペス脳炎発症者における続発性頭蓋内出血に関わる臨床的特徴の検討
岩佐　憲一　  島根県立中央病院 神経内科

Pj-32-9 当院で経験した片麻痺を呈した頸椎硬膜外血腫7例の検討
大野　智彬　  安城更生病院 脳神経内科

Pj-33　一般演題ポスターセッション（日本語）33 Jp
脳血管障害（臨床研究３）
Pj-33-1 口蓋振戦に合併した眼球運動異常の臨床的検討

大井　長和　  宇治病院 脳神経内科

Pj-33-2 顔、上肢、下肢の3領域に症状がある穿通枝梗塞は進行しやすい
亀田　知明　  新小山市民病院 神経内科

Pj-33-3 脳卒中後尿閉の発症頻度と予後転帰の検討
寺澤　英夫　  兵庫県立姫路循環器病センター 脳神経内科

Pj-33-4 片側羽ばたき振戦（unilateral asterixis）を呈した脳梗塞2症例のSPECT所見
松本　英之　  三井記念病院　神経内科

Pj-33-5 脳卒中急性期に舞踏運動を呈した症例の責任病巣と予後の検討
乾　　涼磨　  神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科

Pj-33-6 当院で経験した6例のCADASILの臨床的検討
藤井　明弘　  済生会滋賀県病院 脳神経内科

Pj-33-7 CADASILの脳卒中発症年齢に影響する因子
向井　麻央　  京都山城総合医療センター　脳神経内科／京都府立医科大学大学院医学研究科　

神経内科学

Pj-33-8 CADASIL原因遺伝子NOTCH3のシステイン非関連variant p.Val237Metの
病的意義の検討
水田依久子　  京都府立医科大学大学院医学研究科神経内科学

Pj-33-9 CADASIL遺伝子検査陰性であった白質脳症症例の検討
渡邉　明子　  福知山市民病院 神経内科／京都府立医科大学大学院医学研究科　神経内科学

Pj-33-10 Probable cerebral amyloid angiopathyにおける脳微小出血の経時的変化
伊井裕一郎　  三重大学大学院医学系研究科 神経病態内科学
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Pj-34　一般演題ポスターセッション（日本語）34 Jp
脳血管障害（発症危険因子・検査）
Pj-34-1 減塩食を摂取している急性期脳梗塞症例における尿生化学検査値を用いた1

日塩分摂取量
丹野　雄平　  中津川市民病院 脳神経内科

Pj-34-2 SGLT2阻害薬服用下で発症した脳梗塞症例についての検討<続報>
藤田明日菜　  都立墨東病院 脳神経内科

Pj-34-3 睡眠呼吸障害と認知機能低下との関連について-脳ドック受診者を対象とした検討-
赤岩　靖久　  獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経内科

Pj-34-4 ESUS患者における経食道心エコー実施に関する因子の検討
平　健一郎　  順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科

Pj-34-5 多発脳微小出血における臨床および画像的特徴の検討
村賀香名子　  日本医科大学大学院医学研究科　神経内科学分野

Pj-34-6 橋に限局する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
工藤　洋祐　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科

Pj-34-7 Arterial Spin-Labeling MRIでの中大脳動脈起始部（M1）血栓性閉塞に伴
う脳梗塞病態解析
上田　周一　  JCHO大阪病院 脳神経内科

Pj-34-8 筋緊張亢進を認める痙縮筋のF波は、振幅だけでなく波形の様式にも注目す
る必要がある
鈴木　俊明　  関西医療大学大学院　保健医療学研究科／関西医療大学　神経病研究センター

Pj-34-9 脳卒中患者における自律神経機能と病状との関連
中島　康自　  愛知医科大学病院 神経内科

Pj-34-10 本態性血小板血症を背景に脳血管障害を発症した6症例の検討
森田　有紀　  長野赤十字病院 神経内科

Pj-35　一般演題ポスターセッション（日本語）35 Jp
認知症（臨床研究2）
Pj-35-1 アルツハイマー病患者の臨床的進行予測因子についての検討

菱川　　望　  岡山大学病院 脳神経内科学

Pj-35-2 軽度認知障害～軽度の認知症患者での画像バイオマーカー、抗認知症薬及
び認知機能変化
笹ヶ迫直一　  国立病院機構　大牟田病院　脳神経内科

Pj-35-3 当認知症疾患センターにおけるもの忘れカフェの試みと介護者へ与える影響の評価
涌谷　陽介　  倉敷平成病院脳神経内科・認知症疾患医療センター

Pj-35-4 急性期病院における認知症ケアチームの取り組みについて
古田　夏海　  高崎総合医療センター神経内科
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Pj-35-5 高校生と実践する認知症予防に対する取り組み
卜蔵　浩和　  安来第一病院 神経内科

Pj-35-6 ダンスが軽度認知障害患者の認知機能とメンタルヘルスに及ぼす影響の検討
山田　　碧　  東京都済生会中央病院 認知症疾患医療センター

Pj-35-7 嗜銀顆粒病と考えられるMCI症例の臨床的検討
辻　　拓司　  しげい病院 神経内科

Pj-35-8 当院もの忘れ外来における認知症ABCスケールの有用性
合馬　慎二　  福岡大学医学部神経内科

Pj-35-9 トライアルレディコホートに資するMCIレジストリの構築と運営
鈴木　啓介　  国立長寿医療研究センター 治験・臨床研究推進センター

Pj-36　一般演題ポスターセッション（日本語）36 Jp
パーキンソン病関連疾患（臨床研究�7）
Pj-36-1 パーキンソン病において、運動症状後に出現するレム睡眠行動異常症の危険因子

形岡　博史　  奈良県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-36-2 剖検でLewy病理が確認されたがLewy body diseaseの臨床診断がされな
かった症例の検討
融　　衆太　  新渡戸記念中野総合病院　脳神経内科

Pj-36-3 パーキンソン病患者における夜間不眠の実態 -投与する薬剤による違い
田口宗太郎　  愛知医科大学 神経内科

Pj-36-4 レム睡眠行動異常症合併パーキンソン病における臨床的特徴の検討
藤田　裕明　  獨協医科大学病院 脳神経内科

Pj-36-5 LRRK2新規変異p.R1501Wを持つ家族性パーキンソン病の臨床像の検討
真鈴川　聡　  ますずがわ神経内科クリニック 神経内科

Pj-36-6 当院における神経疾患の嚥下評価結果について①−パーキンソン病を中心に−
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-36-7 パーキンソン病における問診票を用いた，栄養状態と嚥下障害との関連の検討
宮川　晋治　  東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 神経内科

Pj-36-8 急性肝機能障害および低血糖を合併したパーキンソン病患者の臨床的特徴の検討
安藤　真矢　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Pj-36-9 病理学的に嗅球欠損を認めた、パーキンソン病2症例の臨床病理学的検討
齊藤　祐子　  国立精神・神経医療研究センター 臨床検査部

Pj-36-10 パーキンソニズムを呈する神経変性疾患に罹患した患者における骨密度低下の実態
青柳　　諒　  福岡大学病院 脳神経内科

一般
演
題



- 159 -

Pj-37　一般演題ポスターセッション（日本語）37 Jp
パーキンソン病関連疾患（臨床研究�8）
Pj-37-1 外来診療における高齢者パーキンソン病患者の臨床的特徴

竹島　　明　  JCHO秋田病院 脳神経内科

Pj-37-2 取り下げ演題

Pj-37-3 パーキンソン病患者における発症前尿酸値の検討
前田憲多郎　  岡崎市民病院 脳神経内科

Pj-37-4 パーキンソン病治療における医師と患者の満足度 ～Webアンケート調査結果～
野元　正弘　  済生会今治医療・福祉センター／今治病院 脳神経内科・臨床研究センター

Pj-37-5 次世代シークエンサを用いたパーキンソン病関連遺伝子の検索
金谷　雄平　  広島大学 原爆放射線医科学研究所　分子疫学研究分野

Pj-37-6 パーキンソン病患者のスティグマ体験と運動症状
公文　　彩　  相模原病院 神経内科／かわしま神経内科クリニック

Pj-37-7 フレイルの観点からみた入院高齢パーキンソン病患者の臨床的特徴
新畑　　豊　  国立長寿医療研究センター 神経内科部

Pj-37-8 Parkinson病患者のアンヘドニアとうつは線条体ドパミン作動性神経との関
連性が異なる
村上　秀友　  東京慈恵会医科大学 神経内科

Pj-37-9 パーキンソン病のクリニカルパスを用いた計画入院
猪奥　徹也　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

Pj-37-10 パーキンソン病におけるグループ・リハビリテーション：ピアサポートの有効性
三ツ井貴夫　  徳島病院 脳神経内科／徳島病院 臨床研究部

Pj-38　一般演題ポスターセッション（日本語）38 Jp
パーキンソン病関連疾患（その他）
Pj-38-1 発症後長期間L-DOPAに対する反応性がみられたFTDP-17（MAPT 

N279K変異）の1家系
時村　　瞭　  福島県立医科大学 脳神経内科

Pj-38-2 進行性核上性麻痺に対する3系統神経伝達物質補充療法による認知機能と
歩行機能の改善
濱田　恭子　  新さっぽろ脳神経外科病院 神経内科

Pj-38-3 α-シヌクレイノパチーのバイオマーカーとしての皮膚α-シヌクレイン沈着の有
用性の検討
松本　祐輔　  東京大学医学部附属病院脳神経内科

Pj-38-4 パーキンソン病患者の入院契機に関する検討
信國　圭吾　  いずみの病院 神経内科
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Pj-38-5 パーキンソン病の嚥下障害に関連する運動および非運動症状の検討
垣内　謙祐　  藍野病院 脳神経内科

Pj-38-6 取り下げ演題

Pj-38-7 パーキンソン病の運動症状および非運動症状とQOLとの関連 
―罹病期間による検討―
猿渡めぐみ　  国立病院機構相模原病院／さがみはらカウンセリングルーム

Pj-38-8 Parkinson病における入眠時および出眠時幻覚
駒ヶ嶺朋子　  獨協医科大学病院，脳神経内科

Pj-38-9 腸捻転を発症したパーキンソン病患者の検討
坂尻　顕一　  金沢医療センター 脳神経内科

Pj-38-10 パーキンソン病患者の便秘に対するエロビキシバットの有効性
中江　啓晴　  済生会横浜市南部病院 神経内科

Pj-39　一般演題ポスターセッション（日本語）39 Jp
運動ニューロン疾患（臨床研究2）
Pj-39-1 当院での筋萎縮性側索硬化症患者における事前意志確認調査

近土　善行　  聖隷浜松病院 神経内科

Pj-39-2 エダラボン特定使用成績調査（筋萎縮性側索硬化症）報告⑤
石崎　　薫　  田辺三菱製薬株式会社（株）

Pj-39-3 筋萎縮性側索硬化症における大脳辺縁系萎縮と運動ニューロン障害の関係
武田　貴裕　  国立病院機構　千葉東病院

Pj-39-4 持続的に血清CK値の上昇を認める筋萎縮性側索硬化症患者の特徴につい
ての検討
長嶋　和明　  群馬大医学部附属学病院 脳神経内科

Pj-39-5 重篤な消化器系合併症を生じた筋萎縮性側索硬化症の3例
上田　健博　  神戸大学大学院医学研究科　脳神経内科学

Pj-39-6 球脊髄性筋萎縮症の経過中，小脳性運動失調を呈した症例の臨床病理学的検討
菊池　雷太　  汐田総合病院 神経内科

Pj-39-7 高齢脊髄性筋萎縮症3例に対するヌシネルセンの有効性に関する検討
奥村　　学　  信州大学医学部　脳神経内科，リウマチ・膠原病内科

Pj-39-8 呼吸障害を合併する脊髄性筋萎縮症Ⅱ型において集学的管理によって生児を
得た1例
近藤　彩乃　  名古屋第二赤十字病院 脳神経内科

Pj-39-9 当科において診断した神経核内封入体病患者の臨床的解析
古田みのり　  群馬大学医学部附属病院脳神経内科

Pj-39-10 脊髄性筋萎縮症治療薬ヌシネルセンの国内使用成績全例調査：中間集計報告
デヴェロー斎恵　  バイオジェン・ジャパン株式会社 メディカル本部
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Pj-40　一般演題ポスターセッション（日本語）40 Jp
小脳性運動失調など（多系統萎縮症）
Pj-40-1 多系統萎縮症MSAにおける呼吸障害

齋藤由扶子　  東名古屋病院 脳神経内科

Pj-40-2 神経変性疾患における声帯外転障害について
中地　　亮　  沖縄病院 神経内科

Pj-40-3 睡眠関連呼吸障害が初期症状となった多系統萎縮症２例
高柳　美佳　  獨協医科大学 脳神経内科

Pj-40-4 多系統萎縮症と筋萎縮性側索硬化症での受診遅延
河野　祐治　  大牟田病院 脳神経内科

Pj-40-5 多系統萎縮症はなぜ高齢で発症しないのか？
布村　仁一　  青森県立中央病院 脳神経内科／青森新都市病院　脳神経内科

Pj-40-6 多系統萎縮症患者100例の自然歴と呼吸治療介入による影響の検討： 
2010年調査との比較
中村　航世　  西新潟中央病院 脳神経内科

Pj-40-7 多系統萎縮症（MSA）および進行性核上性麻痺（PSP）の死亡例の検討
猪瀬　　優　  大勝病院 神経内科

Pj-40-8 遺伝性脊髄小脳変性症にトピラマートは有効か？
三浦　史郎　  愛媛大学大学院 医学系研究科 脳神経内科・老年医学／久留米大学 医学部 内科学

講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門

Pj-40-9 多系統萎縮症における脳脊髄液中NG2とα-シヌクレインの検討
徳武　孝允　  新潟大学脳研究所神経内科

Pj-40-10 多系統萎縮症における胸部CTでの食道拡張所見
川上　　遥　  東京大学病院 神経内科

Pj-41　一般演題ポスターセッション（日本語）41 Jp
神経免疫（重症筋無力症２）
Pj-41-1 当院で経験した重症無力症の検討

森田ゆかり　  高知大学病院 脳神経内科

Pj-41-2 当院での重症筋無力症の治療内容と臨床像の検討
黒澤　亮二　  NTT東日本関東病院 脳神経内科

Pj-41-3 自己免疫性甲状腺疾患を合併した重症筋無力症の臨床的特徴
渡辺　源也　  国立病院機構仙台医療センター 脳神経内科

Pj-41-4 術前に重症筋無力症のコントロールを十分行えば胸腺摘出術後クリーゼは防
止できる
南　　尚哉　  北海道医療センター 神経内科
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Pj-41-5 眼筋型重症筋無力症への経口副腎ステロイド剤またはカルシニューリン阻害
剤治療の比較
紺野　晋吾　  東邦大学医療センター大橋病院 神経内科

Pj-41-6 当院通院中の眼筋型重症筋無力症の治療成績
萬　　翔子　  和歌山県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-41-7 抗AChR抗体陽性重症筋無力症の末梢血リンパ球サブセットおよびTh1/
Th2比に関する解析
安田　真人　  千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学

Pj-41-8 Lambert-Eaton筋無力症に対する3,4-ジアミノピリジンの有効性の検討
北原　　匠　  長岡赤十字病院 神経内科

Pj-42　一般演題ポスターセッション（日本語）42 Jp
神経免疫（多発性硬化症1）
Pj-42-1 当院における多発性硬化症・視神経脊髄炎の最近10年での治療動向

鈴木　重將　  聖隷浜松病院 神経内科

Pj-42-2 多発性硬化症の再発予防治療を行わない患者の臨床経過
宮本　勝一　  近畿大学医学部 脳神経内科

Pj-42-3 フマル酸ジメチルの安全性および有効性の検討-国内使用成績調査中間解析
結果より
清水　優子　  東京女子医科大学病院 脳神経内科

Pj-42-4 多発性硬化症患者に対するフィンゴリモド使用経験
北村　美月　  横浜労災病院 神経内科

Pj-42-5 多発性硬化症における睡眠障害の検討（第2報）
伊佐　　恵　  筑波大学付属病院神経内科

Pj-42-6 国内実臨床下におけるナタリズマブの安全性と有効性 
-使用成績調査5年次中間解析より
横山　和正　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Pj-42-7 多発性硬化症における展望記憶障害と脳萎縮についての検討
都甲めぐみ　  広島大学大学院医歯薬保健学研究科 脳神経内科学

Pj-42-8 臨床的に多発性硬化症と診断される抗MOG抗体陽性患者の検討
生田目知尋　  東北大学大学院医学系研究科 神経内科学分野

Pj-42-9 フマル酸ジメチルの安全性および有効性：前治療DMD別解析-使用成績調
査中間報告
越智　博文　  愛媛大学大学院脳神経内科・老年医学

Pj-42-10 不妊治療の再燃寛解型多発性硬化症に対する影響についての検討
小口　絢子　  東京大学病院 神経内科
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Pj-43　一般演題ポスターセッション（日本語）43 Jp
末梢神経障害（家族性アミロイドポリニューロパチーなど）
Pj-43-1 Sudoscanによる遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシスの発汗機能解析

の有用性
増田　曜章　  熊本大学 大学院生命科学研究部脳神経内科学講座

Pj-43-2 遺伝性ATTRアミロイドーシス患者における脳PiB-PET所見の経時的変化の検討
髙橋　佑介　  信州大学医学部 脳神経内科・リウマチ・膠原病内科

Pj-43-3 医原性トランスサイレチンアミロイドーシスの長期経過の検討
三隅　洋平　  熊本大学病院 脳神経内科学

Pj-43-4 遺伝性末梢神経障害におけるアミロイドポリニューロパチーの臨床像
谷口　雄大　  鹿児島大学病院 脳神経内科

Pj-43-5 遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシス早期診断・病態解析のバイオマーカー
岡田　匡充　  熊本大学　大学院生命科学研究部脳神経内科学講座

Pj-43-6 好酸球性肉芽腫性血管炎（EGPA）の神経障害は虚血以外に好酸球の直接作
用も関与する
竹内　啓喜　  国立病院機構　南京都病院　脳神経内科

Pj-43-7 IgG4関連疾患に伴う末梢神経障害3例の臨床病理学的特徴
川添　僚也　  東京都立神経病院　脳神経内科

Pj-43-8 血管炎症候群に合併する末梢神経障害の臨床像と治療反応性の検討
星野　優美　  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-43-9 末梢神経障害をきたしたEGPAの臨床的特徴
石井　淳子　  神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科

Pj-44　一般演題ポスターセッション（日本語）44 Jp
てんかん�（妊婦･高齢者）
Pj-44-1 バルプロ酸長期内服患者のカルニチン血中濃度と治療効果の検討

道具　伸浩　  富山大学附属病院 脳神経内科

Pj-44-2 脳卒中集中治療科に入院した脳卒中後てんかん患者の臨床像
仁藤智香子　  日本医科大学付属病院 脳神経内科

Pj-44-3 てんかん患者の入院期間に影響を及ぼす因子の検討
立石　雄嗣　  福岡大学筑紫病院　脳卒中センター

Pj-44-4 当院において妊娠・出産したてんかん患者の検討
松浦　　啓　  京都府立医科大学大学院医学研究科神経内科学

Pj-44-5 高齢者てんかんの入院診療の現況
星野　幸子　  筑波記念病院 神経内科

Pj-44-6 てんかん重積状態を呈した認知症患者の臨床的特徴の検討
木村　正志　  NHO舞鶴医療センター 脳神経内科
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Pj-44-7 てんかん外科治療適応の評価におけるMEGの意義の後方視的検討
岡田　　直　  京都大学大学院 医学研究科 臨床神経学

Pj-44-8 集学的治療により発作症状の軽減が得られた成人発症型Rasmussen症候群の一例
北澤　　悠　  横浜市立大学病院 脳神経内科・脳卒中科／横浜市立大学附属市民総合医療センター

神経内科

Pj-44-9 地域基幹病院神経内科における外来てんかん診療の実際
清家　尚彦　  高槻病院 神経内科

Pj-45　一般演題ポスターセッション（日本語）45 Jp
その他�2
Pj-45-1 Japan Registry of Clinical Trialsのデータを用いた脳神経内科関連疾患の分析

安藤　利奈　  愛媛大学大学院医学系研究科　臨床薬理学／臨床研究データセンター

Pj-45-2 メチル水銀曝露後の健康影響とその発症時期の検討
高岡　　滋　  神経内科リハビリテーション協立クリニック

Pj-45-3 神経疾患における嚥下超音波検査と臨床所見の関連
米良　英和　  福岡大学病院

Pj-45-4 Benzodiazepineが悪性症候群に与える影響についての検討
瀧瀬　康洋　  甲府共立病院 神経内科

Pj-45-5 中枢神経系（脳、脊髄）に発症した悪性リンパ腫の臨床・検査・病理所見に
関する検討
堀内惠美子　  相模原病院 神経内科

Pj-45-6 特発性後天性全身性無汗症患者における精神性発汗
荒木　信之　  千葉大学医学部附属病院脳神経内科／千葉大学医学部附属病院総合医療教育研修

センター

Pj-45-7 免疫チェックポイント阻害薬による神経有害事象の臨床的特徴に関する検討
山本安里紗　  旭川医科大学病院 神経内科

Pj-45-8 神経内科診療チームへの、Microsoft Teams®導入効果 （第2報）
片多　史明　  亀田総合病院 脳神経内科

Pj-45-9 裂脳症3症例の検討
奈良井　恒　  岡山医療センター 脳神経内科

Pj-45-10 神経疾患に伴うたこつぼ心筋症の臨床的検討
佐藤　　啓　  宇治病院 脳神経内科

Pj-46　一般演題ポスターセッション（日本語）46 Jp
脳血管障害（臨床研究4）
Pj-46-1 脳底動脈のdolichoectasiaの程度と脳小血管病との相関の検討

伊藤　信二　  藤田医科大学病院 脳神経内科
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Pj-46-2 塞栓源不明脳塞栓症における非狭窄性頸動脈プラークの検討
金井　雅裕　  一宮西病院 脳神経内科

Pj-46-3 側方突進と水平性共同偏倚を呈した脳梗塞連続3症例の検討
入江　研一　  国立循環器病研究センター 脳血管内科・神経内科・脳血管リハビリテーション科

Pj-46-4 AICA症候群を呈した脳梗塞の機序の検討
長　　正訓　  済生会滋賀県病院　脳神経内科／済生会滋賀県病院　脳神経血管内治療センター

Pj-46-5 真性赤血球増多症, 本態性血小板血症患者における脳梗塞9例の検討
鈴木　文昭　  日本医科大学　脳神経内科

Pj-46-6 超急性期脳梗塞患者における血中IGF-1値と機能予後の関連性の調査
岩崎　晶夫　  獨協医科大学病院 脳神経内科／獨協医科大学病院　脳卒中センター

Pj-46-7 脳卒中回復期リハビリテーションにおける在宅復帰に影響を及ぼす要因の検討
横手　　顕　  福西会南病院 神経内科／福岡大学 医学部 脳神経内科学教室

Pj-46-8 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
東　　靖人　  姫路中央病院 神経内科

Pj-46-9 周期性放電を認めた脳卒中後てんかんの臨床転帰に関連する脳波の特異的特徴
戸島　麻耶　  京都大学大学院医学研究科　臨床神経学

Pj-46-10 急性期脳梗塞入院患者の退院時自立が長期転帰におよぼす影響
永金　義成　  京都第二赤十字病院 脳神経内科

Pj-47　一般演題ポスターセッション（日本語）47 Jp
脳血管障害（臨床研究5）
Pj-47-1 膵癌患者にて発症したTrousseau 症候群の臨床的特徴と予後に関する検討

久保　　仁　  西予市民病院 内科

Pj-47-2 retinal vasculopathy with cerebral leukoencephalopathyのMRIの継時
的変化について
横山　徳幸　  函館市医師会病院 脳神経内科

Pj-47-3 先天性血栓性素因に伴う脳静脈血栓症の特徴
新堂　晃大　  三重大学病院 脳神経内科

Pj-47-4 再発性脳梗塞患者における病型診断および抗血栓療法の後方視的評価
山本　寛二　  長野市民病院 神経内科

Pj-47-5 当院における一過性脳虚血発作の臨床像の検討
山上　　圭　  亀田総合病院 脳神経内科

Pj-47-6 下肢深部静脈血栓/肺塞栓に関する当院脳卒中入院患者の特徴
村松　　倫　  国立国際医療研究センター リハビリテーション科

Pj-47-7 当院で経験した脊髄梗塞8症例における臨床像の検討
望月　祐介　  JA長野厚生連 北信総合病院 脳神経内科
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Pj-47-8 ステント支援下コイル塞栓術で治療した真の後交通動脈瘤の1例
田代　典章　  福岡脳神経外科病院 神経内科

Pj-47-9 発症後急速に症状が改善する脳出血の特徴
阿久津二夫　  北里大学医学部 脳神経内科学

Pj-47-10 テント下出血における部位別の臨床的特徴の検討
西村　絢子　  国立循環器病研究センター脳血管内科

Pj-48　一般演題ポスターセッション（日本語）48 Jp
認知症（臨床研究4）
Pj-48-1 京都丹後地区中高年者の飲酒量と認知機能の関係

丹羽　文俊　  京都府立医科大学　脳神経内科

Pj-48-2 当院における神経核内封入体病（NIID）6例の臨床特徴
斎藤　勇紀　  岡崎市民病院 脳神経内科

Pj-48-3 レビー小体型認知症（DLB）の前駆状態と考えられた4例の神経心理学的検討
武田　景敏　  大阪市立大学病院 神経内科

Pj-48-4 認知機能正常者ならびに軽度認知障害における認知症周辺症状の出現
角田慶一郎　  岡山大学病院 脳神経内科

Pj-48-5 物忘れ外来受診者における心房細動の有病率と認知症との関連に関する検討
川崎　照晃　  京都認知症総合センタークリニック 脳神経内科

Pj-48-6 局所性脳萎縮を呈した症例に関する検討
景山　　卓　  東海記念病院 脳神経内科

Pj-48-7 アルツハイマー病の臨床経過についての検討
川井　元晴　  山口大学大学院医学系研究科臨床神経学

Pj-48-8 物忘れを訴える高齢者に対する中鎖脂肪酸の効果 
−脳血流シンチグラフィーの変化−
大塚美恵子　  国際医療福祉大学病院 脳神経内科

Pj-48-9 中重度認知症患者における楽器演奏と認知機能の関係
田部井賢一　  産業技術大学院大学産業技術研究科

Pj-48-10 軽度認知障害（MCI）専門外来における髄液バイオマーカーを用いた背景疾
患の検討
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

Pj-49　一般演題ポスターセッション（日本語）49 Jp
パーキンソン病関連疾患（臨床研究9）
Pj-49-1 パーキンソン病と非定型パーキンソニズムでのノイズパレイドリアテストの後

方視的検討
松本　拓也　  和歌山県立医科大学附属病院 脳神経内科
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Pj-49-2 パーキンソン病における血中ホモシステインと幻覚の出現頻度に関する検討
山田　人志　  横浜神経内科・内科クリニック

Pj-49-3 レボドパ誘発性ジスキネジアを呈するパーキンソン病ではVTAは保たれる
津山　　恒　  順天堂大学医学部脳神経内科

Pj-49-4 簡易瞳孔測定器を用いたパーキンソン病患者における対光反射の解析
高橋　義秋　  香川県立中央病院 脳神経内科

Pj-49-5 パーキンソン病における心臓交感神経機能と左室拡張能との関連
山本　　謙　  昭和大学藤が丘病院 脳神経内科

Pj-49-6 パーキンソン病における血圧日内変動と非運動症状との相関
上木　英人　  横浜市立大学医学部　神経内科学・脳卒中医学

Pj-49-7 視床下核脳深部刺激療法（STN-DBS）がパーキンソン病患者の食事性低血
圧に与える影響
吉田　俊樹　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学／国保旭中央病院　神経内科

Pj-49-8 パーキンソン病患者における血圧と脈拍の経年的変化に関する検討
新藤　和雅　  山梨大学医学部 神経内科

Pj-49-9 初発Parkinson病における起立性低血圧と関係する因子の検討
高橋潤一郎　  東京慈恵会医科大学病院 神経内科

Pj-50　一般演題ポスターセッション（日本語）50 Jp
パーキンソン病関連疾患（自律神経・歩行・姿勢）
Pj-50-1 体組成分析によるパーキンソン病における起立性低血圧の病態解明

中村　友彦　  名古屋大学脳神経内科／名古屋大学医学部附属病院検査部

Pj-50-2 神経原性起立性低血圧を伴うパーキンソン病患者の臨床的検討
大本　周作　  東京慈恵会医科大学病院 神経内科

Pj-50-3 起立性低血圧のないパーキンソン病患者で末梢血管収縮不全を有する患者
群の臨床的特徴
上田　雅道　  名古屋大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-50-4 パーキンソン病/レビー小体型認知症の概日血圧変動と精神症状および認知
症の関連
野元　翔平　  国立病院機構 宇多野病院 神経内科 臨床研究部

Pj-50-5 パーキンソン病における起立耐性低下が年間血圧変動におよぼす影響
新美　由紀　  津島市民病院 神経内科

Pj-50-6 パーキンソン病患者における首下がりの評価方法の提案
青嶋　陽平　  国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科

Pj-50-7 嗅覚障害の有無によるパーキンソン病の比較
渡邉　悠児　  獨協医科大学病院 脳神経内科
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Pj-50-8 ハイハイ（四つ這い動作）および寝返りに応じたPD の姿勢制御（続報）
明神　寛暢　  聖隷浜松病院 神経内科

Pj-50-9 継ぎ足歩行の異常を認めるパーキンソン病患者の臨床的特徴に関する検討
梶本　賀義　  和歌山ろうさい病院 脳神経内科

Pj-50-10 パーキンソン病患者の脊柱変形が運動症状や生活の質に及ぼす影響
赫　　寛雄　  東京医科大学 神経学分野

Pj-51　一般演題ポスターセッション（日本語）51 Jp
運動ニューロン疾患（臨床研究3）
Pj-51-1 最近８年間の当センターにおけるALS診療の臨床的観察

宮本　智之　  獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経内科

Pj-51-2 筋萎縮性側索硬化症患者に対する嚥下造影検査による食形態調整に関する調査
織田　雅也　  ビハーラ花の里病院 脳神経内科

Pj-51-3 筋萎縮性側索硬化症と2型糖尿病
福留　隆泰　  長崎川棚医療センター 脳神経内科

Pj-51-4 筋萎縮性側索硬化症における身体活動の定量的評価
内藤万希子　  東京医科大学病院 脳神経内科

Pj-51-5 当院におけるALS患者に対する誤嚥防止術5例の長期経過
曽我　天馬　  将道会総合南東北病院　脳神経内科／東北大学病院　脳神経内科

Pj-51-6 筋萎縮性側索硬化症（ALS）治療基軸エダラボンの臨床効果に関する検証
大岩　宏子　  愛知医科大学病院 神経内科

Pj-51-7 在宅人工呼吸器管理を行うALS患者家族に対してシュミレーションラボの活用
川邉　清一　  東邦大学医療センター大森病院 神経内科

Pj-51-8 高用量E0302の筋萎縮性側索硬化症に対する第Ⅲ相医師主導治験の進捗状況
沖　　良祐　  徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床神経科学

Pj-52　一般演題ポスターセッション（日本語）52 Jp
神経免疫（多発性硬化症2）
Pj-52-1 抗Neurofascin155抗体陰性の中枢末梢連合脱髄症の２例

大羽　知里　  名古屋第二赤十字病院 神経内科

Pj-52-2 多発性硬化症に類似した抗MOG抗体関連疾患の検討
林　　俊行　  日本医科大学付属病院脳神経内科／東京都立神経病院脳神経内科

Pj-52-3 家族性多発性硬化症の一家系についての臨床的検討
古谷真由美　  埼玉医科大学総合医療センター

Pj-52-4 多発性硬化症と視神経脊髄炎の視神経炎における眼科所見の比較
井戸　信博　  東京医科大学病院 神経内科
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Pj-52-5 中枢神経炎症性脱髄疾患におけるTumefactive lesionの検討
大谷　龍平　  千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学／ JR東京総合病院

Pj-52-6 再発寛解型多発性硬化症における発症早期の認知機能と脳萎縮進行の関連
性の検討
岡田　和将　  産業医科大学病院 神経内科

Pj-52-7 当院における抗MOG抗体関連疾患症例の臨床検討
野原千洋子　  荏原病院 神経内科／当院における抗MOG抗体関連疾患症例の臨床検討

Pj-52-8 多発性硬化症と中枢神経腫瘍性疾患の鑑別における髄液中プログラニュー
リンの検討
辻　　浩史　  筑波大学 神経内科

Pj-53　一般演題ポスターセッション（日本語）53 Jp
神経免疫（自己免疫性脳炎1）
Pj-53-1 抗NMDAR脳炎の機能予後予測スコアNEOSの有用性の検討

安西　将大　  岐阜大学大学院医学系研究科　神経内科学分野

Pj-53-2 頭部MRI異常は認めず, 治療に反応して脳血流SPECT所見が改善した自己
免疫性脳炎の2例
柴田　　真　  群馬大学大学院医学系研究科　脳神経内科

Pj-53-3 リツキシマブBSが有効であった抗NMDA受容体抗体脳炎症例と自験5症例の検討
原瀬　翔平　  亀田総合病院 脳神経内科

Pj-53-4 当院における抗MOG抗体陽性大脳皮質脳炎３症例の検討
片上　隆史　  神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科

Pj-53-5 MRI再検にて卵巣奇形腫を確認できた抗NMDA受容体抗体脳炎2例の検討
田村　　優　  大阪赤十字病院 脳神経内科

Pj-53-6 当科で経験した抗NMDA受容体脳炎と抗てんかん薬の使用経験についての
臨床的検討
園田　理子　  鹿児島大学病院 脳神経内科

Pj-53-7 取り下げ演題

Pj-53-8 当院におけるPD-1 myopathyの検討
向井　泰司　  東京慈恵会医科大学附属柏病院

Pj-53-9 慢性進行型神経ベーチェット病の臨床経過
渡邉　暁博　  国立病院機構大牟田病院 脳神経内科

Pj-54　一般演題ポスターセッション（日本語）54 Jp
筋疾患（筋強直性ジストロフィーなど）
Pj-54-1 筋強直性ジストロフィーに対する呼吸療法の実態調査

久留　　聡　  鈴鹿病院 脳神経内科
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Pj-54-2 心臓ペースメーカで治療した筋強直性ジストロフィー剖検例の検討
橋口　修二　  徳島病院 脳神経内科

Pj-54-3 筋強直性ジストロフィー１型の視覚認識、前頭葉機能と遺伝子異常、大脳皮
質萎縮の検討
小長谷正明　  鈴鹿病院

Pj-54-4 筋強直性ジストロフィー合併糖尿病に対するDPP-4阻害剤の有効性に関する検証
高田　博仁　  国立病院機構青森病院　脳神経内科

Pj-54-5 筋強直性ジストロフィーに合併する水頭症はシャント術で改善しうる
本郷　祥子　  新潟大学脳研究所神経内科

Pj-54-6 筋強直性ジストロフィー患者の性格特性に関する検討
山岡美奈子　  奈良県立医科大学 脳神経内科学

Pj-54-7 炎症性筋疾患におけるHLA-classⅡ抗原発現と臨床像の解析
兒玉　憲人　  国立病院機構 南九州病院 脳神経内科

Pj-55　一般演題ポスターセッション（日本語）55 Jp
神経感染症（脳炎・プリオン病２）
Pj-55-1 水痘・帯状疱疹ウイルス脳炎の1剖検例，病態機序に関する病理学的解析

金　　亮秀　  横須賀共済病院 神経内科

Pj-55-2 当院におけるアミロイドアンギオパチー関連炎症の3症例の検討
副島　一樹　  土浦協同病院 脳神経内科

Pj-55-3 HIV/ナタリズマブ非関連進行性多巣性白質脳症に対するメフロキン、ミルタ
ザピン療法
江頭　柊平　  東京大学医学部附属病院　脳神経内科

Pj-55-4 自己免疫疾患治療中に水痘脳炎を呈した2例の検討
高橋　朗子　  自治医科大学附属さいたま医療センター　脳神経内科

Pj-55-5 当院における単純ヘルペス脳炎の臨床的検討
駒井　侯太　  日本医科大学病院 脳神経内科

Pj-55-6 クロイツフェルト・ヤコブ病の白質病変に対するMR spectroscopyの知見
丸浜伸一朗　  国立病院機構　南京都病院　脳神経内科

Pj-55-7 高齢発症のcryptococcus髄膜炎における頭部MRI所見の経時的観察
石田　志門　  大阪医科大学病院 脳神経内科

Pj-55-8 特発性CD4陽性Tリンパ球減少症に合併したノカルジア脳膿瘍の1例
此松　和俊　  みやぎ県南中核病院　脳神経内科

Pj-55-9 孤発性CJD患者における脳波と年齢についての検討
碓井　雄太　  金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　医学専攻　脳老化・神経病態学（脳神経

内科学）

Pj-55-10 Segmental zoster paresis 3症例の臨床的検討
白岩　伸子　  筑波技術大学 脳神経内科／筑波記念病院神経内科
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Pj-56　一般演題ポスターセッション（日本語）56 Jp
頭痛・その他�2
Pj-56-1 片頭痛患者における機能性及び支障度：ガルカネズマブ長期非盲検試験の評価

中村　智実　  日本イーライリリー株式会社

Pj-56-2 成人期に脱力発作を初発したナルコレプシー1型2例の臨床的特徴
若井　正一　  中東遠総合医療センター 神経内科

Pj-56-3 脳脊髄液漏出症における脳槽造影とCTミエログラフィーの相関についての検討
波平　幸裕　  琉球大学大学院医学研究科　循環器・腎臓・神経内科学講座

Pj-56-4 MRIで脊柱管内に髄液漏出所見を認めた14例の臨床的多様性
小原　一輝　  安城更生病院 脳神経内科

Pj-56-5 東日本大震災被害地域の岩手県沿岸における片頭痛リスク因子研究-2012-
2018年の変遷
工藤　雅子　  岩手医科大学病院 神経内科・老年科

Pj-56-6 脊髄性筋萎縮症Ⅲ型の成人例におけるヌシネルセンの治療経験
森　　拓馬　  鹿児島大学病院 脳神経内科・老年病学

Pj-56-7 抗LGI1抗体陽性脳炎と診断した4例の治療後経過の検討
村山　明希　  都立神経病院 脳神経内科

Pj-56-8 地域在住高齢者における質感認知について
伊関　千書　  山形大学医学部　内科学第三講座

Pj-57　一般演題ポスターセッション（日本語）57 Jp
難病医療とケア
Pj-57-1 当院の神経難病病棟入院患者における栄養状態の評価の検討

小竹　泰子　  北陸病院 脳神経内科

Pj-57-2 スモン患者のフレイル有病率について
坂井　研一　  南岡山医療センター 脳神経内科

Pj-57-3 長期経管栄養中の血清セレン低値であった神経難病患者4例の検討
高橋　哲哉　  西新潟中央病院 脳神経内科

Pj-57-4 呼吸器管理下の神経難病患者の生命予後及び背景因子の検討
西山　　穣　  狭山神経内科病院 神経内科

Pj-57-5 間欠的経口経管栄養と寒天固形化栄養が有効と考えられた筋強直性ジスト
ロフィーの2例
出口健太郎　  岡山市立市民病院 神経内科

Pj-57-6 脳神経内科医の意思伝達装置支給意見書作成経験による相違： 
制度理解と医療情報確認
井村　　保　  中部学院大学 理学療法学科
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Pj-57-7 神経難病患者の在宅療養における情報共有システムとオンライン診療の有用性
日根野晃代　  信州大学医学部附属病院 難病診療センター／信州大学医学部 内科学（3）

Pj-57-8 脳神経内科領域のよりよいトランジションを目指して～患者・保護者へのアン
ケート調査
堤内　路子　  自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経内科

Pj-57-9 高度救命センターにおける神経予後とElectroencephalogram（EEG）の活用
辻　　麻人　  神戸赤十字病院 脳神経内科

Pj-57-10 重症痙攣を呈した患者の特徴
加藤　陽久　  東京医科大学病院 脳神経内科
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