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MSP-01　メディカルスタッフポスターセッション01 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（脳卒中１）
MSP-01-1 脳卒中患者のPusher現象に対する座位作業療法の効果について

園川　　卓　  国立病院機構　熊本医療センター

MSP-01-2 軽症脳梗塞患者におけるTrail Making Test日本版（TMT-J）スコア
𠮷岡　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-01-3 t-PA静注療法を受けた脳梗塞患者の歩行開始時期が退院時の歩行自立に与
える影響
渡辺　有希　  静岡県立総合病院

MSP-01-4 重度片麻痺患者に対する下肢rTMSと集中的理学療法が歩行能力に与える影響
生田　旭洋　  名古屋市総合リハビリテーションセンター　理学療法科

MSP-01-5 脳卒中後の重度感覚障害に対し、rTMSと集中作業療法により箸操作を再
獲得した一例
服部　峻士　  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-01-6 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-02　メディカルスタッフポスターセッション02 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（脳卒中２）
MSP-02-1 内頚動脈狭窄における頭蓋内血流体位変化

田中　　理　  横浜市立脳卒中神経脊椎センター　検査部

MSP-02-2 JOY（スタンディング車椅子）による立位での下肢筋活動の評価
花園　弘崇　  翠清会梶川病院　リハビリテーション科

MSP-02-3 急性期病院入院患者における残存歯・義歯の誤飲に関する検討
青木　亮子　  松江赤十字病院 リハビリテーション課・科

MSP-02-4 視覚補正に注目した頚動脈狭窄症治療の平衡機能への影響：第3報
髙橋　幸治　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　臨床検査部

MSP-02-5 前庭反応性に注目した頚動脈狭窄症治療の平衡機能への影響：第3報
原　　弘也　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　臨床検査部

MSP-02-6 上肢リハビリ装置CoCoroe AR2を用いた理学療法介入の一事例
益田賢太朗　  京都大原記念病院
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MSP-03　メディカルスタッフポスターセッション03 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））

多職種連携（脳卒中）
MSP-03-1 脳卒中急性期における看護・リハビリテーション間の情報共有強化の試み

宮澤　知佳　  みやぎ県南中核病院看護部

MSP-03-2 療法士が看護師へ訓練方法を伝達することで活動量増加・嚥下機能向上へ
繋がった症例
大野裕香里　  京都近衛リハビリテーション病院 リハビリテーション部

MSP-03-3 脳卒中地域連携クリティカルパスにおける機能的自立評価法入力負担軽減の工夫
渡邉　大樹　  新潟県立新発田病院 リハビリテーション科

MSP-03-4 急性期病院神経疾患病棟における休日リハビリテーションの改善の試み
木嶋　美穂　  三重県立総合医療センター　看護部

MSP-03-5 脳梗塞患者に対する再発予防教育の短期効果
五十嵐美沙　  医療法人　手稲渓仁会病院

MSP-04　メディカルスタッフポスターセッション04 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））

リハビリテーション（パーキンソン病1）
MSP-04-1 パーキンソン病における精神的ストレスと心理介入

井上真理子　  徳島病院 四国神経・筋センター

MSP-04-2 LSVT®BIGプログラム介入前後、3ヶ月後でのPDQ39下位項目の変化
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-04-3 歩行開始時・方向転換時のすくみ足のみを呈するパーキンソン病患者の臨床的特徴
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-04-4 パーキンソン病における反復する行動異常の実態と姿勢異常との関係
青木　良磨　  登戸内科・脳神経クリニック リハビリテーション科

MSP-04-5 進行性核上性麻痺の起立動作における上肢前下方リーチ法の短期効果
菅井　康平　  秋田県立リハビリテーション・精神医療センター　機能訓練部

MSP-04-6 パーキンソン病リハビリ+教育入院患者のストレスの軽減を目的としたレクリ
エーション
牛田　　愛　  藍野病院

MSP-05　メディカルスタッフポスターセッション05 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））

リハビリテーション（パーキンソン病2）
MSP-05-1 パーキンソン病リハビリ導入のクリニカルパスの有効性について

渡邊　由衣　  富永病院　看護部
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MSP-05-2 パーキンソン病患者の起居動作練習 
～段階的難易度設定の技法を用いた介入の即時的効果～
中山　智晴　  須崎くろしお病院 リハビリテーション部／高知大学大学院医科学専攻　脳神経内

科学分野

MSP-05-3 潜在性の左半側空間無視を呈した大脳皮質基底核症候群の2例
松田　佳奈　  三重大学病院 リハビリテーション部

MSP-05-4 パーキンソン病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の有
用性の検討
長坂　和樹　  リハビリテーション若彦の郷 理学療法科／山梨大学大学院神経内科講座

MSP-05-5 パーキンソン病患者に対するリハビリテーションの長期経過の報告
吉村　　葵　  御所南リハビリテーションクリニック リハビリテーション部

MSP-06　メディカルスタッフポスターセッション06 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））

パーキンソン病治療支援
MSP-06-1 COVID-19パンデミック下でのiPS細胞移植医師主導治験：CRCの役割

栃木かほる　  京都大学医学部附属病院　先端医療研究開発機構　臨床研究支援部

MSP-06-2 パーキンソン病患者のデバイス補助療法と細胞移植治療に対する意識調査
渡部　美佳　  京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻

MSP-06-3 パーキンソン病でＬＣＩＧ治療を行う患者家族の治療導入による日常生活の変化
山本　澄子　  福岡大学病院 看護部

MSP-06-4 パーキンソン病のLCIG開始における医療の質を向上させるための取り組み
江原　聖子　  順天堂大学医学部附属順天堂医院看護部

MSP-06-5 当院のレボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法導入状況と薬剤師の役割
大月慎之助　  国立病院機構医王病院北陸脳神経筋疾患センター薬剤科

MSP-06-6 Levodopa,Carbidopa Hydrate導入マニュアルの有用性の検討
小野かおり　  ＪＡとりで総合医療センター 回復期病棟

MSO-01　メディカルスタッフ優秀賞セッション Jp
5月22日（土）10：15～11：45� 第14会場（国立京都国際会館�5F�Room�553）

座長：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

★ MSO-01-1 パーキンソン病患者における最大舌圧と嚥下機能の関連
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

★ MSO-01-2 パーキンソン病の最大舌圧に対するレボドパ持続投与効果に関する臨床的検討
早坂　さち　  順天堂大学浦安病院　リハビリテーション科

★ MSO-01-3 慢性期筋萎縮性側索硬化症患者における咬反射再出現の要因
廣澤紀美子　  狭山神経内科病院

★メディカルスタッフ最優秀演題賞候補
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★ MSO-01-4 筋萎縮性側索硬化症おける腹部隆起力と横隔膜萎縮との関係について
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

★ MSO-01-5 当院における脳波検査のCOVID-19感染対策と検査件数の推移
吉野　杏菜　  京都大学医学部附属病院 検査部

★ MSO-01-6 脳神経内科における医師事務作業補助者の役割
佐藤　知佳　  東京都健康長寿医療センター医師事務作業補助

MSP-07　メディカルスタッフポスターセッション07 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））

認知症サポート
MSP-07-1 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・教育年数・抑うつ

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-07-2 認知症患者におけるClock Reading Test （CRT） の有用性と時間の概念障
害に関する検討
下坂　桃代　  京都大学医学研究科人間健康科学系専攻

MSP-07-3 ALS cognitive impairmentを検出する短時間かつ低運動負荷のスクリーニ
ング検査の開発
大嶽れい子　  名古屋大学　脳とこころの研究センター

MSP-07-4 認知症教育ボードゲーム「ワスレログ」作成の試み 
-認知症こども力プロジェクト-
石川　萌乃　  千葉大学医学部附属病院　認知症疾患医療センター

MSP-07-5 認知症領域の神経心理検査評価者支援チェックリストの使用感と満足度調査
倉坪　和泉　  国立長寿医療研究センター

MSP-08　メディカルスタッフポスターセッション08 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））

高次機能障害、発作性疾患（てんかん、片頭痛）
MSP-08-1 片頭痛とにおいの関連性について

多田　陽香　  近畿大学理工学部生命科学科／近畿大学大学院総合理工学研究科

MSP-08-2 ACE-Ⅲにおける前頭葉機能評価の有用性の検討
焼山　正嗣　  千葉大学医学部附属病院　認知症疾患医療センター

MSP-08-3 パーキンソン病患者の視覚障害についての症例報告
井上　知美　  国家公務員共済組合連合会枚方公済病院

MSP-08-4 外来脳波検査中のてんかん性放電の出現頻度と睡眠深度の関係
文室　知之　  国際医療福祉大学　福岡保健医療学部　医学検査学科／京都大学　てんかん・運動

異常生理学講座

★メディカルスタッフ最優秀演題賞候補
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MSP-08-5 てんかん診療における長時間ビデオ脳波検査の病棟運用開始に向けた多職
種での取り組み
斎藤　早紀　  神戸大学医学部附属病院看護部

MSP-08-6 意識減損を伴う痙攣性てんかん重積患者の症例報告と臨床検査技師に求め
られていること
佐賀井　聡　  京都大学医学部附属病院　検査部

MSP-09　メディカルスタッフポスターセッション09 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））

カウンセリングと神経心理
MSP-09-1 当院でハンチントン病の遺伝カウンセリングを受診したクライエントの特徴

張　　香理　  東京大学医学部附属病院ゲノム診療部

MSP-09-2 脳卒中を発症し急性期にある患者家族の家族機能の実態とストレスとの関連
石島　慎子　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 看護部

MSP-09-3 唾液αアミラーゼは健常者のストレス指標にはならない！： 
パーキンソン病患者との違い
向山　結唯　  徳島病院 四国神経・筋センター

MSP-09-4 神経・筋疾患患者を対象とした遺伝カウンセリング効果に関する後方視的検討
加藤ももこ　  北海道大学病院臨床遺伝子診療部

MSP-09-5 日本の脳神経内科医のバーンアウトに関する質的研究の試み
吉武　美紀　  千葉大学医学部附属病院脳神経内科

MSP-09-6 取り下げ演題

MSP-10　メディカルスタッフポスターセッション10 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））

筋疾患リハビリテーション
MSP-10-1 神経筋疾患患者に対するHAL歩行トレーニング効果の検証

青木　俊貴　  国立病院機構東名古屋病院リハビリテーション科

MSP-10-2 高度歩行障害を呈する多発筋炎/皮膚筋炎の歩行再獲得に関する検討
麦井　直樹　  金沢大学附属病院　リハビリテーション部

MSP-10-3 筋強直性ジストロフィー1型患者のQuality of Lifeと介護負担、その関連因子
遠藤麻貴子　  国立精神・神経医療研究センター

MSP-10-4 皮膚筋炎の嚥下障害の経過を多角的指標で追えた一例
曽山　茂人　  奈良県立医科大学附属病院　医療技術センター リハビリテーション係

MSP-10-5 当院における重症筋無力症に対する免疫吸着療法
今井千恵子　  北海道医療センター　臨床工学室
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MSP-10-6 全身型重症筋無力症における言語聴覚評価
葛木　由希　  独立行政法人　国立病院機構　北海道医療センター リハビリテーション科

MSP-11　メディカルスタッフポスターセッション11 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））

希少疾患調査、病態
MSP-11-1 単施設におけるプリオン病患者の生存期間の検討

清水　裕斗　  脳血管研究所　附属美原記念病院　神経難病リハビリテーション課

MSP-11-2 脊髄小脳失調症8型遺伝子異常を有する筋萎縮性側索硬化症患者の嚥下機能
磯野　千春　  近畿大学病院 リハビリテーション科

MSP-11-3 南九州地域における遺伝性運動失調症の包括的遺伝子解析
吉村　明子　  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　脳神経内科・老年病学

MSP-11-4 家族性アミロイドポリニューロパチー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-11-5 成人発症の遺伝性神経・筋疾患における発症前診断に関する全国調査
柴田　有花　  北海道大学病院　臨床遺伝子診療部

MSP-12　メディカルスタッフポスターセッション12 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））

神経筋疾患難病支援
MSP-12-1 エキスパートナースが有する神経難病病棟のコミュニケーション能力とその

獲得過程
西野　卯月　  独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター

MSP-12-2 ALS患者における意思伝達装置入力のためのスイッチ動作の解析
柏木知以子　  独立行政法人国立病院機構南京都病院

MSP-12-3 重度障害ALS患者の在宅療養における問題点の検討
齋藤　　純　  新潟県立新発田病院 地域連携センター

MSP-12-4 ALSクリニックにおける高齢ALS患者の特徴とソーシャルワーカーが果たす役割
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-12-5 クエチアピン投与を契機に高血糖高浸透圧症候群を呈した緩徐進行性1型糖
尿病のALS症例
原　　弘士　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター薬剤部

MSP-12-6 長期療養している難病患者と家族への意思決定支援 
～NPPV導入と自宅退院に向けて～
石川　幸代　  都立神経病院 看護科
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MSP-13　メディカルスタッフポスターセッション13 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））

多職種連携（変性疾患）
MSP-13-1 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 リハビリテーション科

MSP-13-2 神経筋疾患患者を対象とした多専門職種による緩和ケアチームの活動報告
新井　玉南　  東京都立神経病院　看護科／東京都立神経病院　緩和ケアチーム

MSP-13-3 薬局・病院薬剤師の相互理解を目指したパーキンソン病研修会の取り組みと結果
川上　紗枝　  国立病院機構医王病院北陸脳神経筋疾患センター薬剤科

MSP-13-4 当院におけるパーキンソン病患者に対する、多職種カンファレンスの取り組
みについて
冨中　真悟　  地方独立行政法人　三重県立総合医療センター

MSP-13-5 コロナ禍におけるＡＬＳ患者への多職種連携での退院支援 
―患者の希望により添う―
木村　古都　  南岡山医療センター
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