
10 月 6 日（木）
ポスターセッション１

PD：優秀演題発表　基礎 
 11:00 〜 12:00 司会：坪井　義夫　福岡大学医学部神経内科学

BP-A1	 ALSモデルの運動障害および運動神経変性に対する
セロトニン1Aアゴニストの抑制効果

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経機構学 浅沼　幹人　他

BP-A2	 孤発性パーキンソン病の遺伝的リスク因子を利用した
新しいパーキンソン病モデルマウス作製の試み

京都大学大学院医学研究科臨床神経学 生野　真嗣　他

BP-A3	 オリゴデンドロサイト初代培養系を用いた多系統萎縮症の病態解析
京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座臨床神経学 梶　　誠兒　他

BP-A4	 Gapmer 型 Amido-bridged―nucleic―acids 搭載核酸医薬による
α-シヌクレイン抑制の検討

大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学 上原　拓也　他

BP-A5	 パーキンソン病患者における腸内細菌叢の変動と主要菌種の水素産生量測定
名古屋大学大学院医学系研究科病態解析学 鈴木　　杏　他

P1-A1	 農薬ロテノン暴露によるドパミン神経障害におけるアストロサイトの関与
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経機構学 宮崎　育子　他

P1-A2	 Memory―process-dependent―impairment―in―motor―skill―learning―by
dopamine―depletion

京都大学大学院医学研究科臨床神経学 畑中　悠佑　他

P1-A3	 Does―inoculation―of―α -synuclein―fibrils―promote―Lewy-pathology―of
α -synuclein―BAC―transgenic―mice?

京都大学大学院医学研究科臨床神経学 奥田　真也　他

P1-A4	 パーキンソン病における細胞性免疫の解析
東海大学医学部内科学系神経内科学 向井　雅子　他

PD：基礎 1 
 11:00 〜 12:00 司会：池内　　健　新潟大学脳研究所　遺伝子機能解析学分野

P1-A5	 神経型ゴーシェ病モデルメダカの中枢神経におけるGBA2の役割
京都大学大学院医学研究科臨床神経学 中西　悦郎　他

P1-A6	 Dose―endogenous―alpha-synuclein―alleviate―parkinsonian―symptoms
in―transgenic―models?

京都大学大学院医学研究科臨床神経学 澤村　正典　他

BP-A6	 グルコセレブロシダーゼ機能欠失はαシヌクレインの異常構造変化を促進して
神経変性を増悪する

東京都医学総合研究所―糖尿病性神経障害プロジェクト 鈴木　マリ　他



P1-B1	 どのくらい，どのうようなPD症例が深部脳刺激術を必要としているのか
―長期経過例から見た後方視的研究②

亀田メディカルセンター神経内科 柴山　秀博　他

P1-B2	 シャント挿入例への脳深部刺激電極植込術‐シャント遮断の必要性‐
横浜市立大学付属市民総合医療センター高度救命救急センター 濱田　幸一　他

P1-B3	 脳内石灰化を伴う症例への脳深部刺激電極植込術
‐術中細胞活動記録の特徴と治療用電極留置時必要な配慮‐

横浜市立大学付属市民総合医療センター高度救命救急センター 濱田　幸一　他

P1-B4	 若年 PD患者における脳深部刺激療法の有効性
名古屋市立大学医学部脳神経外科 岡　　雄一　他

P1-B5	 DBS施行後に残るオフ症状に対し，アポモルフィンの皮下投与は
精神症状を悪化させずにオフ症状を緩和できる

横浜市立大学附属市民総合医療センター神経内科 澁谷　真弘　他

PD：DBS1 
 11:00 〜 12:00 司会：鈴木　正彦　東京慈恵医科大学葛飾医療センター　神経内科

P1-C1	 姿勢反射障害定量化の試み
青森県立保健大学理学療法学科 神成　一哉　他

P1-C2	 パーキンソン病の前傾姿勢に対する認知負荷の影響
埼玉県総合リハビリテーションセンター理学療法科 笠井　健治　他

P1-C3	 パーキンソン病における側屈姿勢は垂直認知障害と関連する
国立病院機構―宇多野病院　神経内科 高坂　雅之　他

P1-C4	 パーキンソン病の姿勢異常における定量評価システムと機械学習を用いた
自動分類システム

東京工業大学情報理工学院 廣部　祐樹　他

P1-C5	 プラミペキソール，ロピニロールで左傾，ロチゴチンで右傾を呈した
パーキンソン病の１例

広島市立広島市民病院脳神経内科 立山　佳祐　他

P1-C6	 パーキンソン病患者の腰曲り及び側方傾斜姿勢に対する外腹斜筋への
リドカイン投与の効果

姫路中央病院リハビリテーション科 服部　裕介　他

PD：姿勢と歩行 1 
 11:00 〜 12:00 司会：三苫　　博　東京医科大学　医学教育学講座



P1-D1	 上肢ジストニアにおいて、視床の深部脳刺激あるいは焼灼術で
最大効果を示した部位での神経発火活動

国立病院機構　京都医療センター 村瀬　永子　他

P1-D2	 Dopaminergic―PET―study―on―amyotrophic―lateral―sclerosis/
parkinsonism-dementia―complex,―Kii,―Japan

三重大学大学院地域イノベーション学研究科 小久保康昌　他

P1-D3	 パーキンソニズムに対するフローボリューム曲線を用いた咳嗽の評価
佛教大学保健医療技術学部理学療法学科 石井　光昭　他

P1-D4	 Orthostatic―tremorの治療効果に関する周波数解析による検討
北祐会神経内科病院 田代　　淳　他

P1-D5	 視床下核刺激術後の電極位置の検討
横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科 川崎　　隆　他

P1-E1	 Parkinson 病患者と正常圧水頭症患者の手指協調運動の比較
名古屋市立大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学分野 清水　陽子　他

P1-E2	 パーキンソン病と進行性核上性麻痺の合併が疑われた2症例：
合併病理例との比較検討

富山大学附属病院　神経内科 吉田　幸司　他

P1-E3	 ヒト死後脳におけるLRRK2分布の検討
東京都健康長寿医療センター高齢者ブレインバンク 内野　彰子　他

P1-E4	 左右差の著明なパーキンソニズムを呈した進行性核上性麻痺の
DaT―SPECT所見と病理所見の関連

国立病院機構東名古屋病院神経内科 饗場　郁子　他

PD：病理病態生理 1 
 11:00 〜 12:00 司会：南部　　篤　大学共同利用機関法人　自然科学研究機構　生理学研究所

PD：病理病態生理 2 
 11:00 〜 12:00 司会：齊藤　祐子　国立精神神経研究センター病院　臨床検査部

P1-E5	 PLA2G6関連神経変性症におけるスフェロイドと鉄沈着についての形態学的解析
大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学	 隅　　寿恵　他

P1-E6	 視床下核脳深部刺激術（STN-DBS）によるパーキンソン病患者（PD）の
胃電図所見に与える影響

千葉大学大学院医学研究院神経内科学 山中　義崇　他



PD：療養関連１ 
 11:00 〜 12:00 司会：野村　哲志　鳥取大学脳神経内科

P1-F1	 パーキンソン病における視床下核刺激療法術後の就労状況の調査
日本福祉大学健康科学部 宮田美和子　他

P1-F2	 NST介入パーキンソン病患者の問題点
聖マリアンナ医科神経内科 伊佐早健司　他

P1-F3	 青森県における二次医療圏別のパーキンソン病患者のQOL評価
青森県立中央病院 上野　達哉　他

P1-F4	 進行期パーキンソン病患者の実態及び療養状況調査
大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学 小仲　　邦　他

PD：問題症例 
 11:00 〜 12:00 司会：髙嶋　　博　鹿児島大学神経内科・老年病学

P1-G1	 認知症を認めるも明らかな錐体外路症状がなかった
特発性基底核石灰化症の一例

聖志会　渡辺病院　 稲山　靖弘　他

P1-G2	 知的退行を呈したDYT11―(myoclonus-dystonia―syndrome)の1例
小児神経学クリニック 星野　恭子　他

P1-G3	 SCA31の長期経過観察中にホルムス振戦を呈した一例
北里大学医学部神経内科学 清水　和敬　他

P1-G4	 全く異なる初発症状を認めたPARK2の同胞 2症例
岡山大学病院神経内科 佐藤　恒太　他

P1-G5	 発症後2年間はDAT―SPECTおよびMIBG心筋シンチグラフィが正常だった
パーキンソン病の一例

愛媛大学大学院医学系研究科薬物療法・神経内科学 多田　　聡　他

P1-F5	 『面と向かっては言えないけれど・・・言います』
第１回ＪＰＣアンケート結果より

全国パーキンソン病友の会石川県支部 日向　浩一　他



P1-H1	 パーキンソン病の長期予後　－疾病修飾因子の検討－
沖縄県立南部医療センター・子ども医療センター神経内科 神里　尚美　他

P1-H2	 パーキンソン病患者の脳血管障害
岡山旭東病院神経内科 柏原　健一　他

P1-H3	 パーキンソン病に伴う認知症と精神症状のリスク遺伝子
~GBA 遺伝子ヘテロ変異とAPOE遺伝子多型~

国立病院機構宇多野病院　臨床研究部・神経内科 大江田知子　他

P1-H4	 パーキンソン病の運動症状の左右差と鼻腔容積の左右差との関係
国立精神・神経医療研究センター病院 塚本　　忠　他

P1-H5	 Wearing-off の発症に関与する要因と考察
札幌禎心会病院　神経内科 北川まゆみ　　

PD：修飾因子など 
 11:00 〜 12:00 司会：西川　典子　愛媛大学大学院医学系研究科薬物療法・神経内科学



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

10 月 7日（金）
ポスターセッション２



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



P3-B1	 パーキンソン病の睡眠障害及び幻覚・妄想におけるラメルテオンの効果
まち神経内科クリニック 町　　ミチ　　

P3-B2	 パーキンソン病患者の日中過眠および意欲に対するイストラデフィリンの
効果の検討

岡山赤十字病院神経内科 武久　　康　　

P3-B3	 パーキンソン病の起立性低血圧とBMIとの関連
名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学 中村　友彦　他

P3-B4	 パーキンソン病におけるサルコペニアに関連する因子の検討
富山大学附属病院神経内科 田口　芳治　他

P3-B5	 パーキンソン病における嗅覚障害と心血管系自律神経障害の経時的変化の検討
名古屋大学神経内科	 上田　美紀　他

P3-B6	 パーキンソン病の夜間多尿に対するメラトニンの日内変動リズムの
障害の関与について

獨協医科大学　排泄機能センター 内山　智之　他

PD：PD 非運動症状 1 
 11:00 〜 12:00 司会：田中　章景　横浜市立大学大学院医学研究科　神経内科学・脳卒中医学

PD：FPCIT 
 11:00 〜 12:00 司会：金子　　鋭　関西医科大学神経内科

P3-A1	 DaTViewとDaTQUANTによるDaTSCAN解析結果の比較検討
堺市立総合医療センター　神経内科 階堂三砂子　他

P3-A2	 パーキンソン病における認知機能と線条体イオフルパン（123I）集積の関連
関東中央病院リハビリテーション科 沢田　裕之　他

P3-A3	 STN-DBS適応評価におけるDaTSCANの有用性
順天堂大学医学部脳神経内科 関本　智子　他

P3-A4	 パーキンソン病におけるDATシンチグラフィ画像と臨床所見、検査所見の検討
東邦大学医療センター大森病院神経内科	 蝦名　潤哉　他

P3-A5	 進行性核上性麻痺の臨床病型と頭部MRIでの P/MB―ratio の関連
熊本大学　神経内科 中原　圭一　他

10 月 8 日（土）
ポスターセッション３



P3-C1	 パーキンソン病患者へのアンケート調査からみた、睡眠障害の実態
国立病院機構　西新潟中央病院　神経内科 長谷川有香　他

P3-C2	 パーキンソン病における非運動症状とバランス能力の関係
国立病院機構西新潟中央病院リハビリテーション科 大日方俊介　他

P3-C3	 パーキンソン病と多系統萎縮症鑑別における残尿量と括約筋筋電図の有用性
千葉大学大学院医学研究院　神経内科学 山本　達也　他

P3-C4	 アンケートを用いたパーキンソン病患者の非運動症状について
三重大学　神経内科 松浦　慶太　他

P3-C5	 パーキンソン病患者の過活動膀胱に対する磁気治療についての検討
産業医科大学若松病院 武井　崇展　他

P3-C6	 パーキンソン病におけるprodromal 期の非運動症状アンケート調査結果
東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター　神経内科 余郷麻希子　他

PD：PD 非運動症状 2 
 11:00 〜 12:00 司会：松川　則之　名古屋市立大学神経内科

PD：リハビリ1 
 11:00 〜 12:00 司会：飯嶋　　睦　東京女子医科大学脳神経内科

P3-D3	 パーキンソン病患者の外来リハビリと運動機能の変化
医療法人福西会福西会南病院 小山　真也　他

P3-D4	 腹臥位の運動によりパーキンソン病患者の歩行速度が改善した一症例
JAとりで総合医療センター―リハビリテーション部 遠藤　　博　他

P3-D5	 パーキンソン病 (PD)体幹側屈事例の
入院リハビリテーション(リハ )に関する一考

おそえがわ脳神経内科 橋間　　葵　他

P3-D1	 パーキンソン病に対するダンスの介入効果について
森ノ宮医療大学保健医療学部作業療法学科 橋本　弘子　他

P3-D2	 経頭蓋直流刺激療法はパーキンソン病に対するミラーセラピーの効果を
増強するかもしれない

名古屋市立大学大学院医学研究科　リハビリテーション医学 堀場　充哉　他



P3-F1	 回転課題を用いたパーキンソン病の上肢反復運動時の特徴について
森ノ宮医療大学 中西　　一　他

P3-F2	 リュックサック療法とノルディックウォークの組み合わせにより歩行能力の
向上を認めたパーキンソン病の一例

村上華林堂病院　リハビリテーション科 山川　紘子　他

P3-F3	 パーキンソン病の前屈姿勢に対する入院リハビリテーション治療効果
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院リハビリ療法部理学療法科 川見　優貴　他

P3-F4	 ankle―strategy 賦活により前傾姿勢の即時的変化がみられた
パーキンソン病患者の一例

村上華林堂病院　リハビリテーション科 古川　晃大　他

P3-F5	 パーキンソン病患者における身体活動量低下の特徴
福岡大学　神経内科学教室 藤岡　伸助　他

PD：リハビリ3 
 11:00 〜 12:00 司会：宮井　一郎　森之宮病院　神経内科

P3-E1	 Training―Strategy―for―Parkinson's―Disease―Moderate(TSPD-M)の
実施状況②－発声機能に着目して－

国立病院機構相模原病院リハビリテーション科 池山　順子　他

P3-E2	 PD患者に対するHoehn-Yahrの重症度分類別、短期集中リハビリによる
ADL、上肢機能への効果

医療法人福西会　福西会南病院　リハビリテーション科 樋口　祐一　他

P3-E3	 重度パーキンソン病患者の介助負担が軽減できた1症例
- 移乗動作への理学療法介入-

順天堂大学医学部附属順天堂医院　リハビリテーション室 大和　諭志　他

P3-E4	 Training―Strategy―for―Parkinson’s―Disease―Moderate の実施状況①
- 運動機能に着目して-

国立病院機構相模原病院リハビリテーション科 堀川　拓海　他

P3-E5	 パーキンソン病の四つ這い動作における骨盤動揺のビデオ計測
聖隷浜松病院　リハビリテーション部 木村早由里　他

PD：リハビリ2 
 11:00 〜 12:00 司会：内藤　　寛　伊勢赤十字病院　神経内科

P3-E6	 Pisa 症候群を呈した進行性核上性麻痺の1例
順天堂大学静岡病院　脳神経内科 野田　和幸　他

P3-F6	 パーキンソン病患者の活動量の客観的評価
森之宮病院神経リハビリテーション研究部 乙宗　宏範　他



P3-G1	 レボドパ -カルビドパ配合経腸用液の有効性と安全性：
進行期パーキンソン病患者における非盲検延長試験より
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターパーキンソン病・運動障害疾患センター	 村田　美穂　他

P3-G2	 制酸薬、胃酸分泌抑制薬とレボドパ経口製剤の併用は避けるべきか？
愛媛大学医学部附属病院臨床研究支援センター 永井　将弘　他

P3-G3	 セレギリン塩酸塩で単独治療を行った11症例
トヨタ記念病院神経内科 西田　　卓　他

P3-G4	 レボドパ -カルビドパ経腸用ゲル投与の運動合併症に対する長期有効性：
GLORIAレジストリー研究

Medical―University―of―Innsbruck Werner	Poewe　他

P3-G5	 レボドパ -カルビドパ経腸用ゲル投与の非運動症状、
QOLおよび安全性に対する長期評価

King’s―College―Hospital K.	Ray	Chaudhuri　他

P3-G6	 細菌叢からみた全身感染症罹患後パーキンソン病患者における機能変化の検討
大阪府立急性期・総合医療センター神経内科	 大薗　達彦　他

P3-H1	 髄液 S-100βがパーキンソン病臨床経過に及ぼす影響
宇多野病院神経内科 梅村　敦史　他

P3-H2	 Neuromelanin―MRIを用いたパーキンソン病の運動症状の予測因子の検討と
123I-FP-CIT-SPECTとの関連性

順天堂大学医学部付属順天堂医院脳神経内科 奥住　文美　他

P3-H3	 腸内細菌叢の変化がパーキンソン病の病態進展速度に与える影響
名古屋大学医学系研究科医療技術学専攻病態解析学講座 湊　　智美　他

P3-H4	 3D-SSPを用いた進行性核上性麻痺の病型間の比較による血流低下部位の検出
国立病院機構新潟病院 大田健太郎　他

PD：薬物治療 
 11:00 〜 12:00 司会：中辻　裕司　大阪大学　医学部　神経内科

P3-H5	 FP-CIT-SPECTを用いたハンチントン病の黒質線条体ドパミンシステムの評価
国立病院機構相模原病院神経内科 堀内惠美子　他

P3-H6	 初発パーキンソン病に対しセレギリンを単剤投与する際の
心筋MIBGシンチグラフィーとDATスキャンの活用法

昭和大学医学部内科学講座神経内科学部門 村上　秀友　他

PD：バイオマーカー・画像 
 11:00 〜 12:00 司会：平野　成樹　千葉大学大学院医学研究院　神経内科学




