
PD：優秀演題発表　臨床（若手） 
 11:00 ～ 12:00 司会：織茂　智之　関東中央病院神経内科

BP-B1 NIRSを用いたニューロフィードバックによる、脊髄小脳変性症患者に対する
姿勢バランス機能改善効果の検討

大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学 藤本　宏明　他

BP-B2 パーキンソン病における嗅覚障害に対する自覚の欠如の神経基盤
国立病院機構仙台西多賀病院リハビリテーション科 川崎　伊織　他

BP-B3 Dual task がパーキンソン病の指タッピング運動に及ぼす影響
埼玉医科大学神経内科 三宅　晃史　他

BP-B4 Toe Tappingによる下腿の筋活動の評価法について
－CloseとOpen Tapでの検討

医療法人社団和敬会みきやまリハビリテーション病院 谷口　星来　他

BP-B5 パーキンソン病における線条体ドパミントランスポーター活動は
同側前頭前野の血流と相関する

千葉大学大学院医学研究院神経内科学 仲野　義和　他

PD：優秀演題発表　臨床（シニア） 
 11:00 ～ 12:00 司会：渡辺　宏久　名古屋大学脳とこころの研究センター

BP-C1 18F-THK5351 PETによる大脳皮質基底核症候群患者のタウ凝集体の画像化
東北大学病院神経内科 菊池　昭夫　他

BP-C2 進行性核上性麻痺の脳機能ネットワーク障害パターンの確立
千葉大学大学院医学研究院神経内科学 平野　成樹　他

BP-C3 Neuromelanin-imagingを用いたパーキンソン病とPARK２の解析
順天堂大学大学院医学研究科神経学 波田野　琢　他

BP-C4 パーキンソン病における運動野の皮質内抑制系と
イストラデフィリンの効果との相関

国立病院機構　京都医療センター 村瀬　永子　他

BP-C5 Asidan (ALS/SCA crossroad mutation)は SWEDDsと
正反対所見DWEPを呈する

岡山大学神経内科 阿部　康二　他
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PD：DBS2 
 11:00 〜 12:00 司会：下　　泰司　順天堂大学脳神経内科

P2-B1	 ジストニア患者の淡蒼球内節における体部位局在
東京都立神経病院脳神経外科・脳神経内科 岩室　宏一　他

P2-B2	 淡蒼球内節をターゲットとした脳深部刺激療法 (GPi-DBS)における
低パルス幅刺激の有用性

横浜市立大学附属市民総合医療センター神経内科 木村　活生　他

P2-B3	 脳深部刺激療法長期経過後における非充電式刺激発生装置から
充電式刺激発生装置への交換の経験

横浜市立大学附属市民総合医療センター神経内科 木村　活生　他

P2-B4	 STN-DBS 後にGPi-DBSの追加施行を必要としたパーキンソン病症例の検討
横浜市立大学附属市民総合医療センター神経内科 森原　啓介　他

P2-B5	 STN-DBS 後の発声障害に対し30μ秒の低パルス幅設定は症状を改善しうる．
横浜市立大学附属市民総合医療センター　神経内科	 古宮　裕泰　他

PD：基礎 2 
 11:00 〜 12:00 司会：徳田　隆彦　京都府立医科大学大学院医学研究科　分子脳病態解析学講座

P2-A1	 培養細胞系を用いたα-シヌクレイン(αsyn)の凝集阻害因子の検討
大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学 薮本　大紀　他

P2-A2	 放射光顕微赤外分光法を用いた剖検脳のグリア細胞内嗜銀性封入体の
構造解析

大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学 荒木　克哉　他

P2-A3	 パーキンソン病患者の身体活動量とインスリン様成長因子1との関連
北九州リハビリテーション学院 長城　晃一　他

P2-A4	 培養細胞系におけるαsynuclein 伝播、凝集モデルの確立
大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学 早川　英規　他

P2-A5	 シヌクレイン凝集阻害薬の大規模スクリーニング系の開発
大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学 池中　建介　他

P2-B6	 低パルス幅刺激はSTN-DBS 後の ICD/DDSを誘発しにくい．
横浜市立大学附属市民総合医療センター神経内科 岸田　日帯　他



P2-C1	 超音波画像診断装置を用いたパーキンソン病患者の体幹筋厚調査
～ Pisa―syndrome群 vs 非 Pisa―syndrome群～

産業医科大学若松病院リハビリテーション部 水場　真澄　他

P2-C2	 加速度計を用いたパーキンソン病におけるすくみの評価
名古屋市立大学病院リハビリテーション部 板本　將吾　他

P2-C3	 加速度計を用いたすくみ評価の再現性の検討
名古屋市立大学病院リハビリテーション部 鹿島　崇人　他

P2-C4	 歩行軌道に着目したパーキンソン病の診断支援
-ウェアラブルセンサを用いた歩行軌道推定の応用 -

東京工業大学大学院情報理工学院情報工学系 堀　　宏有　他

P2-C5	 進行期パーキンソン病患者に対する両側視床下核刺激療法が
体幹屈曲角度・立位保持に及ぼす効果

光生病院　神経回復センター 新免　利郎　他

PD：姿勢と歩行 2 
 11:00 〜 12:00 司会：永山　　寛　日本医科大学神経内科

PD：神経心理 
 11:00 〜 12:00 司会：髙橋　牧郎　大阪赤十字病院神経内科

P2-D2	 PDDとDLB患者の認知機能・情動機能・日常生活活動強度の比較
岡山大学神経内科 武本　麻美　他

P2-D3	 東大式エゴグラムを用いたパーキンソン病患者のパーソナリティの検討
秋田県立脳血管研究センター神経内科学研究部 篠田　智美　他

P2-D4	 パーキンソン病患者の自動車事故と認知機能についての検討
愛媛大学大学院医学系研究科　薬物療法・神経内科 安藤　利奈　他

P2-D5	 パーキンソン病患者における性格特徴のQOLに与える影響について
公立甲賀病院 加藤　由季　他

P2-D6	 パーキンソン病患者における１年後のうつ発症率およびうつ発症とSOCの関連
長野県看護大学 安東由佳子　他

P2-D1	 パーキンソン病における前頭葉機能不全：
記憶追跡課題 ,―anti-saccade 課題と運動・高次脳機能評価の比較

札幌西円山病院神経内科 伊藤　規絵　他



PD：MSA・PSP・SCD など 2 
 11:00 〜 12:00 司会：相澤　仁志　東京医科大学　神経内科

P2-F1	 多系統萎縮症における心臓副交感神経機能の検討
名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学 鈴木　将史　他

P2-F2	 ボツリヌス治療に伴う脱力にピリドスチグミンが有用であった3例
神鋼記念病院 松本　真一　他

P2-F3	 脊髄小脳変性症でのプリズム順応課題に対するTRH 療法の効果
北里大学医学部神経内科学 清水　崇宏　他

P2-F4	 脊髄小脳変性症サブタイプ別の脳梁萎縮の検討
聖マリアンナ医科大学神経内科 佐々木梨衣　他

P2-F5	 脊髄小脳変性症2型（SCA2）における異常運動症状と画像診断の特徴
愛媛大学大学院医学系研究科薬物療法・神経内科 宮上　紀之　他

PD：MSA・PSP・SCD など 1 
 11:00 〜 12:00 司会：濱田　　雅　東京大学医学部　神経内科

P2-E1	 進行性核上性麻痺と大脳皮質基底核変性症で見られる垂直性核上性注視麻痺
高知大学医学部附属病院神経内科 大崎　康史　他

P2-E2	 上小脳脚異常に基づくパーキンソン症候群鑑別
徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床神経科学分野 佐光　　亘　他

P2-E3	 PSP-pure―akinesia―with―gait―freezing（PAGF）におけるDAT画像
公立学校共済組合関東中央病院神経内科 佐藤　武文　他

P2-E4	 神経フェリチン症の不随意運動に対する両側淡蒼球DBSの効果
横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科 岡村　　泰　他



PD：療養関連 2 
 11:00 〜 12:00 司会：永井真貴子　北里大学医学部　神経内科

P2-H1	 当院におけるパーキンソン病関連疾患患者の熊本地震前後の
運動症状変化に関する調査（速報）

熊本市立熊本市民病院　神経内科 阪本　徹郎　他

P2-H2	 パーキンソン病患者の体重減少と安静時代謝、食事摂取量の関係
国立病院機構　宇多野病院　臨床研究部・神経内科 朴　　貴瑛　他

P2-H4	 ロチゴチン貼付剤により生じる適応部位反応と保湿剤の関係
北里大学東病院看護部 和家　浮希　他

P2-H5	 多系統萎縮症における栄養状態とBody―mass―indexの検討
新潟大学脳研究所神経内科 下畑　享良　他

PD：MSA・PSP・SCD など 3 
 11:00 〜 12:00 司会：松本　昌泰　独立行政法人　地域医療機能推進機構（JCHO）星ヶ丘医療センター

P2-G1	 常染色体優性遺伝形式を有する家族性進行性核上性麻痺が疑われた
本邦一家系に関する臨床研究（第1報）

北里大学医学部神経内科学 高橋　和沙　他

P2-G2	 青森県における多系統萎縮症診療実態調査
青森県立中央病院 今　　智矢　他

P2-G3	 Japan―Dystonia―Consortiumの構築
徳島大学大学院―医歯薬学研究部―医科学部門内科系―臨床神経科学 瓦井　俊孝　他

P2-G4	 本邦におけるゴルファーのイップスに関する疫学調査
大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学 権　　泰史　他

P2-G5	 進行性核上性麻痺と特発性正常圧水頭症の関係
青森県立中央病院神経内科 布村　仁一　他

P2-H3	 訪問診療におけるパーキンソン病患者の治療の実態
公立学校共済組合　関東中央病院 吾妻　玲欧　他

P2-H7	 パーキンソン病におけるDAT-SPECTと非運動症状との関連
東京女子医科大学神経内科 飯嶋　　睦　他

P2-H6	 Neurodegenerative―Parkinsonismの診断における
位相差強調画像（PADRE画像）の有用性

国立精神・神経医療研究センター　放射線診療部 杉山淳比古　他




