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Pj-01　一般演題ポスターセッション（日本語）01 Jp
5月19日（水）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

脳血管障害�01
Pj-01-1 糖尿病はtPA静注療法を行った軽症脳梗塞の転帰不良因子である

坂井健一郎　  東京慈恵会医科大学　内科学講座　 脳神経内科

Pj-01-2 プレホスピタル診療が超急性期脳梗塞治療と機能予後に与える影響についての検討
河瀬　真也　  鳥取大学医学部脳神経医科学講座脳神経内科学分野

Pj-01-3 脳梗塞における来院からrt-PA投与までの院内処置時間に関わる因子
荒木　　周　  名古屋第二赤十字病院 脳神経内科

Pj-01-4 心房細動合併脳梗塞患者における大動脈弓部複合粥腫病変（CAPs）併存と
EPA/AA比の関連性
鈴木　雅之　  自治医科大学 内科学講座　神経内科学部門
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Pj-01-5 Trousseau症候群における第Xa因子阻害薬の有効性と安全性について検討
水谷　佳祐　  公立陶生病院 脳神経内科

Pj-01-6 60歳未満の勤労者の脳卒中発症リスクを高める要因に関する研究
山岡由美子　  NTT東日本関東病院　脳血管内科

Pj-01-7 脳卒中センターにおける病前ADL自立の脳梗塞患者の住形態別疫学的特徴
岸谷　　融　  京都第二赤十字病院 脳神経内科

Pj-01-8 高齢者におけるbranch atheromatous diseaseの症状悪化と転帰に関連する因子
久保　智司　  中国労災病院 脳神経内科

Pj-01-9 COVID-19感染症流行下での脳卒中患者数に関する検討
清水　雄策　  伊那中央病院 脳神経内科

Pj-01-10 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-01-11 Arterial Spin-Labeling MR画像を用いた血栓性M1閉塞に関連する分水嶺
梗塞の病態解析
上田　周一　  JCHO大阪病院 脳神経内科

Pj-01-12 頸部回旋位や後屈位での後方循環系の血流異常を非侵襲的に評価できた3
症例の検討
加納　裕也　  名古屋市立東部医療センター　脳神経内科

Pj-01-13 Arterial Spin Labeling MRIにおけるCo-Cr製頚動脈ステントの金属アーチ
ファクト低減
武信　洋平　  大阪赤十字病院 脳神経内科

Pj-01-14 コレステロール塞栓症における頸動脈狭窄についての検討
阿久津二夫　  北里大学病院 脳神経内科

Pj-01-15 潜因性脳梗塞の右左シャント診断法としてのマイクロバブル併用頸動脈エ
コーの有用性
上田　凌大　  京都府立医科大学附属北部医療センター 脳神経内科

Pj-02　一般演題ポスターセッション（日本語）02 Jp
5月19日（水）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

認知症�01
Pj-02-1 脳アミロイド血管症における混合型脳微小出血への進展

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

Pj-02-2 物忘れ外来受診時に偶然検出される微小脳梗塞と脳アミロイド血管症の関
連について
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-02-3 軽度認知障害における局所大脳白質病変容積と認知機能障害、生活習慣病
との関連
櫻井　　周　  東京医科大学　高齢総合医学分野
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Pj-02-4 若年性脳梗塞の兄弟を契機に臨床的に多様なHTRA1変異キャリアが見出
された一家系
近藤　恭史　  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-02-5 プレセニリン1変異アルツハイマー病に対するブロモクリプチンの臨床試験プ
ロトコル
坂野　晴彦　  京都大学　先端医療研究開発機構／ iPS細胞研究所／脳神経内科

Pj-02-6 アルツハイマー型認知症におけるName Fluency Test改訂版の有用性の検討
近藤　正樹　  京都府立医科大学大学院神経内科学

Pj-02-7 アルツハイマー型認知症におけるApoEとCSFバイオマーカーとの関連, 性差の検討
木村　友彦　  東京都健康長寿医療センター 脳神経内科

Pj-02-8 物忘れ外来受診者における内側側頭葉萎縮と血清葉酸値との関連
伊藤　芳恵　  島根大学医学部付属病院 内科学講座内科学第三

Pj-02-9 神経変性疾患における黒質メラニンおよび青斑核シグナルのMRIによる評価
栄　　信孝　  大牟田病院 脳神経内科

Pj-02-10 アルツハイマー病での嗅覚障害と関連する脳領域の検討
小島　一歩　  千葉ろうさい病院 認知症疾患医療センター

Pj-02-11 アルツハイマー病患者における，脳アミロイド蓄積と大脳白質病変との定量的解析
笠原　浩生　  群馬大学大学院医学系研究科　脳神経内科学

Pj-02-12 ロゴペニック型進行性失語症の髄液バイオマーカーとPET所見の関連
武田　景敏　  大阪市立大学病院 脳神経内科

Pj-02-13 脳ドックにおけるMoCA-J, BAAD, 総ホモシステイン検査の意義について
青柳　信寿　  伊敷病院

Pj-02-14 アルツハイマー型認知症における血清銅/亜鉛濃度比の検討
林　　未久　  愛知医科大学 神経内科

Pj-02-15 VitaminB12欠乏者に対するB12補充によるホモシステイン値と認知機能障
害の改善の検討
上野亜佐子　  福井大学病院 第二内科／福井県済生会病院　脳神経内科

Pj-02-16 アミロイドPET陰性認知症患者における臨床/画像所見の特徴
竹野下尚仁　  東京医科大学 高齢総合医学分野

Pj-03　一般演題ポスターセッション（日本語）03 Jp
5月19日（水）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

パーキンソン及び類縁�01
Pj-03-1 LRRK2新規変異p.R1501Wを持つ家族性パーキンソン病の臨床像と 

その機能（第2報）
真鈴川　聡　  ますずがわ神経内科クリニック 神経内科
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Pj-03-2 当院における特発性正常圧水頭症患者での髄液排除試験に影響する因子に
ついての検討
内藤　裕之　  広島市民病院 脳神経内科

Pj-03-3 薬剤性パーキンソニズム治療困難症例とレビー小体型認知症の関連
白岩　伸子　  筑波技術大学 保健科学部／筑波記念病院神経内科

Pj-03-4 レム睡眠行動異常症合併パーキンソン病関連疾患の臨床的特徴
藤田　裕明　  獨協医科大学病院 脳神経内科

Pj-03-5 多系統萎縮症における気管切開後の呼吸障害についての検討
中村　航世　  国立病院機構西新潟中央病院 脳神経内科

Pj-03-6 神経変性疾患における嚥下超音波検査の特徴
米良　英和　  福岡大学病院　脳神経内科

Pj-03-7 大脳皮質基底核変性症の診断における18F-THK-5351 PETの有用性につい
ての検討
馬場　智也　  東京都健康長寿医療センター 脳神経内科

Pj-03-8 多系統萎縮症の脳幹容積の評価
中川　裕亮　  NHO 静岡てんかん・神経医療センター 脳神経内科

Pj-03-9 MIBG心筋シンチグラフィーの集積低下を示す進行性核上性麻痺の臨床的特徴
石原　　資　  国立精神・神経医療研究センター

Pj-03-10 進行性核上性麻痺における垂直性眼球運動障害と予後の関連
石原　稔也　  国立病院機構 宇多野病院 臨床研究部・脳神経内科

Pj-03-11 前頭葉徴候を主体とする進行性核上性麻痺（PSP-F）の臨床・病理学的特徴
大野　陽哉　  岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科学分野

Pj-03-12 進行性核上性麻痺における神経可塑性異常： 
反復4連発磁気刺激法（QPS）を用いた検討
本田　　誠　  鳥取大学医学部脳神経医科学講座脳神経内科学分野

Pj-04　一般演題ポスターセッション（日本語）04 Jp
5月19日（水）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

神経免疫�01
Pj-04-1 サルコイドーシスを背景とした脳幹梗塞の臨床的検討

滑川　将気　  長岡赤十字病院 神経内科

Pj-04-2 当院で経験した神経・筋サルコイドーシス16症例の臨床的検討
阿部　良奎　  旭川医科大学循環呼吸神経病態内科学

Pj-04-3 当科における中枢神経サルコイドーシス6例の診断についての検討
高畑　克徳　  鹿児島大学脳神経内科

Pj-04-4 筋サルコイドーシス患者に対する免疫療法の治療効果の検討
鍛治田倫英　  筑波大学 神経内科
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Pj-04-5 リウマチ性髄膜炎と髄液ネオプテリン
宮上　紀之　  済生会松山病院脳神経内科／愛媛大学大学院医学系研究科臨床薬理学

Pj-04-6 免疫チェックポイント阻害薬投与下に生じた中枢神経障害の臨床学的検討
菊辻　直弥　  奈良県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-04-7 抗IgLON5抗体関連疾患の臨床像および治療効果に関する検討
伏屋　公晴　  岐阜大学大学院 医学系研究科 脳神経内科学分野

Pj-04-8 当院における抗neurofascin155抗体陰性CCPD5例の検討
茂木　晴彦　  国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科

Pj-04-9 神経免疫疾患における選択的血漿交換の使用経験
長沼　亮滋　  北海道医療センター　脳神経内科

Pj-04-10 血清抗Myelin oligodendrocyte glycoprotein 抗体陽性症例の臨床像の検討
景山　　卓　  東海記念病院 脳神経内科／天理よろづ相談所病院　脳神経内科

Pj-04-11 当院における抗MOG抗体関連疾患の臨床的特徴の検討
平松　　有　  鹿児島大学病院 脳神経内科

Pj-04-12 コロナ禍における神経免疫疾患の臨床的増悪等の分析
富沢　雄二　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Pj-04-13 LEMSの診断における尺骨神経の電気生理学的評価の有用性
森　　秀樹　  新潟大学脳研究所脳神経内科

Pj-04-14 ステロイド抵抗性特発性後天性無汗症の特徴
大田　一路　  埼玉医科大学病院 神経内科・脳卒中内科

Pj-05　一般演題ポスターセッション（日本語）05 Jp
5月19日（水）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

筋疾患�01
Pj-05-1 デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）患者の開口障害

大矢　　寧　  国立精神・神経医療研究センター 病院　脳神経内科

Pj-05-2 デュシェンヌ型筋ジストロフィー生検骨格筋におけるチアミン・トランスポーター
三ツ井貴夫　  徳島病院 脳神経内科／徳島病院　臨床研究部

Pj-05-3 Duchenne型筋ジストロフィーの頭部画像の検討
相澤　一貴　  国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科

Pj-05-4 Duchenne型筋ジストロフィーの腕頭動脈による気管狭小化に関する形態的検討
木村　正剛　  名古屋大学大学院医学研究科 神経内科／独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院 脳

神経内科

Pj-05-5 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーにおける呼吸機能を低下させる因子
鵜沼　　敦　  国立精神・神経医療研究センター

Pj-05-6 GVHD関連筋炎におけるHLA-DR発現のパターンに関する組織学的検討
数田　知之　  名古屋大学病院 神経内科／国立病院機構鈴鹿病院神経内科
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Pj-05-7 ミトコンドリア病における尿中タイチン（コネクチン）は血清GDF-15と関連する
石井亜紀子　  筑波大学病院 神経内科

Pj-05-8 遅発型ポンペ病に対するavalglucosidase alfaの有効性および安全性の報告
（COMET試験）
名倉　　仁　  サノフィ株式会社

Pj-05-9 絞扼性腰神経根症による高CK血症を伴う神経原性下腿筋萎縮症; 18例の検討
柴田　　真　  群馬大学大学院医学系研究科脳神経内科学

Pj-05-10 生検筋組織における鉄染色で検出される鉄沈着所見の診断的意義に関する検討
清水　　潤　  東京工科大学 医療保健学部理学療法学科／東京大学医学部附属病院脳神経内科

Pj-05-11 脂質蓄積性ミオパチー4例の臨床的検討
三橋　　泉　  筑波大学医学医療系神経内科

Pj-05-12 頸部伸筋限局性ミオパチーの臨床経過と治療に関する検討
和田　隆史　  大阪府済生会中津病院 脳神経内科

Pj-05-13 Scleroderma-myositis overlap syndrome 3例の臨床症状および病理所見の検討
樽谷　潤子　  和歌山県立医科大学 脳神経内科

Pj-05-14 当科における抗SRP抗体陽性ミオパチーの臨床的・病理的特徴の検討
湯地　美佳　  鹿児島大学病院 神経内科・老年病学

Pj-05-15 当科における孤発性封入体筋炎に対する免疫グロブリン大量静注療法の有用性
白河　俊一　  川崎医科大学病院 脳神経内科

Pj-06　一般演題ポスターセッション（日本語）06 Jp
5月19日（水）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

筋疾患�02
Pj-06-1 各種炎症性筋疾患における筋線維および筋内鞘小血管へのMxA免疫染色

の染色性の検討
織茂　賢太　  東京大学医学部附属病院 神経内科

Pj-06-2 抗TIF1-γ抗体陽性筋炎疑いで脳神経内科へコンサルテーションされた症例
の現状把握
前川　裕貴　  東京大学病院 脳神経内科

Pj-06-3 抗PL-7抗体陽性抗ARS抗体症候群のプレシジョン・メディシン
高松孝太郎　  熊本大学病院 脳神経内科学講座

Pj-06-4 抗TIF1γ抗体陽性皮膚筋炎の臨床病理学的検討
山中　　愛　  奈良県立医科大学　脳神経内科学

Pj-06-5 筋強直性ジストロフィーに対するHAL® の効果
野田　成哉　  鈴鹿病院 脳神経内科／名古屋大学神経内科

Pj-06-6 筋強直性ジストロフィーにおける先行する多臓器障害の検討
福島　大喜　  安城更生病院 脳神経内科
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Pj-06-7 筋強直性ジストロフィーにおける非アルコール性脂肪性肝疾患関与因子に関
する検討
高田　博仁　  青森病院 脳神経内科

Pj-06-8 筋強直性ジストロフィー1型患者の同胞間における検討
山本安里紗　  旭川医療センター

Pj-06-9 筋強直性ジストロフィー1型における呼吸機能の経時的変化についての検討
勝瀬　一登　  国立病院機構下志津病院 脳神経内科／東京大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-06-10 筋強直性ジストロフィー１型患者における糖尿病発症の背景とリスクに関する検討
宇根　隼人　  国立病院機構大牟田病院　脳神経内科

Pj-06-11 筋強直性ジストロフィーの臨床的死因と剖検所見の関係
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

Pj-07　一般演題ポスターセッション（日本語）07 Jp
5月19日（水）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

神経感染症�01
Pj-07-1 腹筋麻痺を合併した帯状疱疹症例の臨床的特徴

松田　俊一　  ＮＴＴ東日本関東病院 脳神経内科

Pj-07-2 Carnitine palmitoyltransferase 2遺伝子多型を伴った急性壊死性脳症の成
人症例の検討
中尾　　聡　  信州大学病院 脳神経内科，リウマチ・膠原病内科

Pj-07-3 眼部帯状疱疹後に発症した滑車神経麻痺の1例
北里美南子　  日本医科大学付属病院脳神経内科

Pj-07-4 水痘帯状疱疹ウイルス感染症に生じた帯状疱疹後神経痛以外の神経合併症の検討
谷口　　優　  金沢大学大学院　脳老化・神経病態学（脳神経内科学）

Pj-07-5 当院での水痘帯状疱疹ウイルス関連神経障害の臨床像と動向の検討
黒澤　亮二　  ＮＴＴ東日本関東病院 脳神経内科

Pj-07-6 クリプトコッカス髄膜脳炎の臨床的特徴の検討
吉村　敬介　  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-07-7 フィンゴリモド関連クリプトコッカス髄膜炎患者の血清抗原推移と抗原特異
度の検討
青木　玲二　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

Pj-07-8 結核性髄膜炎における早期治療介入のための臨床項目の考察
櫻本　浩隆　  獨協医科大学病院 脳神経内科

Pj-07-9 細胞性免疫低下を背景として進行性多巣性白質脳症の異なる臨床症状を呈
した2例
宮内　博基　  筑波大学病院 神経内科
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Pj-07-10 薬物療法により生命予後改善を認めた症例を含む進行性多巣性白質脳症3症
例の検討
穂苅万李子　  新潟市民病院 脳神経内科

Pj-07-11 細菌性髄膜炎における髄液中Liver-expressed antimicrobial peptide 2 
（LEAP2）の上昇
酒井　克也　  宮崎大学医学部　神経呼吸内分泌代謝学分野

Pj-07-12 消化器病変の検索を必要とした緑色連鎖球菌による髄膜炎の二例
京谷　美月　  都立墨東病院 脳神経内科

Pj-07-13 COVID-19患者51例の神経徴候の検討 
―COVID-19では嗅覚異常よりも味覚異常が多い
西岡　昌紀　  東芝林間病院 神経内科

Pj-07-14 HAMにATLが合併した3症例の検討
玉木　慶子　  福岡大学 脳神経内科

Pj-08　一般演題ポスターセッション（日本語）08 Jp
5月19日（水）18：15～18：55� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

脳血管障害�02
Pj-08-1 重複/副中大脳動脈に関連した脳梗塞の画像的特徴と機序に関する考察

津山　　恒　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Pj-08-2 椎骨動脈解離の急性期における白血球増多についての検討
小阪　崇幸　  熊本医療センター 脳神経内科

Pj-08-3 当院での急性期脳梗塞診療におけるパッチ型心電計Duranta®の使用実績
村瀬　　翔　  加納総合病院 脳神経内科

Pj-08-4 院内発症脳卒中対策チーム（in-hospital stroke action team: iSAT） 
構築2年間の効果
伊佐早健司　  聖マリアンナ医科大学病院 脳神経内科

Pj-08-5 超高齢心原性脳塞栓症の治療の現状と血管内治療を含めた転帰に関連する
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-08-6 脳出血急性期におけるエサキセレノンの有効性について
佐藤　和彦　  広南病院　脳血管内科

Pj-08-7 急性期脳虚血タンデム病変に対する治療成績
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-08-8 中硬膜動脈を経由した塞栓時に血管損傷により生じた医原性の中硬膜動静
脈瘻の2例
田代　典章　  福岡脳神経外科病院 脳神経内科

Pj-08-9 主幹動脈閉塞に伴う軽症脳梗塞における血管内治療の成績
権　　泰史　  加納総合病院　脳神経内科
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Pj-08-10 致し方なくシングルプレーン装置を用いた急性期血行再建術の検討
井上　裕康　  名古屋市立大学病院脳神経内科

Pj-08-11 超急性期塞栓性脳梗塞の血栓回収術におけるtPA静注療法の影響
作田　健一　  東京慈恵会医科大学附属柏病院 脳神経内科

Pj-08-12 血管内治療を実施した若年性脳梗塞16例の検討
武澤　秀理　  済生会滋賀県病院 脳神経内科

Pj-08-13 脳主幹動脈急性閉塞に対する吸引カテーテル使用下での血栓回収術
徳田　直輝　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

Pj-08-14 脳主幹動脈の急性血行再建術におけるProtected Code Stroke院内プロトコ
ルの現状
今井　啓輔　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

Pj-08-15 Tandem lesionに対する血栓回収術と頸動脈ステント留置術： 
一段階と二段階手術の比較
吉田　智子　  多根総合病院 脳神経内科

Pj-08-16 Combined techniqueを用いた機械的血栓回収療法で吸引カテーテルの血栓
圧着は必須か？
碓井　　遼　  北里大学医学部脳神経内科学

Pj-08-17 頸部腫瘍の浸潤と圧排により右内頸動脈の狭窄を来し、虚血発作を繰り返
した1例
鈴木　文昭　  日本医科大学　脳神経内科

Pj-08-18 90歳以上の超高齢者の脳梗塞に対する血管内治療の成績
姫野　隆洋　  脳神経センター大田記念病院 脳神経内科

Pj-09　一般演題ポスターセッション（日本語）09 Jp
5月19日（水）18：15～18：55� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

パーキンソン及び類縁�04
Pj-09-1 視床下核脳深部刺激療法の初回調整効率化を目的としたUPDRS part-Ⅲの

項目の比較解析
西村　光平　  京都大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-09-2 脳深部刺激療法がsaccadeの加減速時間に及ぼす影響
徳重　真一　  東京大学　脳神経内科／杏林大学　脳神経内科

Pj-09-3 STNとGPiにおけるディレクショナルリードで記録されるLocal Field 
Potentialの相違
村瀬　永子　  奈良医療センター 脳神経内科

Pj-09-4 LCIG療法において食事摂取がレボドパ血中濃度に及ぼす影響
細川　裕子　  愛媛大学病院 臨床薬理神経内科

Pj-09-5 Wearing-offを伴う進行期パーキンソン病患者におけるLCIG療法前後での
視線の改善効果
山名　正樹　  和泉市立総合医療センター 脳神経内科
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Pj-09-6 軽度認知障害を有する進行期Parkinson病に対するDevice aided therapyの検討
清水　麻衣　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Pj-09-7 オン・オフの乖離が顕著な日内変動を認めるパーキンソン病に対するLCIG
の有用性の検討
荻根沢真也　  長岡赤十字病院　神経内科

Pj-09-8 レボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法の長期有効性と安全性の検討
高坂　雅之　  国立病院機構 宇多野病院 脳神経内科／国立病院機構 宇多野病院 臨床研究部

Pj-09-9 当科で経験したパーキンソン病患者におけるL-ドパ持続経腸療法の検討
池田　淳司　  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-09-10 パーキンソン病の運動症状に対するサフィナミドの効果： 
国内第Ⅱ/Ⅲ相試験事後解析
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

Pj-09-11 パーキンソン病の痛みに対するサフィナミドの効果： 
国内第Ⅱ/Ⅲ相試験事後解析
坪井　義夫　  福岡大学病院 脳神経内科

Pj-09-12 パーキンソン病の気分障害に対するサフィナミドの効果： 
国内第Ⅱ/Ⅲ相試験事後解析
向後　由貴　  エーザイ株式会社 メディカル本部

Pj-09-13 ゾニサミドはPDのジスキネジアを悪化せずにwearing offを改善する： 
治験データ事後解析
丸山　秀徳　  大日本住友製薬株式会社 メディカルアフェアーズ部

Pj-09-14 進行期パーキンソン病における運動症状・運動合併症へのオピカポンの効果
大澤　彬慈　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Pj-09-15 パーキンソン病の便秘に対するエロビキシバットの有効性
中原　淳夫　  東京慈恵会医科大学附属第三病院 脳神経内科

Pj-09-16 側頭葉の高度な萎縮を認めた Lewy 小体病の1剖検例
岩瀬　　環　  名古屋市厚生院 内科・脳神経内科

Pj-10　一般演題ポスターセッション（日本語）10 Jp
5月19日（水）18：15～18：55� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

パーキンソン及び類縁�05
Pj-10-1 パーキンソニズムに精神神経症状を伴いLRP10に新規バリアントを認めた一家系

川添　僚也　  都立神経病院 脳神経内科

Pj-10-2 Quality of Lifeとパーキンソン病の重症度：長期前向き観察研究
形岡　博史　  奈良県立医科大学 脳神経内科

Pj-10-3 パーキンソニズムと著明な白質病変を呈した高齢発症のグルタル酸血症Ⅱ型
の71歳女性例
林　　俊行　  日本医科大学付属病院
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Pj-10-4 パーキンソン病治療におけるラサギリンの継続率、中断理由の検討
高橋　信敬　  福岡大学病院 脳神経内科

Pj-10-5 PSP-Pとパーキンソン病におけるMRIおよび核医学画像の比較
浅原　有揮　  東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　脳神経内科

Pj-10-6 レビー小体病の嗅覚，嚥下，咳嗽反射の検討
山本　敏之　  国立精神・神経医療研究センター 脳神経内科

Pj-10-7 未治療パーキンソン病における非運動症状とDATスキャン所見の関係の検討
水戸　泰紀　  市立札幌病院 脳神経内科

Pj-10-8 パーキンソン病，多系統萎縮症ならびに進行性核上性麻痺の鑑別に関する
核医学的検討
道具　伸浩　  富山大学病院 脳神経内科

Pj-10-9 レビー小体型認知症におけるDaT-SPECTの経時変化と認知機能の関連
山本　　諒　  東京医科大学　高齢総合医学分野

Pj-10-10 パーキンソン病におけるwearing-off関連因子の検討
堤　　　聡　  国立病院機構　徳島病院　脳神経内科

Pj-10-11 PSPとPDの鑑別におけるDaT-SPECT定量的指標の有用性： 
putamen/caudate （P/C） ratio
森本　展年　  香川県立中央病院　脳神経内科

Pj-10-12 レビー小体型認知症診断におけるニューロメラニンイメージングの有用性
稲川　雄太　  東京医科大学 高齢総合医学分野

Pj-10-13 MRIを用いた多系統萎縮症の診断における中小脳脚の意義
入江　研一　  久留米大学病院 脳神経内科

Pj-10-14 当院における進行性核上性麻痺の第3脳室幅／頭蓋内腔幅の検討
金井　雅裕　  一宮西病院 脳神経内科

Pj-10-15 黒質ニューロメラニンMRIとドパミン機能画像の関連
堀本　佳彦　  名古屋市総合リハビリテ－ションセンター 脳神経内科

Pj-10-16 MRI ASLによる大脳皮質基底核症候群での脳血流の左右差の評価
山口　智久　  福井大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-11　一般演題ポスターセッション（日本語）11 Jp
5月19日（水）18：15～18：55� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

ALS�01
Pj-11-1 臨床病型が大きく異なりFUS遺伝子変異のmosaicismが示唆された家族性

ALS母子例
久原　　真　  札幌医科大学脳神経内科

Pj-11-2 筋萎縮性側索硬化症におけるバイオマーカーの縦断的変化と予後との検討
伊藤　大輔　  名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学
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Pj-11-3 筋萎縮性側索硬化症における髄液Neuron-specific enolaseの検討
細川　隆史　  大阪医科大学病院 内科学教室IV

Pj-11-4 筋萎縮を伴う神経筋疾患における超音波画像を用いた腹直筋筋厚と呼吸機
能の検討
安藤　利奈　  愛媛大学医学部附属病院 臨床薬理神経内科

Pj-11-5 【演題名】 MRI SWI法によるALSの一次運動野の画像評価の有用性と臨床
像の経年変化
安井　昌彰　  和歌山県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-11-6 歩行可能な筋萎縮性側索硬化症の腰神経叢と腕神経叢所見： 
DWIBSを用いた検討
石川　等真　  藤田保健衛生大学病院

Pj-11-7 筋萎縮性側索硬化症7例におけるドパミントランスポータースキャンの検討
濱口　眞衣　  獨協医科大学病院 脳神経内科

Pj-11-8 18F-THK 5351 PETを用いた、筋萎縮性側索硬化症におけるastrogliosisの検出
東原　真奈　  東京都健康長寿医療センター脳神経内科・脳卒中科

Pj-11-9 明白な認知機能低下を伴わない筋萎縮性側索硬化症のIMP-SPECT画像所見
勝木　　歩　  福井大学病院 脳神経内科

Pj-11-10 18F-THK5351 PETによるALS脳astrocytosisの検出
中山　宜昭　  和歌山県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-11-11 長期人工呼吸器装着筋萎縮性側索硬化症5症例のCT画像における脳萎縮
像の特徴
松本　有史　  国立病院機構宮城病院 脳神経内科

Pj-11-12 入院中に気胸を発症した筋萎縮性側索硬化症患者についての検討
的場　結香　  倉敷中央病院 脳神経内科／南岡山医療センター 脳神経内科

Pj-11-13 進行期筋萎縮性側索硬化症患者の療養の場に関する検討
石田　千穂　  国立病院機構 医王病院 脳神経内科

Pj-11-14 多系統萎縮症における迷走神経断面積と自律神経障害の関連について
原田祐三子　  名古屋大学脳神経内科

Pj-11-15 筋萎縮性側索硬化症における舌および僧帽筋の筋超音波検査での線維束性
収縮の検出率
木田　耕太　  東京都立神経病院 脳神経内科

Pj-11-16 筋萎縮性側索硬化症における運動ニューロン興奮性変化の病期による変化
鈴木　陽一　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

Pj-11-17 筋萎縮性側索硬化症におけるＦ波検査の意義について： 
疾患進行度との相関検討
伊佐　　恵　  防衛医科大学校病院 神経・抗加齢血管内科

Pj-11-18 筋萎縮性側索硬化症診断（ALS）における神経反復刺激試験（RNS）の有用性
高橋　和沙　  帝京大学医学部脳神経内科／北里大学医学部脳神経内科
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Pj-12　一般演題ポスターセッション（日本語）12 Jp
5月19日（水）18：15～18：55� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

代謝性疾患�02
Pj-12-1 PDGFB変異を認めた特発性基底核石灰化症（Fahr病）一家系の臨床像に関

する検討
美谷島真洋　  長野赤十字病院 神経内科

Pj-12-2 長期治療経過例を含む脳腱黄色腫症（CTX）の臨床神経生理学的検討
橋本　智代　  産業医科大学　医学部　神経内科学

Pj-12-3 10年以上生存した小児発症と成人発症MELASの2剖検例の比較
大内　翔悟　  筑波大学附属病院　神経内科

Pj-12-4 ムコ多糖症I型一卵性双生児例におけるラロニダーゼ治療後12年間の臨床経過
古川　　裕　  金沢大学大学院　脳老化・神経病態学（脳神経内科学）

Pj-12-5 副腎白質ジストロフィーでの脳脊髄液中ミエリン塩基性蛋白測定の意義
角元　利行　  東京大学医学部附属病院脳神経内科

Pj-12-6 MELASにおける上腸間膜動脈症候群
寒川　　真　  近畿大学病院 脳神経内科

Pj-12-7 アルコール性ミエロパチーの3例
水谷　真之　  都立墨東病院 脳神経内科

Pj-12-8 高アンモニア血症による意識障害を呈した7例の検討
五十嵐　奨　  横須賀共済病院　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
5月19日（水）18：15～18：55� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

その他の神経疾患・神経症候�02
Pj-13-1 めまいの慢性化と脳血流変化

城倉　　健　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科

Pj-13-2 頭痛、めまい、首肩こり、気象変化に関しての2019年1年間の患者統計
久手堅　司　  せたがや内科・神経内科クリニック

Pj-13-3 周期性方向交代性眼位の責任病巣の検討
大井　長和　  宇治病院 脳神経内科

Pj-13-4 硬膜下血種を合併した脳脊髄液減少症：自験例6例の臨床的検討
小野　純花　  新潟市民病院脳神経内科

Pj-13-5 びまん性特発性骨増殖症（DISH）に関連してⅡ型呼吸不全を来した3症例の検討
宮野　涼至　  東京逓信病院 神経内科

Pj-13-6 神経疾患における脳脊髄液中C-mannosyl tryptophanの検討
萬　　翔子　  和歌山県立医科大学　脳神経内科
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Pj-13-7 本態性振戦患者の血漿アミノ酸プロファイル
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-13-8 神経筋疾患患者の体組成測定におけるBIA法の有用性に関する検証
大岩　宏子　  国立精神・神経医療研究センター 脳神経内科

Pj-13-9 皮膚の終末糖化産物（AGEs）蓄積は高齢男性のサルコペニアと関連する
越智　雅之　  愛媛大学　脳神経内科・老年医学

Pj-13-10 脳神経内科領域の診療において24時間血圧計が有用であった2例
上田　明広　  公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院　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
5月20日（木）11：00 ～11：40� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

認知症�03
Pj-14-1 [¹²³I]FP-CIT SPECTを施行した特発性正常圧水頭症9症例における臨床像の検討

望月　祐介　  信州大学脳神経内科, リウマチ・膠原病内科

Pj-14-2 特発性正常圧水頭症における，血管リスク因子とシャント反応性の関連の検討
内上　寛一　  東京共済病院脳神経内科

Pj-14-3 高齢者特発性正常圧水頭症の診断と治療に対する臨床的検討
佐藤　　啓　  宇治病院 脳神経内科

Pj-14-4 アルツハイマー病患者でのサルコペニアの有無による脳画像への影響
廣瀬　大輔　  東京医科大学病院 高齢診療科

Pj-14-5 アルツハイマー病患者の不安定な精神状態へのより良い処方薬についての研究
武本　麻美　  岡山大学病院 脳神経内科

Pj-14-6 意識障害を主訴に緊急入院したレビー小体型認知症の臨床的特徴についての検討
大塚　喜久　  尼崎総合医療センター 脳神経内科

Pj-14-7 CSF1R関連白質脳症における石灰化病変と透明中隔腔の検討
勇　亜衣子　  新潟大学脳研究所　脳神経内科

Pj-14-8 神経核内封入体病における中脳・橋・脳梁萎縮とその臨床的意義
村山　明希　  都立神経病院 脳神経内科

Pj-14-9 ブイエスラドを用いたMCIに関する基礎検討
小野徹太郎　  大日本印刷株式会社

Pj-14-10 成人発症の神経核内封入体病の脳MRI所見の検討
針谷　康夫　  前橋赤十字病院 神経内科

Pj-14-11 軽度認知障害における脳局所体積および白質線維束の推移
吉澤　浩志　  東京女子医科大学

Pj-14-12 神経核内封入体病の臨床の多様性
本郷　祥子　  長岡赤十字病院 神経内科
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Pj-14-13 転倒スコアによるレビー小体型認知症とアルツハイマー型認知症の鑑別
辻本　昌史　  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-14-14 認知症診療におけるアパシーの評価：やる気スコアとVitality Index
川合　圭成　  小山田記念温泉病院 脳神経内科

Pj-14-15 当院認知症外来初診時のMoCA-JとMMSEに関する検討
木原　武士　  神戸市立医療センター西市民病院 脳神経内科／神戸市立医療センター西市民病院 

認知症疾患医療センター

Pj-14-16 アルツハイマー病患者における主観的・客観的睡眠障害
田所　　功　  岡山大学 脳神経内科

Pj-14-17 健診における縦断的認知機能スクリーニングは軽度認知障害の早期発見に
有用である
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-14-18 前頭側頭型認知症（FTD）の病理学的検討
川浪　　文　  相模原病院 神経内科

Pj-15　一般演題ポスターセッション（日本語）15 Jp
5月20日（木）11：00 ～11：40� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

変性（小脳・錐体路・錐体外路）�01
Pj-15-1 小脳萎縮症患者における抗NMDA受容体抗体

出口　晶子　  奈良県総合医療センター 　脳神経内科／奈良県立医科大学　脳神経内科

Pj-15-2 高齢発症のアレキサンダー病患者の臨床学的特徴
吉田　誠克　  京都府立医科大学大学院　医学研究科　神経内科学

Pj-15-3 古典型脳表ヘモジデリン沈着症と多髄節性筋萎縮症をきたしたduropathyの2例
西居　正汰　  兵庫県立尼崎総合医療センター　脳神経内科

Pj-15-4 Machado-Joseph病では下肢体性感覚誘発電位検査において中枢潜時が延長する
荒川　　晶　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-15-5 遺伝性脊髄小脳変性症の発症前診断と遺伝カウンセリング体制の構築
澤井　　摂　  千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科／千葉大学医学部附属病院 遺伝子診療部／

千葉大学医学部附属病院 検査部

Pj-15-6 皮質性小脳萎縮症と脊髄小脳変性症6型の臨床像から鑑別可能か？
宮城　雄一　  独立行政法人国立病院機構相模原病院　脳神経内科

Pj-15-7 特発性小脳失調症に対する免疫療法の有効性と安全性を検証する多施設共
同医師主導治験
吉倉　延亮　  岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科学分野

Pj-15-8 RFC1遺伝子変異を伴う小脳失調症の臨床像の検討
金　　亮秀　  東京医科歯科大学 脳神経内科

Pj-15-9 多系統萎縮症におけるセロトニントランスポーター可視化
長尾龍之介　  藤田医科大学　医学部　脳神経内科学
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Pj-15-10 早期多系統萎縮症患者における皮膚交感神経機能
荒木　信之　  千葉大学病院 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-15-11 多系統萎縮症における脳脊髄液中NG2と臨床症状の検討
徳武　孝允　  新潟大学脳研究所 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
5月20日（木）11：00 ～11：40� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

神経免疫�03
Pj-16-1 視神経脊髄炎の再発に対するリツキシマブの有用性検証試験の継続投与試験： 

RIN-2試験
田原　将行　  宇多野病院　臨床研究部

Pj-16-2 ステロイド抵抗性急性視神経炎に免疫グロブリン大量静注療法を施行した3
例の検討
中原　岩平　  中村記念病院 脳神経内科

Pj-16-3 当院における視神経脊髄炎スペクトラム障害に対するエクリズマブの使用経験
田川　朝子　  平塚市民病院 神経内科

Pj-16-4 視神経脊髄炎関連疾患および多発性硬化症における疲労、疼痛、血清IL-6
の関連性の検討
枡田　大生　  千葉大学病院 脳神経内科

Pj-16-5 AQP4抗体陽性NMOSD病態におけるCD25陽性naïve B細胞の役割
能登　大介　  順天堂大学 免疫学講座

Pj-16-6 皮質性脳炎を含む抗MOG抗体関連疾患の10例の解析による病態および臨
床的特徴の検証
押部奈美子　  山口大学病院 脳神経内科

Pj-16-7 視神経脊髄炎と抗MOG抗体関連疾患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

Pj-16-8 視神経脊髄炎に対する生物学的製剤導入を検討する患者像
宮本　勝一　  近畿大学医学部 脳神経内科

Pj-16-9 視神経脊髄炎の長期的な臨床像と髄液中の疾患活動性マーカーの評価
桐山　敬生　  奈良県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-16-10 超後期発症MG、後期発症MG、早期発症MGの臨床的特徴の比較
大西　庸介　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

Pj-16-11 重症筋無力症の発症における前立腺癌の抗アンドロゲン療法の影響の検討
金沢　華造　  順天堂大学医学部附属順天堂医院　脳神経内科

Pj-16-12 血清ペントラキシン3濃度は重症筋無力症の重症度と相関する
小島　雄太　  千葉大学大学院医学研究院　 脳神経内科学

Pj-16-13 全身型重症筋無力症における補体ネットワークの変化
小澤由希子　  千葉大学 脳神経内科
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Pj-16-14 血清可溶性ウロキナーゼ受容体濃度は重症筋無力症の重症度スケールと相関する
鵜沢　顕之　  千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学

Pj-16-15 当院における重症筋無力症に対する拡大胸腺摘除術施行症例の後方視的検討
矢野　智代　  東京大学医学部附属病院 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
5月20日（木）11：00 ～11：40� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

末梢神経障害�01
Pj-17-1 CCPDにおけるNF155抗体の中枢神経障害機序の解析： 

マウス髄腔内慢性受動免疫の試み
山崎　啓史　  防衛医科大学校　神経・抗加齢血管内科

Pj-17-2 CIDPに対する免疫グロブリン皮下注射製剤効果の検討
鈴木　　哲　  筑波大学 医学医療系 神経内科

Pj-17-3 当院で診療したCIDP30例の臨床病型と長期経過
根本　　壌　  山口大学病院 脳神経内科

Pj-17-4 抗MAG抗体関連ニューロパチー：急速進行例の臨床的・電気生理学的特徴
中村　圭吾　  千葉大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-17-5 MR neurographyを用いたCIDP症例における腰部神経根の検討
加藤　瑛美　  東海大学医学部　内科学系神経内科

Pj-17-6 Charcot-Marie-Tooth病におけるcopy number variation解析
安藤　匡宏　  鹿児島大学病院 脳神経内科

Pj-17-7 Charcot-Marie-Tooth病（CMT）における髄液蛋白の検討
谷口　雄大　  鹿児島大学病院 脳神経内科／いまきいれ総合病院　脳神経内科

Pj-17-8 Guillain-Barré 症候群の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-17-9 低Na血症を合併したGuillain-Barré症候群の臨床的特徴についての検討
垣内　謙祐　  大阪医科大学付属病院 内科学4 脳神経内科

Pj-17-10 Guillain-Barre 症候群分類不能群は予後良好である
大成　圭子　  産業医科大学病院 神経内科

Pj-17-11 IgG抗GD1b抗体単独陽性ギラン・バレー症候群の臨床的特徴
小泉　湧芽　  千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学

Pj-17-12 Guillain-Barré症候群における糖脂質複合体抗体の出現パターンと臨床
像:15年間の解析
高崎　　寛　  防衛医科大学校 内科３　神経・抗加齢血管内科
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Pj-18　一般演題ポスターセッション（日本語）18 Jp
5月20日（木）11：00 ～11：40� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

てんかん�01
Pj-18-1 全般てんかん症候群間の頭皮脳波の高周波活動の違い： 

てんかん原性の程度を反映するか
大井　和起　  京都大学大学院医学研究科　臨床神経学

Pj-18-2 後部皮質てんかんにおける発作間欠期てんかん性放電の形態的特徴
川口　典彦　  静岡てんかん・神経医療センター

Pj-18-3 発作間欠期てんかん性放電が機能的ネットワークに及ぼす影響
岡留　敏樹　  九州大学大学院医学研究院　神経内科学

Pj-18-4 間欠期てんかん性放電検出における睡眠脳波の有用性： 
高齢者てんかんでの予備的検討
岡山　公宣　  神戸大学大学院医学研究科　脳神経内科学

Pj-18-5 脳磁図所見とてんかん外科手術転帰の検討
河村　祐貴　  京都大学大学院医学研究科　臨床神経学

Pj-18-6 脳卒中に関連する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

Pj-18-7 脳卒中後てんかんの治療に関する臨床的検討
真邊　泰宏　  岡山医療センター 脳神経内科

Pj-18-8 当院における脳卒中後早期てんかんの臨床的特徴
山田　美穂　  福岡大学筑紫病院　脳卒中センター

Pj-18-9 一過性てんかん性健忘と一過性全健忘の鑑別に有用な情報が脳波所見以外
に存在するか
星野　幸子　  筑波記念病院 神経内科

Pj-18-10 当院で経験した扁桃体腫大を伴う側頭葉てんかん症例の検討
高曽根　健　  佐久総合病院 脳神経内科

Pj-18-11 脳神経内科と精神科との共診で適切に治療介入できたてんかん性発作の3症例
加藤　量広　  みやぎ県南中核病院 脳神経内科

Pj-18-12 後期高齢者におけるてんかん重責状態の臨床的特徴
河野　　優　  富士市立中央病院 脳神経内科

Pj-18-13 中高齢発症の原因不明新規発症てんかんの臨床・神経心理学的特徴
森本　耕平　  神戸大学大学院医学研究科 脳神経内科学

Pj-18-14 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　  福岡大学病院 脳神経内科

Pj-18-15 高知県での焦点起始無自覚発作（FIAS）の診断と自動車運転免許の問題の
検討（第二報）
大津留　祥　  高知大学医学部　脳神経内科学教室
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Pj-18-16 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-19　一般演題ポスターセッション（日本語）19 Jp
5月20日（木）18：30 ～19：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

脳血管障害�04
Pj-19-1 橋梗塞についての検討

佐藤　　進　  亀田総合病院 脳神経内科

Pj-19-2 橋の内側毛帯に限局する急性期脳梗塞の感覚症候および体部位局在の臨床的検討
友田　陽子　  亀田総合病院 脳神経内科

Pj-19-3 当院における脳静脈血栓症の検討
鈴木淳一郎　  トヨタ記念病院 脳神経内科

Pj-19-4 同側性麻痺を呈する脳血管障害患者の臨床的特徴について
田村悠紀子　  新潟県立中央病院 脳神経内科

Pj-19-5 延髄外側梗塞における皮膚温の左右差
奈良　典子　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科

Pj-19-6 当院で経験した脳アミロイドアンギオパチー4例： 
臨床経過とステロイド治療効果の検討
花岡　康子　  岡谷市民病院　脳神経内科

Pj-19-7 当院におけるHTRA1関連常染色体優性脳小血管病の検討
武井　　潤　  鹿児島大学病院 脳神経内科

Pj-19-8 穿通枝領域梗塞の症状増悪時に抗血栓薬追加療法の有効性および安全性の検討
山田　義貴　  国立病院機構　九州医療センター　脳血管神経内科

Pj-19-9 遺伝子パネルを用いた遺伝性脳小血管病の解析
植田　明彦　  熊本大学病院 脳神経内科学分野

Pj-19-10 未成年患者を対象としたCADASILの遺伝子検査の検討
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-19-11 ESUSにおけるD-dimer測定の意義
長谷川春菜　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Pj-19-12 メチルプレドニゾロン大量静注療法（IVMP）後に発症した脳梗塞の検討
中村　宜隆　  名古屋市立東部医療センター 脳神経内科

Pj-19-13 潜因性脳梗塞への植込み型心電図記録計の適応と心房細動検出率
山下　魁理　  長崎大学病院 脳神経内科

Pj-19-14 脳ドック受診者を対象とした睡眠呼吸障害と認知機能低下の関連についての検討
赤岩　靖久　  獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経内科

Pj-19-15 脳梗塞を契機に好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）と診断した2例
下村　　怜　  脳神経センター大田記念病院 脳神経内科
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Pj-19-16 日本語版簡易modified Rankin Scale質問票の信頼性に関する検証
井　建一朗　  済生会熊本病院 脳神経内科／水俣市立総合医療センター 脳神経内科

Pj-20　一般演題ポスターセッション（日本語）20 Jp
5月20日（木）18：30 ～19：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

パーキンソン及び類縁�08
Pj-20-1 皮膚生検でリン酸化α-synuclein沈着を検索したレビー小体病の3例の臨床的検討

内尾　直裕　  三井記念病院　神経内科

Pj-20-2 神経変性疾患における血中ビタミンD濃度測定の意義
小倉　玄睦　  福岡大学病院 脳神経内科

Pj-20-3 パーキンソン病前駆状態患者における血清亜鉛・銅濃度の検討
田口宗太郎　  愛知医科大学病院　パーキンソン病総合治療センター／愛知医科大学　神経内科

Pj-20-4 パーキンソン病患者の血中神経由来エクソソームmicroRNA発現プロファイ
ルの検討
平賀　経太　  名古屋大学 神経内科

Pj-20-5 パーキンソン病の新規バイオマーカーとしての血中p-3alcadein αに関する検討
國土　曜平　  香川大学 神経難病講座

Pj-20-6 レビー小体型認知症におけるApoE表現型とCSFバイオマーカーとの関連、
性差の検討
金丸　和富　  東京都健康長寿医療センター 脳神経内科

Pj-20-7 レビー小体病患者における尿中p75ECD濃度の上昇と認知機能との関連
佐竹　勇紀　  名古屋大学 神経内科

Pj-20-8 パーキンソン病患者の音読と会話の自然言語処理
横井　克典　  名古屋大学病院／国立長寿医療研究センター

Pj-20-9 進行性核上性麻痺における脳脊髄液microRNAバイオマーカー候補の探索
野中和香子　  香川大学医学部脳神経内科

Pj-20-10 パーキンソン病および関連疾患の酸化ストレスに関する脳脊髄液を用いた検討
高橋　健太　  岩手医科大学病院 脳神経内科・老年科

Pj-20-11 LRRK2 新規バリアント p.G2294Rの臨床遺伝・機能解析について
佐野麻理子　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Pj-20-12 パーキンソン病患者における血清亜鉛値とレボドパ投与の相関について
松山　裕文　  三重大学大学院医学系研究科 神経病態内科学

Pj-20-13 Multistep process modelを用いたパーキンソン病発症因子数の推定
吉田　亘佑　  旭川医療センター 脳神経内科

Pj-20-14 オピカポンの有効性および安全性に関係する患者背景因子の解析
服部　信孝　  順天堂大学大学院 医学研究科 神経学
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Pj-20-15 Fluctuating painを呈するパーキンソン病患者の臨床的特徴とQOLとの関連
栗原可南子　  福岡大学医学部 脳神経内科学講座

Pj-20-16 取り下げ演題

Pj-21　一般演題ポスターセッション（日本語）21 Jp
5月20日（木）18：30 ～19：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

パーキンソン及び類縁�09
Pj-21-1 パーキンソン病におけるHb, 血清鉄, vitamin B12, 葉酸, ホモシステインに

関する検討
原　　大祐　  聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　脳神経内科

Pj-21-2 パーキンソン病における嚥下機能評価
融　　衆太　  新渡戸記念中野総合病院 脳神経内科

Pj-21-3 コロナ禍におけるパーキンソン病患者の診療実態
飯嶋　　睦　  東京女子医科大学病院 脳神経内科

Pj-21-4 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-21-5 パーキンソン病とPhysical Activity Scale in the Elderlyとの関連についての検討
若盛　　亮　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

Pj-21-6 ピロリ菌感染がパーキンソン病患者のL-DOPA薬物動態に与える影響
小田　真司　  国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科

Pj-21-7 取り下げ演題

Pj-21-8 食道裂孔ヘルニアを合併したパーキンソニズムと経管栄養
麓　　直浩　  国立病院機構南岡山医療センター 脳神経内科

Pj-21-9 パーキンソン病の体重減少はなぜ起こるか：嗅覚低下についての検討
朴　　貴瑛　  国立病院機構　宇多野病院　臨床研究部・脳神経内科

Pj-21-10 15年以上の経過のパーキンソン病患者12名の臨床的特徴
岡田　雅仁　  横浜南共済病院 神経内科

Pj-21-11 パーキンソン病患者で脊椎圧迫骨折を併発した症例の後方視的臨床的検討
坂尻　顕一　  金沢医療センター 脳神経内科

Pj-21-12 パーキンソン病患者を対象とした新型コロナウイルス感染拡大に関するアン
ケート第1報
手塚　俊樹　  慶應義塾大学医学部　神経内科

Pj-21-13 パーキンソン病患者での筋超音波検査を用いたサルコペニア評価指標の検討
阪田麻友美　  和歌山県立医科大学 脳神経内科
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Pj-22　一般演題ポスターセッション（日本語）22 Jp
5月20日（木）18：30 ～19：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

ALS�03
Pj-22-1 筋萎縮性側索硬化症患者3名の臨床経過とTDP43病理、レビー小体病理、

Bunina小体の検討
尾上　祐行　  獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経内科

Pj-22-2 Spinal Cord Bank 10年間の取り組み
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-22-3 気管切開を希望しないALS患者における長期NPPV症例の臨床像について
石崎　雅俊　  熊本再春医療センター 脳神経内科

Pj-22-4 エダラボン特定使用成績調査（筋萎縮性側索硬化症）報告7
吉村　健太　  田辺三菱製薬株式会社

Pj-22-5 筋萎縮性側索硬化症（ALS）新規治療基軸エダラボンの臨床効果に関する検証
湯淺　知子　  愛知医科大学病院 神経内科

Pj-22-6 終末期筋萎縮性側索硬化症の浮腫の病態の検討
山本　明史　  NHO 大牟田病院 脳神経内科

Pj-22-7 悪性腫瘍を合併した筋萎縮性側索硬化症患者の臨床的特徴の検討
田尻　正輝　  国立病院機構信州上田医療センター

Pj-22-8 COVID-19流行下におけるALSを対象とした医師主導治験運営の取組み
沖　　良祐　  徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床神経科学

Pj-22-9 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-22-10 筋萎縮性側索硬化症における海馬萎縮の進行は下肢型より上肢・球麻痺型
でみられやすい
武田　貴裕　  国立病院機構　千葉東病院　脳神経内科

Pj-22-11 当院でのALS患者に対するエダラボン長期投与症例の臨床像についての検討
岸　　秀昭　  旭川医療センター 脳神経内科

Pj-22-12 沖縄型神経原性筋萎縮症（HMSN-P）患者の呼吸機能の経過について
藤崎なつみ　  国立病院機構 沖縄病院 脳神経内科

Pj-22-13 ALSに対するGold Coast診断基準の感度，特異度についての検討
濱田　雄一　  帝京大学病院 神経内科

Pj-23　一般演題ポスターセッション（日本語）23 Jp
5月20日（木）18：30 ～19：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

SBMA・その他�01
Pj-23-1 球脊髄性筋萎縮症患者の筋肉量と移動能力の関係

榊原　聡子　  国立病院機構　東名古屋病院　脳神経内科
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Pj-23-2 球脊髄性筋萎縮症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-23-3 両側対立遺伝子でhuntingtinのCAG repeat異常伸長を認めたHuntington
病の臨床的検討
上田　洲裕　  東京大学医学部附属病院　脳神経内科

Pj-23-4 上位運動ニューロン徴候を認めない運動ニューロン疾患の9例
大橋　信彦　  長野市民病院 神経内科

Pj-23-5 球脊髄性筋萎縮症に対するHAL（Hybrid Assistive Limb）の長期使用にお
ける観察研究
中島　　孝　  国立病院機構新潟病院 脳神経内科

Pj-23-6 Japan REgistry for Adult subjeCTs of spinal muscular atrophy 
（jREACT） : A study protocol
佐橋健太郎　  名古屋大学病院 脳神経内科

Pj-23-7 当科での成人脊髄性筋萎縮症の診断・治療例
石原　智彦　  新潟大学脳研究所 脳神経内科

Pj-23-8 脊髄性筋萎縮症９例に対するヌシネルセンNa髄注の効果（第2報）
岸田　日帯　  横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経内科

Pj-23-9 SUNFISH：脊髄性筋萎縮症II型/III型患者でのリスジプラム24ヵ月投与の
有効性・安全性
齋藤加代子　  東京女子医科大学、遺伝子医療センターゲノム診療科、東京、日本

Pj-23-10 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： 
2020年5月中間集計
綿谷　崇史　  バイオジェン・ジャパン株式会社

Pj-24　一般演題ポスターセッション（日本語）24 Jp
5月20日（木）18：30 ～19：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

神経免疫�04
Pj-24-1 重症筋無力症の予後予測因子に関する検討

吉本　幸世　  大阪医科大学病院 脳神経内科

Pj-24-2 眼筋型重症筋無力症の全身化のリスク因子に関する解析
安田　真人　  千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学

Pj-24-3 ニボルマブ投与後に発症した抗横紋筋抗体陽性の筋炎・心筋炎合併重症筋
無力症の剖検例
古寺　紘人　  日本医科大学付属病院脳神経内科

Pj-24-4 当院で経験した抗アセチルコリン受容体抗体陽性重症無力症の検討
森田ゆかり　  高知大学病院 脳神経内科

Pj-24-5 診断確定までに長期間を要したsagging eye syndrome 2症例の臨床的特徴
加藤　新英　  岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科学分野
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Pj-24-6 再発寛解型多発性硬化症におけるfingolimod内服下での喫煙と再発の検討
田中　栄蔵　  九州大学大学院医学研究院神経内科学

Pj-24-7 多発性硬化症における脳血流低下
中村　雅一　  北海道脳神経外科記念病院 脳神経内科

Pj-24-8 二次性進行型多発性硬化症における嗅覚同定能検査の臨床的意義の検討
岡田　和将　  産業医科大学 医学部 神経内科学

Pj-24-9 多発性硬化症における脳梁インデックスと注意障害の関連に関する検討
櫻井　謙三　  聖マリアンナ医科大学病院 内科学脳神経内科

Pj-24-10 T細胞受容体γ鎖領域欠失型コピー数変異と多発性硬化症末梢血γδ T細
胞分画の変化
古再麗阿依買買提江　  国際医療福祉大学大学院医学研究科トランスレーショナルニューロサ

イエンスセンター

Pj-24-11 当施設における二次性進行型多発性硬化症疑い症例の検討
兼元みずき　  昭和大学医学部内科学講座 脳神経内科

Pj-24-12 シポニモドを導入した多発性硬化症患者3例の臨床的特徴
上野　晃弘　  信州大学医学部附属病院／諏訪赤十字病院

Pj-24-13 発寛解型多発性硬化症に対するNatalizumab使用例におけるPMLリスクの検討
小口　絢子　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-24-14 当院における多発性硬化症に対する疾患修飾薬投与例の検討 
－再発症例を中心に－
水野　将行　  名古屋市立大学　神経内科学

Pj-24-15 フマル酸ジメチル投与患者におけるリンパ球数とMRI病変の推移 
-使用成績調査中間解析
大橋　高志　  東京女子医科大学八千代医療センター 脳神経内科

Pj-24-16 当院におけるclinical isolated syndrome症例の臨床検査データと長期経過の検討
柏原　健伸　  金沢大学　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
5月21日（金）11：30 ～12：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

変性（小脳・錐体路・錐体外路）�03
Pj-25-1 進行性核上性麻痺とParkinson病での受診遅延

河野　祐治　  大牟田病院 脳神経内科

Pj-25-2 人工呼吸器を装着した多系統萎縮症患者の死因と予後
坂下　建人　  兵庫中央病院

Pj-25-3 多系統萎縮症における高解像度食道内圧検査を用いた食道運動障害につい
ての報告
瀬戸　瑛子　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科
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Pj-25-4 SCA17の臨床的・遺伝学的検討
樋口雄二郎　  鹿児島大学病院 脳神経内科

Pj-25-5 多系統萎縮症患者に代替栄養法を導入する決定因子の検討
山川　　徹　  国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科

Pj-25-6 脊髄小脳失調症３型の嚥下機能について
本崎　裕子　  医王病院 脳神経内科

Pj-25-7 GBA2遺伝子に変異を認めSPG46と診断した1兄妹例の検討
進藤　桂子　  金沢大学大学院脳老化・神経病態学（脳神経内科学）

Pj-25-8 バクロフェン髄注療法（ITB療法）の長期成績
奈良井　恒　  岡山医療センター 脳神経内科

Pj-26　一般演題ポスターセッション（日本語）26 Jp
5月21日（金）11：30 ～12：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

末梢神経障害�03
Pj-26-1 IVIgの副作用による汗疱様皮疹はMADSAMとMMNで多く出現する

畠　　星羅　  日本医科大学付属病院 脳神経内科

Pj-26-2 当科における神経痛性筋萎縮症の検討
森本　伶美　  東京女子医科大学病院 脳神経内科

Pj-26-3 末梢神経障害を呈したEGPA7例の臨床所見・治療法の検討
穴田麻眞子　  旭川赤十字病院 脳神経内科

Pj-26-4 非集積地における遺伝性トランスサイレチン型アミロイドーシスの検討
市之川萌奈美　  北海道大学 神経内科

Pj-26-5 パチシランを用いた遺伝性ATTRアミロイドーシスに対する治療経験
高橋　佑介　  信州大学病院 脳神経内科・リウマチ・膠原病内科

Pj-26-6 遺伝性ATTRアミロイドーシスにおける脳アミロイド血管症の病態解析
野村　隼也　  熊本大学大学院生命科学研究部神経内科学分野

Pj-26-7 Direct MALDI-TOF-MSを用いた変異型トランスサイレチンの迅速な検出法の開発
永松　秀一　  熊本大学　脳神経内科

Pj-26-8 当科における家族性アミロイドポリニューロパチー （TTR I107V変異） の 
予後の検討
大久保　颯　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-26-9 ドミノ肝移植の二次レシピエントに生じたATTRアミロイドーシスの長期臨床
経過の解析
三隅　洋平　  熊本大学病院 脳神経内科

Pj-26-10 合成HNK-1化合物を用いた新たなMAG抗体測定系の作製
中島　昌典　  杏林大学医学部　脳神経内科
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Pj-26-11 膠原病の初期に見られる腰部神経根病変の検討
勝賀瀬智大　  高知大学医学部　脳神経内科学教室

Pj-26-12 神経超音波検査が診断に有用だった上腕骨骨折の接合術後に橈骨神経麻痺
を発症した2例
小田　哲也　  北播磨総合医療センター　脳神経内科

Pj-26-13 糖尿病性腕神経叢障害の臨床的検討
喜多也寸志　  姫路中央病院 神経内科／県立姫路循環器病センター　脳神経内科

Pj-26-14 高血糖是正後にpainful neuropathyを急性発症した3例の検討
関口　輝彦　  横浜市立みなと赤十字病院 脳神経内科

Pj-26-15 糖尿病性神経障害の進展におけるメトホルミンの影響
狩野　裕樹　  千葉大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-26-16 糖尿病性多発神経障害と慢性炎症：細胞性免疫異常の関与について
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-27　一般演題ポスターセッション（日本語）27 Jp
5月21日（金）11：30 ～12：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

神経感染症�02
Pj-27-1 単純ヘルペス脳炎に対する抗ウイルス剤の有効性の検討

嶋田　大祐　  奈良県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-27-2 単純ヘルペスウイルス再活性化による再発性脳炎とその予防
島田　知世　  順天堂大学医学部附属順天堂医院

Pj-27-3 無菌性髄膜脳炎における髄液ヘルペス属Real-time PCR陽性群・陰性群の
臨床的特徴
菊池　洸一　  藤田医科大学病院 脳神経内科

Pj-27-4 成人の髄膜炎・脳炎に対するMultiplex-PCRを用いた髄液病原体の迅速診
断に関する検討
中嶋　秀人　  日本大学板橋病院 内科学系神経内科学分野

Pj-27-5 高齢者における非細菌性髄膜炎の臨床的特徴
長　　正訓　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

Pj-27-6 慢性期におけるクロイツフェルト・ヤコブ病の栄養管理
丸浜伸一朗　  国立病院機構　南京都病院　脳神経内科

Pj-27-7 Creutzfeldt-Jakob病の3剖検例
松尾　宏俊　  近江八幡市立総合医療センター　脳神経内科

Pj-27-8 孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病の5症例の臨床的検討
林　　紗葵　  宇治病院 神経内科

Pj-27-9 硬膜移植後Creutzfeldt-Jakob病の臨床的特徴の検討
村松　大輝　  金沢大学大学院医薬保健学総合研究科脳老化・神経病態学（脳神経内科学）

21
日

一般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
）



- 154 -

Pj-27-10 プリオン病の発症における年齢と性別の影響についての検討
浜口　　毅　  金沢大学大学院脳老化・神経病態学（脳神経内科学）

Pj-27-11 E200K変異を有する遺伝性Creutzfeldt-Jakob病での脳波の周波数解析
高嶋　浩嗣　  国立病院機能静岡てんかん・神経医療センター 脳神経内科

Pj-28　一般演題ポスターセッション（日本語）28 Jp
5月21日（金）11：30 ～12：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

頭痛�01
Pj-28-1 頭痛を主訴としたCOVID-19の検討：文献的考察も踏まえて

伊藤　康男　  埼玉医科大学病院 脳神経内科

Pj-28-2 東日本大震災被害地域の岩手県沿岸における頭痛リスク因子研究 
-2012-2019年の変遷
石橋　靖宏　  北上済生会病院／岩手医科大学　脳神経内科・老年科

Pj-28-3 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 
-2012-2019年の変遷
工藤　雅子　  岩手医科大学 脳神経内科・老年科

Pj-28-4 群発頭痛発作前後における自律神経機能の評価
光藤　　尚　  埼玉医科大学脳神経内科

Pj-28-5 難治性拍動性頭痛に伴う多視症の現象と責任病巣の検討
武内　勝哉　  奈良県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-28-6 薬物使用過多による頭痛（MOH）の臨床的検討
藤井　明弘　  済生会滋賀県病院 脳神経内科

Pj-28-7 日本人反復性片頭痛患者におけるgalcanezumabの早期効果発現および維持効果
五十嵐久佳　  富士通クリニック

Pj-28-8 日本人片頭痛患者の単回片頭痛発作に対するlasmiditanの第2相試験： 
主要結果
小森　美華　  日本イーライリリー株式会社

Pj-28-9 日本人片頭痛患者の単回片頭痛発作に対するlasmiditan第2相試験:  
安全性プロファイル
丹治　由佳　  日本イーライリリー株式会社

Pj-28-10 ビッグデータを用いた片頭痛急性期治療薬処方量とBMIの解析
團野　大介　  富永病院　脳神経内科　頭痛センター

Pj-28-11 CACNA1A遺伝子ミスセンス変異（R1346Q）を伴う家族性片麻痺性片頭痛
の臨床像の検討
横山　敬士　  東京大学医学部附属病院脳神経内科

Pj-28-12 当院における甲状腺機能亢進症またはバセドウ病と片頭痛の合併患者の検討
高橋　朗子　  ＮＴＴ東日本関東病院 脳神経内科
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Pj-29　一般演題ポスターセッション（日本語）29 Jp
5月21日（金）11：30 ～12：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

リハビリテーション･医用工学
Pj-29-1 神経変性疾患患者のHALⓇ歩行訓練反復の成果

犬飼　　晃　  NHO 東名古屋病院 脳神経内科

Pj-29-2 沖縄型神経原性筋萎縮症（HMSN-P） 6症例における複数回のHAL®治療
効果の検討
城戸美和子　  独立行政法人　国立病院機構　沖縄病院 脳神経内科

Pj-29-3 ハンカチ・ガイドによる小脳性運動失調性歩行 
－筋緊張の調節と増強効果－
南雲　清美　  汐田総合病院 神経内科

Pj-29-4 歩行障害患者に体幹機能を安定させるチタン布素材を用いた画期的な試み
（第2報）
辰元　宗人　  獨協医科大学病院 医療安全推進センター

Pj-30　一般演題ポスターセッション（日本語）30 Jp
5月21日（金）11：30 ～12：10� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

難病医療�01
Pj-30-1 神経筋疾患における栄養投与速度と血糖値変動との関係

荒畑　　創　  国立病院機構　大牟田病院 脳神経内科

Pj-30-2 高齢者神経難病患者へのスマートフォンを用いた意思伝達装置の導入の試み
綾木　　孝　  京都大学病院 脳神経内科

Pj-30-3 神経筋疾患を対象とした呼吸サポートチーム活動の6年間の実績
木村　英紀　  東京都立神経病院 脳神経内科／東京都立神経病院 呼吸サポートチーム

Pj-30-4 慢性期の神経難病における急性期病床の重要性
坂井　研一　  南岡山医療センター 脳神経内科

Pj-30-5 血清セレン低値を示す長期経管栄養中の神経難病患者の検討
高橋　哲哉　  西新潟中央病院 脳神経内科

Pj-30-6 長野県におけるスモン患者の現状と問題点
小平　　農　  信州大学 脳神経内科・リウマチ・膠原病内科

Pj-30-7 COVID19感染拡大がスモン患者の療養生活に及ぼす影響
久留　　聡　  鈴鹿病院 脳神経内科

Pj-30-8 小児期発症神経系疾患の小児科-成人診療科への移行医療の推進に向けた
実態調査
大迫　美穂　  東京都立北療育医療センター 内科・脳神経内科／東京医科歯科大学医歯学総合大

学院 Master of Public Health

Pj-30-9 当院における成人遺伝性神経筋疾患に対する遺伝カウンセリングの検討
井川　正道　  福井大学医学部附属病院 遺伝診療部／福井大学医学部附属病院 脳神経内科
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Pj-30-10 IPV®とカフアシスト®を組み合わせた排痰ケアに関する検討
平　　明彦　  国際医療福祉大学市川病院

Pj-30-11 神経難病患者支援に対するオンライン会議機能付きクラウド型チームケアシ
ステムの応用
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 脳神経内科、リウマ

チ・膠原病内科／長野県難病相談支援センター

Pj-30-12 風水害に備えた人工呼吸器装着患者の避難入院：避難入院計画策定の実際
織田　雅也　  微風会ビハーラ花の里病院　脳神経内科／微風会三次神経内科クリニック花の里　

難病支援室

Pj-30-13 神経難病患者に対する患者情報共有システムの利用状況と有用性の検討
上條　祐衣　  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-31　一般演題ポスターセッション（日本語）31 Jp
5月21日（金）16：55～17：35� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

脳血管障害�06
Pj-31-1 HIV感染の病期における脳梗塞病型の特徴

山本　司郎　  国立病院機構大阪医療センター 脳卒中内科

Pj-31-2 造影頸部血管超音波検査を用いたプラーク内新生血管評価による不安定プ
ラークの診断
竹下　　翔　  福岡大学病院 脳神経内科

Pj-31-3 「研究利活用のための脳卒中病態解明に資するゲノムデータベースの構築」 
一次調査結果
三輪　佳織　  国立循環器病研究センター 脳血管内科

Pj-31-4 脳血管造影における長母指伸筋腱以遠からのdistal radial approachの成績
小林　優也　  伊那中央病院　脳神経内科

Pj-31-5 脳梗塞患者におけるATTR型心アミロイドーシス
不動　藍生　  熊本大学大学院生命科学研究部神経内科学分野

Pj-31-6 冠動脈造影CTは卵円孔開存症の診断に有用である
前田健一郎　  福井県済生会病院　脳神経内科

Pj-31-7 Vertebral artery stump syndrome 2症例の検討
谷口俊太郎　  横浜市立みなと赤十字病院 脳神経内科

Pj-31-8 左房内残存血栓と心原性脳塞栓症重症度の検討
藤原史奈子　  埼玉医科大学国際医療センター 脳神経内科・脳卒中内科

Pj-31-9 塞栓源不明脳梗塞患者における長時間心電図モニタリングの有用性の検討
遠井　素乃　  東京女子医科大学病院 脳神経内科

Pj-31-10 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
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Pj-31-11 悪性腫瘍に伴う凝固亢進状態に関連した脳梗塞の予後因子の検討
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-31-12 延髄内側梗塞例の検討
石原　健司　  旭神経内科リハビリテーション病院 神経内科

Pj-31-13 Branch atheromatous diseaseの転帰の検討
寺澤　由佳　  脳神経センター大田記念病院 脳神経内科

Pj-31-14 卵円孔開存を伴う脳梗塞症例の再発に関する検討
高橋　瑞穂　  日本医科大学

Pj-31-15 心房細動を認めた非心原性脳梗塞患者に対する治療選択の検討
山岡美奈子　  奈良県立医科大学　脳神経内科

Pj-31-16 網膜中心動脈閉塞症の臨床的特徴と併発する脳血管障害に関する後方視的研究
武田　涼輔　  北播磨総合医療センター 脳神経内科

Pj-32　一般演題ポスターセッション（日本語）32 Jp
5月21日（金）16：55～17：35� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

パーキンソン及び類縁�12
Pj-32-1 舌状回病変はパーキンソン病における一次視覚野の低灌流に影響を与える

前田　利樹　  藤田医科大学病院　脳神経内科

Pj-32-2 新規解析方法を用いた多系統萎縮症のDAT SPECT所見の検討
畑中　麻衣　  名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科

Pj-32-3 レビー小体病の脳血流シンチ画像後頭葉血流は合併アルツハイマー病病理
に影響される
笹ヶ迫直一　  大牟田病院 脳神経内科

Pj-32-4 マインドフルネス瞑想によるパーキンソン病の衝動性改善効果に関するパイ
ロット試験
高　　真守　  和歌山県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-32-5 パーキンソン病患者のスティグマ体験と運動症状②
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-32-6 クリニカルパス入院の適応となったパーキンソン病の特徴
猪奥　徹也　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

Pj-32-7 Parkinson病患者におけるレム睡眠期行動異常症の症状とQOLとの関連
小澤　正和　  東京慈恵会医科大学 内科学講座 脳神経内科

Pj-32-8 パーキンソン病の抑うつ症状と重症度、認知機能、QOLとの関連について
猿渡めぐみ　  国立病院機構　相模原病院　脳神経内科／さがみはらカウンセリングルーム

Pj-32-9 パーキンソン病患者に対する卓球リハビリテーション療法の有効性および安
全性の検討
井上　賢一　  福岡大学医学部 脳神経内科／村上華林堂病院　脳神経内科
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Pj-32-10 パーキンソン病（PD）/レビー小体型認知症（DLB）の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 臨床研究部・脳神経内科

Pj-32-11 胸部CT検査で認める食道拡張は神経変性疾患の自律神経障害の指標となるか？
川村　和之　  国立病院機構 南京都病院 脳神経内科

Pj-32-12 パーキンソン病の起立性低血圧重症度別、安静時ノルアドレナリン値と起立
後の反応性
黒野　裕子　  済生会神奈川県病院 脳神経内科

Pj-32-13 パーキンソン病における起立時末梢血管収縮不全を有する患者群の臨床的
特徴の検討
上田　雅道　  名古屋大学病院 神経内科

Pj-32-14 パーキンソン病の起立性低血圧における体脂肪率、体水分率の関連の検討
中村　友彦　  名古屋大学脳神経内科／名古屋大学病院検査部

Pj-32-15 パーキンソン病患者における起立性低血圧の意義の検討
中山　博輝　  東京都立墨東病院

Pj-33　一般演題ポスターセッション（日本語）33 Jp
5月21日（金）16：55～17：35� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

臨床神経生理学�01
Pj-33-1 軟口蓋ミオクローヌスに対する下顎アプローチによる超音波検査

小出　眞悟　  新潟大学脳研究所脳神経内科

Pj-33-2 低域遮断フィルター設定がFAP患者の上肢における遠位部CMAPの持続時
間に与える影響
星野　優美　  信州大学病院 脳神経内科・リウマチ・膠原病内科

Pj-33-3 超音波エラストグラフィを用いた筋の弾性評価法の信頼性
西田　明弘　  福岡大学病院 脳神経内科

Pj-33-4 大脳基底核疾患における興奮抑制バランスの検討
冨樫　尚彦　  国立病院機構　相模原病院　脳神経内科／北里大学病院　脳神経内科

Pj-33-5 巨大SEPの短-中潜時成分の病態： 
発作性脱分極シフト成分と後続抑制成分の可能性の検討
石橋はるか　  京都大学大学院医学研究科　臨床神経学／広島大学大学院医系科学研究科　脳神

経内科学

Pj-33-6 神経筋疾患における疲労と過分極誘発性伝導ブロックの関係
常山　篤子　  千葉大学大学院医学研究院・脳神経内科学

Pj-33-7 急性脳障害における頭皮上脳波での超低周波活動に関する検討
三村　直哉　  京都大学大学院医学研究科 臨床神経学

Pj-33-8 CIDPとTTR-FAPにおける交感神経性皮膚反応の有用性の検討
阪本　直広　  防衛医科大学校 神経・抗加齢血管内科
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Pj-34　一般演題ポスターセッション（日本語）34 Jp
5月21日（金）16：55～17：35� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

画像
Pj-34-1 脳神経炎での造影効果検出におけるDANTE T1-SPACEの有用性の検討

平田　真也　  京都大学病院 脳神経内科

Pj-34-2 LIAS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ーの検討
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（脳神経内科）

Pj-34-3 Tram-track like sign，donut configuration陽性トロサハント症候群症例
の臨床的特徴
上田　真之　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-35　一般演題ポスターセッション（日本語）35 Jp
5月21日（金）16：55～17：35� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

その他の神経疾患・神経症候�04
Pj-35-1 中枢神経系リンパ腫の臨床的特徴についての検討（第2報）

本庄　智香　  天理よろづ相談所病院 脳神経内科

Pj-35-2 腫瘍性疾患と非腫瘍性疾患における髄液可溶性インターロイキン２受容体値の特徴
島　さゆり　  藤田医科大学病院 脳神経内科

Pj-35-3 悪性リンパ腫診断例における生検実施までの後方視的検証
鈴木秀一郎　  札幌医科大学病院 脳神経内科

Pj-35-4 中枢神経系悪性リンパ腫の特徴的な臨床像と治療の検討
春日　一希　  北信総合病院 脳神経内科

Pj-35-5 日本ブレインバンクネットワーク大阪拠点の構築
村山　繁雄　  大阪大学連合大学院、小児発達学研究科、子どものこころの分子統御機構研究セン

ター、ブレインバンクバイオリソース部門

Pj-35-6 慢性砒素中毒に起因する神経障害の自然経過
杉山　崇史　  宮崎大学病院 脳神経内科

Pj-35-7 日本ブレインバンクネットの運営―５年間の節目を迎えて―
齊藤　祐子　  東京都健康長寿医療センター 神経病理／国立精神神経センター　臨床検査部

Pj-35-8 メチル水銀被曝露者の神経症候の変動について
高岡　　滋　  神経内科リハビリテーション協立クリニック

Pj-35-9 COVID-19流行中心地域における中規模病院脳神経内科の日常
津本　　学　  JCHO 東京高輪病院 脳神経内科

Pj-35-10 COVID-19の流行が当院神経内科の診療に及ぼした影響
松本　英之　  三井記念病院 神経内科

Pj-35-11 COVID-19流行下における脳神経内科外来通院患者のオンライン診療へのニーズ
長田　高志　  埼玉医科大学国際医療センター 脳神経内科・脳卒中内科
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Pj-35-12 当科外来を受診した外国人患者への対応と取り組みについて
北見真喜子　  東京都立広尾病院 脳神経内科

Pj-35-13 20世紀「非定型精神病」再考
駒ヶ嶺朋子　  獨協医科大学病院 内科学（神経）

Pj-35-14 看護専門学校生の脳神経内科に対する意識調査
中江　啓晴　  済生会横浜市南部病院 神経内科

Pj-36　一般演題ポスターセッション（日本語）36 Jp
5月22日（土）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

脳血管障害�07
Pj-36-1 脊髄梗塞の予後予測因子： 

脳脊髄液ミエリン塩基性蛋白と短期予後に関する検討
高橋　真実　  新潟市民病院 脳神経内科

Pj-36-2 Branch atheromatous diseaseにおけるヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製
剤の効果
谷口　葉子　  名古屋市立大学病院 脳神経内科

Pj-36-3 穿通枝梗塞患者の長期再発予防におけるCKDの意義について
永金　義成　  京都第二赤十字病院 脳神経内科

Pj-36-4 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-36-5 血栓回収術を施行した急性主幹動脈閉塞例における持続血糖測定値と早期
症状悪化の関連
矢澤由加子　  広南病院 脳血管内科

Pj-36-6 発症前フレイルとtPA静注療法後の短期予後に関する研究
渡邉　　輝　  自治医科大学病院 脳神経内科

Pj-36-7 SLEにおける大脳白質病変の年齢階層別発生および急性期脳梗塞への影響
についての検討
佐野　恵理　  大阪医科大学 内科学Ⅳ教室　脳神経内科

Pj-36-8 Coronavirus disease 2019（COVID-19）における脳血管障害2例の臨床的検討
古川　公嗣　  公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 脳神経内科

Pj-36-9 CADASILでの塩酸ロメリジンを用いた脳梗塞発症抑制効果―最終報告―
渡邉　明子　  京都府立医科大学　大学院　医学研究科　神経内科学／市立福知山市民病院　神

経内科

Pj-36-10 当院における静脈血栓症4例の検討
高橋　　華　  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-36-11 可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）12例の臨床的検討
池上いちこ　  新潟県立新発田病院 脳神経内科
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Pj-36-12 可逆性脳血管攣縮症候群9例の臨床像の検討
坂田　佑輔　  新潟市民病院 脳神経内科／新潟市民病院 脳卒中科

Pj-37　一般演題ポスターセッション（日本語）37 Jp
5月22日（土）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

認知症�05
Pj-37-1 COVID-19蔓延に伴う社会活動制限が認知症患者に与えた影響

久徳　弓子　  川崎医科大学 神経内科学／川崎医科大学附属病院　認知症疾患医療センター

Pj-37-2 新型コロナウイルス感染症は認知症疾患医療センターの活動に大きく影響した
相原　優子　  篠塚病院北関東神経疾患センター

Pj-37-3 COIVID-19感染拡大下における認知症患者とその介護者に対する影響
中澤亜美香　  東京医科大学　高齢総合医学分野

Pj-37-4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行における，都心部物忘れ外来受
診患者の変化
内山由美子　  九段坂病院 内科、脳神経内科／日本赤十字社医療センター　神経内科

Pj-37-5 入院中の認知症患者における過活動型せん妄のリスク評価
高橋　若生　  東海大学大磯病院 神経内科

Pj-37-6 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　  京都府立医科大学病院　脳神経内科

Pj-37-7 園芸療法は認知症患者のVitality Indexを改善する
吉井　康裕　  日本鋼管病院　神経内科

Pj-37-8 自動車運転に対する認知症疾患医療センターの取り組み
金井　光康　  美原記念病院 認知症疾患医療センター

Pj-37-9 「認知症」に対する説明―住民および医学生の講演聴講前のアンケート結果より
山下　正芳　  山形大学医学部第三内科　神経学分野

Pj-37-10 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　  福岡医学部脳神経内科

Pj-38　一般演題ポスターセッション（日本語）38 Jp
5月22日（土）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

パーキンソン及び類縁�13
Pj-38-1 パーキンソン病におけるオトガイ舌骨筋超音波検査による嚥下機能評価

檜皮谷泰寛　  和歌山県立医科大学 脳神経内科

Pj-38-2 パーキンソン病とパーキンソン症候群を呈する他疾患の早期症状に関する検討
堀内惠美子　  日本赤十字社医療センター　神経内科

Pj-38-3 Parkinson病の幻視に関わる視覚情報処理障害は発症早期から始まっている
越川　浩明　  帝京大学ちば総合医療センター 脳神経内科
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Pj-38-4 Parkinson病患者では認知機能のドメインにより関連する心血管系自律神経
機能が異なる
村上　秀友　  東京慈恵会医科大学 脳神経内科

Pj-38-5 パーキンソン病に対する脳深部刺激療法とWestern Aphasia Batteryの長
期経過横断研究
鈴木　政秀　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

Pj-38-6 進行性核上性麻痺における脳脊髄液マーカーと認知機能の関連
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-38-7 パーキンソン病認知機能に対するドネペジル早期治療群と遅発治療群のラン
ダム比較試験
澤田　秀幸　  国立病院機構 宇多野病院 臨床研究部・脳神経内科

Pj-38-8 パーキンソン病における認知機能低下の予測因子としての血圧日内変動関連
因子の検討
上木　英人　  横浜市立大学医学部　神経内科学・脳卒中医学

Pj-38-9 パーキンソン病患者の認知機能スクリーニングに関する検討
多田　　聡　  愛媛大学医学部附属病院　臨床薬理神経内科

Pj-38-10 健常者・パーキンソン病患者における歩行時の視線解析 - 予備的検討
瀬川　翔太　  森之宮病院　神経リハビリテーション研究部／大阪大学　大学院医学系研究科

神経内科学

Pj-38-11 パーキンソン症状に伴う姿勢異常における前庭機能
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-38-12 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-38-13 早期パーキンソン病患者の歩行障害と機能画像との関係
赫　　寛雄　  東京医科大学　神経学分野

Pj-38-14 2Dポーズ推定深層学習ライブラリを用いた臨床歩行動画からの歩行自動分
類の試み
佐藤謙一郎　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

Pj-38-15 治療経過中にジスキネジアをみとめたパーキンソン病患者の特徴
毛受　奏子　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

Pj-38-16 一次性ジストニアの発症年齢の男女差
松本　真一　  大阪脳神経外科病院 神経内科

Pj-38-17 モグラ叩き現象に対する筋電図評価の有用性
―痙性斜頸のボツリヌス治療効果向上―
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

22
日

一般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
）



- 163 -

Pj-39　一般演題ポスターセッション（日本語）39 Jp
5月22日（土）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

神経免疫�06
Pj-39-1 抗MOG抗体関連疾患の臨床像と抗体価についての検討

尾崎　麻希　  奈良県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-39-2 HTLV-1感染者末梢血におけるAPOBEC3ファミリーの発現解析
竹之内徳博　  関西医科大学 微生物学講座／関西医科大学　神経内科学講座

Pj-39-3 免疫治療したfacial onset sensory motor neuronopathy（FOSMN）3症例の検討
上島　翔太　  信州大学医学部　脳神経内科，リウマチ・膠原病内科

Pj-39-4 高齢発症で多彩な臨床像を呈したMikulicz病3例の検討
小塚　和美　  東海大学医学部付属病院

Pj-39-5 リウマチ性髄膜炎の臨床的特徴と抗CCP抗体価指数の検討
井口　直彦　  奈良県立医科大学病院 脳神経内科

Pj-39-6 肥厚性硬膜炎13例の後方視的検討
工藤　彰彦　  北海道大学　神経内科

Pj-39-7 多発性硬化症におけるステロイドパルス療法後の肝障害の臨床的特徴
川崎　怜子　  東京大学医学部附属病院脳神経内科

Pj-39-8 実臨床下でのナタリズマブの安全性と患者背景別の有効性-使用成績調査6
年次中間解析
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-39-9 抗MOG抗体陽性皮質性脳炎の臨床経過の多様性（自験３例の報告）
大橋　美紗　  名古屋医療センター 脳神経内科

Pj-39-10 自己免疫性脳炎の全国調査： 
NMDAR脳炎およびVGKC複合体抗体関連脳症の解析
大石真莉子　  山口大学大学院医学系研究科臨床神経学

Pj-39-11 男性の抗NMDA受容体脳炎症例における臨床特徴
中野　頌子　  藤田医科大学病院 脳神経内科

Pj-39-12 急性脳炎・脳症例の予後不良と関連する因子の検討
山本　敦史　  京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科

Pj-39-13 当院で経験した橋本脳症6例の臨床的特徴
岡田雄二朗　  熊本大学病院 脳神経内科

Pj-39-14 抗LGI1抗体陽性自己免疫性脳炎4例の臨床的特徴
松原崇一朗　  熊本大学病院 脳神経内科

Pj-39-15 自己免疫性脳炎の扁桃体腫大に関する検討
川井　元晴　  山口大学病院 臨床神経学講座

Pj-39-16 くすぶり型抗GAD抗体陽性辺縁系脳炎の長期経過： 
臨床的特徴と海馬・扁桃体容積の検討
本多　正幸　  京都大学医学部附属病院　検査部
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Pj-40　一般演題ポスターセッション（日本語）40 Jp
5月22日（土）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

高次脳機能障害
Pj-40-1 Wason selection taskにおける、社会的交換と安全規則の疑似論理の障害

機序の検討
板東　充秋　  都立神経病院 脳神経内科

Pj-40-2 当院での外来診療における慢性期の高次脳機能障害者の問題点とその対応
上野　正夫　  兵庫県立リハビリテーション中央病院 脳神経内科

Pj-40-3 右手で右視野内の物品を探索する行為について
武田　克彦　  文京認知神経科学研究所

Pj-40-4 ものの「質感」：地域在住高齢者におけるその認知
伊関　千書　  山形大学医学部 第三内科 神経学分野

Pj-40-5 地域と共催する事業による認知症・軽度認知機能障害のひとの早期発見の試み
塚本　　忠　  国立精神・神経医療研究センター 認知症センター

Pj-41　一般演題ポスターセッション（日本語）41 Jp
5月22日（土）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

一過性全健忘
Pj-41-1 一過性全健忘症の臨床像の特徴:自験83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-41-2 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

Pj-42　一般演題ポスターセッション（日本語）42 Jp
5月22日（土）13：20 ～14：00� ポスター会場（国立京都国際会館�1F�New�Hall（別館））

神経救急
Pj-42-1 意識障害に対する初期対応でのアプローチに関する検討

森　　拓馬　  鹿児島市立病院 脳神経内科
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