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MSO-01　メディカルスタッフ優秀賞セッション Jp

★ MSO-01-1 初発ラクナ梗塞患者における頭部MRI所見と認知機能の検討
井口　拓海　  翠清会梶川病院　放射線部

★ MSO-01-2 パーキンソン病患者における二重課題歩行と心身機能の関連
沢田　裕之　  公立学校共済組合関東中央病院リハビリテーション科

★ MSO-01-3 正常圧水頭症患者に対する脳脊髄液排除試験後,歩行障害の改善に要する期間
城島　直人　  済衆館病院　リハビリテーション科

★ MSO-01-4 脊磁図による胸髄神経活動伝搬の可視化
宮野　由貴　  株式会社リコー HC事業本部

★ MSO-01-5 パーキンソン病患者において唾液αアミラーゼは精神的ストレスの指標になり
うるか？
向山　結唯　  徳島病院 四国神経・筋センター

MSO-01-6 取り下げ演題

★ MSO-01-7 グルタチオン経口投与はアルツハイマー脳の酸化ストレスを軽減する
泉　　久尚　  東北大学　薬学研究科

MSP-01　メディカルスタッフポスターセッション�01 Jp
摂食・嚥下機能
MSP-01-1 パーキンソン病における嚥下障害質問紙票を用いた嚥下スクリーニングにつ

いての検討
荻野　智雄　  国立病院機構 宇多野病院 リハビリテーション科

MSP-01-2 ギラン・バレー症候群における回復期嚥下障害の特徴
三浦　勇人　  地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立リハビリテーション病院　リハ

ビリテーション技術科

MSP-01-3 帯状疱疹ウイルス感染にて嚥下障害を呈した一例に対するアプローチ
礒野　史織　  脳神経センター　大田記念病院　リハビリテーション課

MSP-01-4 当院脳神経外科病棟における食事摂取量低下患者に対するリバスチグミンの
効果について
上山　剛史　  赤穂中央病院リハビリテーション部

MSP-01-5 Wallenberg症候群の嚥下障害とティッシュ徴候の関連についての検討
萩野　周作　  豊田厚生病院 リハビリテーション技術科

MSP-01-6 脳卒中急性期病院の病棟看護師による安全な食事環境を提供する取り組み
中村和佳奈　  脳神経センター大田記念病院

MSP-01-7 取り下げ演題

MSP-01-8 当院における内視鏡下胃瘻造設例の検討 
～特に予後予測因子と医療選好について～
高見香央里　  社会医療法人　祥和会　脳神経センター大田記念病院　栄養課

★メディカルスタッフ最優秀演題賞候補

メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
演
題



- 204 -

MSP-01-9 くも膜下出血患者の脳血管攣縮と食事摂取状況について
竹岡　宏恵　  脳神経センター　大田記念病院

MSP-02　メディカルスタッフポスターセッション�02 Jp
リハビリテーション（パーキンソン病１）
MSP-02-1 すくみ足を呈するパーキンソン病患者のCSF中β-amyloid42の検討

澤田　　誠　  ＮＨＯ鳥取医療センター　リハビリテーション科／鳥取大学医学部　脳神経内科

MSP-02-2 パーキンソン病のすくみ足に対するレーザーによる視覚的刺激の有用性
松下　　健　  健和会病院

MSP-02-3 パーキンソン病患者における言語流暢性課題と知的能力及び教育年数の関連性
佐川美土里　  独立行政法人国立病院機構相模原病院

MSP-02-4 パーキンソン病患者に対する音楽ゲーム「太鼓の達人」の心理学的効果
井上真理子　  徳島病院 四国神経・筋センター

MSP-02-5 当院におけるパーキンソンダンス教室に参加した外来患者に対する即時効果の検証
大塩　祐子　  恒昭会　藍野病院 リハビリテーション科

MSP-02-6 パーキンソン病患者の歩行解析指標における最小可検変化量の検討
井上　　優　  倉敷平成病院リハビリテーション部／吉備国際大学保健福祉研究所

MSP-02-7 パーキンソン病患者におけるMini-BESTestの下位領域と転倒との関連性
山﨑　　諒　  倉敷平成病院リハビリテーション部

MSP-02-8 取り下げ演題

MSP-03　メディカルスタッフポスターセッション�03 Jp
認知症支援１
MSP-03-1 mini-cogによる認知症評価に基づいた認知症ケアチーム介入の検討

菊井　恵子　  三栄会 ツカザキ病院 看護部

MSP-03-2 認知症者に対するアドバンス・ケア・プランニング（ACP）を用いた意思決定支援
小倉　玲子　  一般財団法人共愛会　芳野病院

MSP-03-3 認知症ケアチームの本質的役割に関する一考察
高瀬　昌浩　  横浜医療センター　医療ソーシャルワーカー

MSP-03-4 急性期病院入院患者の院内デイケアの効果について
田中　美帆　  岡山市立市民病院看護部

MSP-03-5 認知症高齢者におけるBPSDへの対応　生活リズムを把握することの有用性
伊東有美子　  広島市立リハビリテーション病院

MSP-03-6 取り下げ演題
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MSP-03-7 当院における阿部式BPSDスコアとNeuropsychiatric Inventoryの相関関係
と有用性
菱川　祐歌　  社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院 リハビリテーション部

MSP-03-8 多職種で取り組む運転免許外来での生活支援―家族同伴受診した3症例から―
赤松　祐美　  川崎医科大学附属病院　認知症疾患医療センター／川崎医科大学附属病院　臨床

心理センター

MSP-03-9 介護者からの情報収集の重要性：認知症ITスクリーニングによる検討
川北　澄枝　  三重大学医学部附属病院基幹型認知症疾患医療センター

MSP-03-10 運転免許返納の実態調査と返納支援に向けて
上野　節子　  倉敷平成病院

MSP-04　メディカルスタッフポスターセッション�04 Jp
リハビリテーション（SCD・MSA）
MSP-04-1 慢性神経疾患患者における言語療法の自主訓練状況の分析

堀田　弘伸　  さっぽろ神経内科病院

MSP-04-2 進行性核上性麻痺患者に対する運動療法は姿勢保持およびバランス能力を
向上させる
松田　直美　  国立病院機構東名古屋病院 リハビリテーション科

MSP-04-3 急速な日常生活動作能力の低下をきたした多系統萎縮症パーキンソン病型
の理学療法介入
的場恵利子　  医療法人協和会第二協立病院

MSP-04-4 進行性核上性麻痺への訪問リハビリの介入時期と頻度の再検討
矢野　竜也　  湘南わかば苑 リハビリ室

MSP-04-5 脊髄小脳変性症における失調性発声発語障害（dysarthria）に対する集中構
音訓練の効果
吉田　奈央　  滋賀医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部

MSP-04-6 取り下げ演題

MSP-04-7 脊髄小脳変性症患者における1Hz反復構音を用いた音圧変動の検討
樫村　祐哉　  医療法人北祐会北祐会神経内科病院

MSP-04-8 脊髄小脳変性症の自然歩行リズム分析システムの開発
吉田純一朗　  国立精神・神経医療研究センター　身体リハビリテーション部

MSP-05　メディカルスタッフポスターセッション�05 Jp
薬剤管理と医療安全
MSP-05-1 Levodopa-carbidopa intestinal gel （LCIG）療法における外来看護師の取り

組みについて
諸澤由利子　  聖マリアンナ医科大学 看護部

メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
演
題



- 206 -

MSP-05-2 ときネットを用いた薬剤情報共有システムの構築
渡邉　大樹　  新潟県立新発田病院 リハビリテーション科

MSP-05-3 CIDP患者個別の免疫グロブリン維持療法選択と継続への支援
池田　枝里　  さっぽろ神経内科病院

MSP-05-4 当院におけるペランパネル使用状況調査
藤本　直也　  医療法人社団　浅ノ川　浅ノ川総合病院　薬剤部

MSP-05-5 医薬品副作用被害救済制度申請フローの有用性 
～抗てんかん薬使用例における検討～
渡邉　真央　  脳神経センター　大田記念病院　診療技術部　薬剤課

MSP-05-6 神経内科病棟における脳卒中患者の生活指導への取り組み
藤原　葉月　  京都第二赤十字病院　看護部

MSP-05-7 脳卒中片麻痺患者の理学療法中における転倒事象の横断研究
平山　秀和　  広島市立リハビリテーション病院

MSP-05-8 当院の入退院支援加算算定の現状-病棟看護事務補助課の立場からの取り組み
川尻　裕子　  脳神経センター大田記念病院　病棟看護事務補助課

MSP-05-9 急性期病院における認知症・せん妄がある入院患者の実態報告
飯村　綾子　  東邦大学医療センター佐倉病院 看護部

MSP-05-10 当院における院内デイケアの効果についてのアンケート調査～病棟看護師を
対象として～
野田有里奈　  香川県立中央病院 リハビリテーション部　作業療法科

MSP-06　メディカルスタッフポスターセッション�06 Jp
多職種連携と地域連携
MSP-06-1 急性期脳梗塞に対するｔ-PA投与までの時間短縮の取り組み  

～The sooner, the better～
北村　祐二　  脳神経センター大田記念病院 看護部

MSP-06-2 当所における難病ネットワーク事業の取組みについて～多職種連携推進のために～
香月亜美奈　  大阪府富田林保健所

MSP-06-3 神経内科専門医不在地域での患者支援体制における多職種カンファレンスの効果
太田　　緑　  市立稚内病院

MSP-06-4 人工呼吸器装着中患者の外出支援の取り組み　 
～多職種連携を通して学んだ1例～
成澤　祐介　  独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター

MSP-06-5 在宅における再発性脳梗塞患者の実態
石田菜美子　  医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院

MSP-06-6 学童期に四肢麻痺を呈した中途障害児の障害受容に応じた生活支援の検討
宮田美和子　  日本福祉大学健康科学部／名古屋市立大学脳神経内科
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MSP-06-7 神経難病患者の医療介護ネットワークシステムを使用しての連携の比較
齋藤　　純　  新潟県立新発田病院

MSP-06-8 神経難病を支える地域多職種と脳神経内科外来看護師の連携の実態調査
小林　智美　  地方独立行政法人　長野市民病院

MSP-06-9 取り下げ演題

MSP-07　メディカルスタッフポスターセッション�07 Jp
臨床検査
MSP-07-1 磁場計測と神経超音波検査を組み合わせた正中神経前腕部神経活動評価

上中　沙衿　  東京医科歯科大学医学部医歯学総合研究科呼吸器・神経系解析学分野

MSP-07-2 糖尿病性神経障害合併2型糖尿病患者における2L-INT法の有用性に関する検討
紙田　　晃　  愛媛県立中央病院 検査部

MSP-07-3 脳卒中片麻痺患者の末梢神経断面積
田中　　理　  横浜市立脳卒中神経脊椎センター　検査部

MSP-07-4 頸動脈超音波検査での可動性病変検出と所見について
桂藤　亜衣　  脳神経センター大田記念病院　診療技術部　臨床検査課

MSP-07-5 取り下げ演題

MSP-07-6 脳出血片麻痺症例におけるMRI拡散テンソル画像のFA比と上肢機能の経時的変化
柏木　晴子　  名古屋市総合リハビリテーションセンター作業療法科

MSP-07-7 拡散テンソル法MRI脳画像を用いたFA比と脳卒中後片麻痺患者上肢機能との関連
森田　　勝　  名古屋市総合リハビリテーションセンター　作業療法科

MSP-07-8 当院における脳卒中後てんかんの脳波の特徴
岡本　哲也　  おさか脳神経外科病院臨床検査科

MSP-08　メディカルスタッフポスターセッション�08 Jp
その他１
MSP-08-1 良性発作性頭位めまい症の転帰へのパンフレット指導の効果

菊地　麻美　  横浜市立脳卒中神経脊椎センター

MSP-08-2 頚動脈ステント留置術の施行側による認知機能の変化の差異
上田有紀人　  三重大学病院 リハビリテーション部

MSP-08-3 橋被蓋部病変による見かけ上の外転制限
高橋　幸治　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　臨床検査部

MSP-08-4 心肺停止蘇生後レストレスレッグス症侯群とパーキンソン症侯群を発症した
症例の考察
小島　孝文　  医療法人社団　有志会　リハビリテーション花の舎病院
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MSP-08-5 EPA受け入れ後の教育体制と今後の課題
鈴木加奈子　  脳神経センター　大田記念病院

MSP-08-6 アルツハイマー型認知症における生活習慣病と身体機能，認知機能の変遷
に関する検討
都河　明人　  東京医科大学

MSP-08-7 希死念慮を抱いた回復遅延型ギランバレー症候群患者へのチーム医療の大切さ
植木　有恵　  国家公務員共済組合連合会　平塚共済病院 リハビリテーション科

MSP-08-8 日本語版MSA-QOLver2.に影響する要因の検討
押領司　民　  共立高等看護学院

MSP-08-9 新人看護師とプリセプターに学習スタイル分析を用いて
金原　友美　  脳神経センター　大田記念病院

MSP-08-10 当院におけるパーキンソン病患者の入退院調査
中藤　恵美　  医療法人　公仁会　姫路中央病院

MSP-09　メディカルスタッフポスターセッション�09 Jp
リハビリテーション（パーキンソン病２）
MSP-09-1 3,3,7拍子にあわせ四つ這い動作を用いたパーキンソン病の新規リハビリテーション

仲山　知宏　  聖隷浜松病院 リハビリテーション部

MSP-09-2 ラサギリンはパーキンソン病患者の空間的歩行特徴を改善する
大野　優美　  東京工業大学

MSP-09-3 パーキンソン病患者の不安軽減を目指した認知行動療法の有効性
廣瀬　悠貴　  国立精神・神経医療研究センター脳神経内科

MSP-09-4 パーキンソン病の姿勢異常に対する入院リハビリテーションの短期効果につ
いての検討
本島　拓哉　  くまもと南部広域病院 リハビリテーション科

MSP-09-5 パーキンソン病のためのダンスワークショップ
國本　文平　  原田リハビリ整形外科

MSP-09-6 LCIG療法導入後に就労復帰を目指すパーキンソン病患者へのリハビリテー
ション経験
橋田　剛一　  大阪大学医学部附属病院　リハビリテーション部

MSP-09-7 当院におけるLSVT BIG®実施の現状
石井　啓太　  順天堂大学附属静岡病院 リハビリテーション科

MSP-09-8 PD患者に対するリハビリ前後の運動機能及び自律神経機能における有用性の検討
長坂　和樹　  リハビリテーション　若彦の郷

MSP-09-9 LSVT®BIGプログラム実施前後でのPDQ39下位項目への影響
箱守　正樹　  JAとりで総合医療センター　リハビリテーション部

MSP-09-10 取り下げ演題
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MSP-10　メディカルスタッフポスターセッション�10 Jp
ALS支援
MSP-10-1 ＡＬＳ重症度分類３の患者が望む排泄への思いと医療者の関わりにおける気付き

中村明利沙　  金沢医科大学病院看護部

MSP-10-2 ALS症例を転院支援する際の問題点
竹原　史穂　  東京都健康長寿医療センター在宅医療・福祉相談室

MSP-10-3 筋萎縮側索硬化症患者のレスパイト入院の現状と把握
村山　裕美　  脳神経センター大田記念病院　地域連携室

MSP-10-4 挿管リスクの高い神経筋疾患にMechanical in-exsufflationによる排痰が奏
功した2例
黒岩　良太　  千葉大学医学部附属病院　リハビリテーション部

MSP-10-5 筋萎縮性側索硬化症おける腹部隆起力と呼吸機能との関係について
大戸　恵介　  国立病院機構　箱根病院　神経筋・難病医療センター　リハビリテーション科／昭

和大学大学院保健医療学研究科

MSP-10-6 労作時呼吸困難のあるALS症例に対する非侵襲的人工呼吸器を併用した運動療法
寄本　恵輔　  国立精神・神経医療研究センター病院　身体リハビリテーション部

MSP-10-7 多職種チームにおけるリハビリテーションの役割とALSクリニックの重要性に関して
杉澤　　樹　  東邦大学医療センター大森病院 リハビリテーション科

MSP-10-8 在宅療養における神経難病患者の緊急入院に対する実態調査
釘本　　藍　  和泉市立総合医療センター　看護部

MSP-11　メディカルスタッフポスターセッション�11 Jp
認知症支援２
MSP-11-1 取り下げ演題

MSP-11-2 取り下げ演題

MSP-11-3 認知症領域の神経心理検査実施支援ツールの開発： 
デルファイ法による意見集約の検討
倉坪　和泉　  国立長寿医療研究センター

MSP-11-4 パーキンソン病患者におけるサルコペニアとの関係とその特徴について
本江　篤規　  ながら医院

MSP-11-5 認知症における頸動脈血流量の検討
石川　清子　  北柏リハビリ総合病院　臨床検査科

MSP-11-6 成人てんかん患者におけるスクラッチアートを用いた芸術療法の有用性
金崎　裕美　  国立病院機構 宇多野病院 リハビリテーション科

MSP-11-7 レビー小体型認知症における比喩理解
藤本　憲正　  倉敷平成病院 言語聴覚科
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MSP-11-8 軽症脳梗塞患者におけるTrail Making Test日本版スコアの経時的変化
吉岡　実穂　  ＪＡとりで総合医療センター　リハビリテーション部

MSP-12　メディカルスタッフポスターセッション�12 Jp
リハビリテーション（脳血管障害）とロボットスーツ
MSP-12-1 運動失調は延髄外側梗塞においてbody lateropulsionを有する患者の歩行

自立を遅らせる
田中　拓哉　  愛知医科大学病院リハビリテーションセンター

MSP-12-2 慢性脳卒中患者に対する下肢ボツリヌス治療と短期集中リハビリテーション
の長期効果
佐藤　剛章　  ＪＡ長野厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院／弘前大学

大学院保健学研究科

MSP-12-3 交代性外斜視を伴うMLF症候群による眼球運動障害に対しリハビリを行った症例
今村　祐介　  豊田厚生病院 リハビリテーション技術科

MSP-12-4 急性期脳梗塞患者における移乗動作自立獲得の阻害要因の検討
北野　和喜　  松江赤十字病院　リハビリテーション課

MSP-12-5 ボツリヌス療法における集中的リハビリテーションの有効性
山陸　裕貴　  いずみの病院 リハビリテーション部

MSP-12-6 Spiderを用いたパーキンソン病に対する歩行練習の即時的効果の検討
早乙女雄紀　  介護老人保健施設ケアタウンゆうゆう リハビリテーション部／埼玉県立大学大学

院保健医療福祉学研究科

MSP-12-7 ウェルウォーク®リハにより移乗動作が改善した重度片麻痺患者の一例
柴山　悦亮　  医療法人木南舎 冨田病院 リハビリテーション科

MSP-12-8 パーキンソン病（PD）に対するロボットスーツHAL®による歩行訓練の介入効果
境野　　敦　  国立病院機構 相模原病院 リハビリテーション科

MSP-12-9 当院におけるHAL®医療用下肢タイプを使用した歩行運動療法について
中村　優子　  獨協医科大学埼玉医療センター　リハビリテーション科

MSP-12-10 ヌシネルセン治療中の脊髄性筋萎縮症Ⅲ型の成人例に対するHAL®治療の
併用効果
田島　資子　  名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院　理学療法科

MSP-13　メディカルスタッフポスターセッション�13 Jp
高次脳機能障害とカウンセリング
MSP-13-1 初発症状に着目した進行性核上性麻痺による進行性失語の検討

木田由貴子　  国立病院機構医王病院北陸脳神経筋疾患センターリハビリテーション科

MSP-13-2 取り下げ演題

MSP-13-3 橋本脳症における高次脳機能障害に関する臨床学的検討
三瀬　和人　  愛媛県立中央病院 リハビリテーション部
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MSP-13-4 頸動脈ステント留置術（CAS）前後で高次脳機能評価の変化とその有用性に
関する検討
竹内奈緒子　  NTT東日本関東病院 リハビリテーション科

MSP-13-5 1年間の症状の変化を診た進行性発語失行の1例
山本　悦子　  埼玉医科大学病院 リハビリテーション科

MSP-13-6 社会参加に繋がった重度感覚性失語の一症例
佐藤　文保　  福岡東医療センター　リハビリテーション科

MSP-13-7 被災後に家族が感じた認知機能および日常生活機能の変化における考察
吉武　亜紀　  川崎医科大学附属病院　認知症疾患医療センター／川崎医科大学附属病院　臨床

心理センター

MSP-13-8 副腎白質ジストロフィーの保因者診断のための遺伝カウンセリング
張　　香理　  東京大学医学部附属病院 ゲノム診療部

MSP-13-9 Becker型筋ジストロフィーの保因者診断に関する検討
柴田　有花　  北海道大学病院臨床遺伝子診療部

MSP-13-10 脊髄性筋萎縮症の出生前診断についての検討
加藤ももこ　  北海道大学病院 臨床遺伝子診療部

MSP-14　メディカルスタッフポスターセッション�14 Jp
その他2
MSP-14-1 神経難病を対象とした看護外来を実践して 

～多発性硬化症とその家族を対象として～
宿南　澄恵　  さっぽろ神経内科病院

MSP-14-2 レビー小体型認知症の認知機能を反映するバイオマーカー開発のための予
備的調査
田中　誠也　  国立長寿医療研究センター 治験・臨床研究推進センター

MSP-14-3 MoCA-Jにおける総得点変化に対する下位項目得点変化との関係性
池上　俊作　  伊那中央病院リハビリテーション技術科

MSP-14-4 視神経脊髄炎関連疾患における社会的認知機能障害:多発性硬化症との比較
岡野　和美　  新渡戸記念中野総合病院 リハビリテーション科

MSP-14-5 視神経脊髄炎により,重度呼吸障害,歩行障害を呈した若年女性の一例
武田亜加梨　  社会福祉法人恩賜財団　済生会滋賀県病院　リハビリテーション技術科

MSP-14-6 病棟看護師の介入によるパーキンソン病患者の症状日誌の有用性について
松岡　貴代　  済生会松山病院

MSP-14-7 AVIMに相当するiNPH患者に対し髄液排出試験を行い、心身機能の変化
が認められた1例
松岡　　剛　  奈良県総合医療センター リハビリテーション部

MSP-14-8 急性期病棟での看護師による呼吸療法の取り組み
山平　　潤　  脳神経センター大田記念病院

メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
演
題



- 212 -

MSP-14-9 脳卒中急性期における透析患者への透析
岩本　知弘　  脳神経センター大田記念病院　臨床工学課
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