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Pj-001　一般演題ポスターセッション（日本語）001 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（急性期脳梗塞）
座長：永金　義成　 京都第二赤十字病院　脳神経内科

 Pj-001-1 脳梗塞超急性期治療後早期に発生した脳梗塞の検討
齋藤祐太朗　  公立陶生病院 脳神経内科

　Pj-001-2 Door to Needle Timeに影響を及ぼす要因の検討
小泉　寛之　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科

　Pj-001-3 急性期脳梗塞患者に対する高たんぱく消化態栄養剤を用いた急性期栄養プ
ロトコルの導入
小野　翔平　  関西医科大学附属病院 脳神経内科

　Pj-001-4 脳神経内科医からみた最重症脳内出血症例の特徴と栄養療法のIC時期
岸谷　　融　  京都第二赤十字病院 脳神経内科

　Pj-001-5 脳梗塞診療における脳卒中センター近傍の中規模市中病院の役割について
乙宗　宏範　  吹田市民病院 脳神経内科

Pj-002　一般演題ポスターセッション（日本語）002 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（臨床研究1）
座長：安部　貴人　 東海大学医学部内科学系脳神経内科

 Pj-002-1 急性期脳梗塞におけるRegenerative associate cellsの新規治療への応用の可能性
祢津　静花　  東海大学医学部付属病院 脳神経内科

　Pj-002-2 主幹動脈閉塞を伴う脳梗塞患者における全身塞栓症の検討
作田　健一　  東京慈恵会医科大学附属柏病院 脳神経内科

　Pj-002-3 MRI first診断の導入が急性期再灌流療法に与える効果
新井　徳子　  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-002-4 当院における脳動脈解離による急性期脳梗塞の臨床像の検討
小川　暢弘　  滋賀医科大学 内科学講座　脳神経内科
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　Pj-002-5 心房細動に起因する軽症心原性脳塞栓症の転帰不良因子の検討
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-002-6 心房細動合併脳梗塞急性期の再開通療法における糖尿病の影響に関する研究
渡邉　　輝　  自治医科大学病院 脳神経内科

　

Pj-003　一般演題ポスターセッション（日本語）003 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（急性期治療1）
座長：今井　啓輔　 京都第一赤十字病院脳神経・脳卒中科

 Pj-003-1 脳主幹動脈閉塞に対する血行再建術において有効再開通が得られた患者の
予後関連因子
山本　伸昭　  徳島大学病院 脳神経内科／徳島大学 先端脳機能研究開発分野

　Pj-003-2 血栓回収療法直後の眼球共同偏倚の消失は予後良好を示唆する
亀田　知明　  新小山市民病院 神経内科

　Pj-003-3 脳主幹動脈閉塞を疑う転送患者に対するcompletely direct to angiography
笠倉　至言　  国立病院機構大阪医療センター 脳卒中内科

　Pj-003-4 中大脳動脈M2/3閉塞に対する血栓回収術の有効性と安全性の検討
山本　良央　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科

　Pj-003-5 診療体制整備とCOVID-19が急性期血行再建術の再開通時間に及ぼす影響
山田　丈弘　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

　Pj-003-6 経皮的脳血栓回収療法後の経頭蓋超音波による血流評価と転帰の関連
三村　秀毅　  東京慈恵会医科大学　内科学講座　脳神経内科

　

Pj-004　一般演題ポスターセッション（日本語）004 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（抗凝固療法）
座長：長尾　毅彦　 日本医科大学多摩永山病院脳神経内科

 Pj-004-1 標準用法未満の直接経口抗凝固剤が脳梗塞入院時重症度と3か月後転帰に
与える影響
永沼　雅基　  済生会熊本病院 脳神経内科

　Pj-004-2 非弁膜性心房細動による高齢脳塞栓症患者における経口抗凝固薬と臨床経
過との関連
出口　一郎　  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-004-3 血栓回収療法においてVKA内服患者は、PH2を増加させ転帰不良である
木村龍太郎　  日本医科大学病院 神経内科

　Pj-004-4 超高齢者における脳梗塞発症前の抗凝固薬導入の現状
本間　一成　  聖隷浜松病院 神経内科

18
日

19
日

20
日

21
日

一般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
）



- 138 -

　Pj-004-5 エドキサバン15mg使用承認による心房細動を伴う脳梗塞に対する二次予防
薬の変化 
上田　凌大　  京都第一赤十字病院

　

Pj-005　一般演題ポスターセッション（日本語）005 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（予後因子）
座長：川上　　治　 愛知県厚生連安城更生病院神経内科

 Pj-005-1 発症時血小板数と脳梗塞短期予後との関連性の検討
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-005-2 重症小脳梗塞における急性期予後予測因子の検討
伊藤　翔太　  安城更生病院 脳神経内科

　Pj-005-3 Branch Atheromatous Disease型脳梗塞における退院時予後不良に関連す
る特徴～第二報～
長　　正訓　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

　Pj-005-4 維持透析患者における急性期脳梗塞の予後因子の検討
久野　智之　  豊川市民病院 脳神経内科

　Pj-005-5 我が国の急性期脳卒中患者のBMIと退院時転帰の実態：日本脳卒中データバンク
三輪　佳織　  国立循環器病研究センター 脳血管内科

　

Pj-006　一般演題ポスターセッション（日本語）006 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

認知症（バイオマーカー）
座長：冨滿　弘之　 JAとりで総合医療センター脳神経内科

 Pj-006-1 脳脊髄液アミロイドマーカーと神経変性マーカーに何をもちいるべきか？
春日　健作　  新潟大学脳研究所 遺伝子機能解析学分野

　Pj-006-2 実臨床におけるAT（N）分類のAマーカーの検討
神谷　知紀　  東京医科大学高齢総合医学分野

　Pj-006-3 アルツハイマー病における脳脊髄液バイオマーカーの性差の検討
金丸　和富　  東京都健康長寿医療センター 脳神経内科

　Pj-006-4 脳脊髄液バイオマーカーがアルツハイマー病型を呈した大脳皮質基底核症候
群の特徴
石黒　敬信　  新潟大学脳研究所 脳神経内科学

　Pj-006-5 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　  愛知医科大学病院 神経内科

　Pj-006-6 若年性アルツハイマー病の臨床的特徴
武田　景敏　  大阪公立大学病院 脳神経内科
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Pj-007　一般演題ポスターセッション（日本語）007 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

認知症（臨床研究）1
座長：服部　直樹　 豊田厚生病院脳神経内科

 Pj-007-1 気管内挿管下人工呼吸管理を要したCOVID-19重症例の認知機能と脳血流画像
出口健太郎　  岡山市立市民病院 神経内科

　Pj-007-2 前頭側頭型認知症（FTD）の臨床病理学的検討
川浪　　文　  相模原病院 脳神経内科

　Pj-007-3 当科で経験した神経核内封入体病3例の臨床的検討
髙橋　嶺馬　  福島県立医科大学 脳神経内科

　Pj-007-4 28歳にて被害妄想で超早期発症した前頭側頭型認知症の一例
河上　　緒　  順天堂大学医学部精神医学講座

　Pj-007-5 一般住民におけるLATE-NCの頻度と病理学的特徴. 久山町研究
森　慎一郎　  九州大学医学研究院　神経病理学／済生会二日市病院 神経内科／久留米大学呼吸

器・神経・膠原病内科

　Pj-007-6 神経核内封入体病（NIID）におけるNOTCH2NLC リピート伸長と臨床所見, 
画像所見の比較
樋口　　陽　  新潟大学脳研究所遺伝子機能解析学分野／新潟県厚生連上越総合病院神経内科

　

Pj-008　一般演題ポスターセッション（日本語）008 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（臨床研究）1
座長：永山　　寛　 日本医科大学大学院脳神経内科

 Pj-008-1 パーキンソン病患者のヤール重症度別直接医療費：医療情報データベースを
用いた分析
相野　博司　  住友ファーマ株式会社

　Pj-008-2 上小脳脚の萎縮に左右差を呈する進行性核上性麻痺の特徴
古泉　龍一　  愛知医科大学加齢医科学研究所／横浜市立大学神経内科学・脳卒中医学

　Pj-008-3 パーキンソン病患者におけるCOVID-19流行下での非運動症状の経時的変動
毛受　奏子　  京都府立医科大学大学院医学研究科　脳神経内科学

　Pj-008-4 パーキンソン病におけるdream-enactment behaviorの夢の内容
菅田　真由　  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-008-5 大脳皮質基底核変性症候群においてdiaschisisは存在するか
中上　　徹　  日本医科大学　大学院医学研究科　神経内科学分野

　Pj-008-6 パーキンソン病と多系統萎縮症におけるTc-99m ECD-SPECTを用いた小脳
血流の検討
中元ふみ子　  東京逓信病院 神経内科
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Pj-009　一般演題ポスターセッション（日本語）009 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（臨床研究）2
座長：西嶌　春生　 弘前大学医学部附属病院脳神経内科

 Pj-009-1 Parkinson症候群を呈した嗜銀顆粒性認知症の脳幹病理の検討
荒川　　晶　  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-009-2 緊急入院した進行性核上性麻痺および皮質基底核変性症の転帰についての検討
深江　治郎　  順天堂大学附属練馬病院 脳神経内科

　Pj-009-3 Perry病同一家系3症例（DCTN1 F52L変異）の臨床病理学的検討
本田　裕之　  九州大学医学部神経病理学

　Pj-009-4 若年性パーキンソン病におけるLIN28A遺伝子変異解析
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-009-5 ハロペリドール慢性投与ラットにおける薬剤性パーキンソニズムと遅発性ジス
キネジア
木下　　郁　  弘前大学病院 脳神経内科

　Pj-009-6 新規SLC9A6変異を持つ女性保因者が知的障害と非典型パーキンンソニズ
ムを呈した1家系
土屋　　舞　  山梨大学病院 神経内科

　

Pj-010　一般演題ポスターセッション（日本語）010 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（臨床研究）3
座長：馬場　康彦　 昭和大学藤が丘病院脳神経内科

 Pj-010-1 Parkinson病患者における髄液中リン酸化タウ濃度は姿勢保持障害を反映する
小澤　正和　  東京慈恵会医科大学医学部内科学講座脳神経内科

　Pj-010-2 進行性核上性麻痺患者の臨床像の変化
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-010-3 MRIのT2/FLIARシークエンスで両側中小脳脚高信号を示した患者におけ
る原疾患の検討
張　　琢成　  東京大学医学部附属病院　脳神経内科

　Pj-010-4 パーキンソン病,多系統萎縮症,進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核症候群
の脳血流の検討
野口　　悠　  鹿児島大学病院 脳神経内科
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Pj-011　一般演題ポスターセッション（日本語）011 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（脳深部刺激療法）
座長：下　　泰司　 順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経内科

 Pj-011-1 機能的脳神経外科治療が検討された振戦性疾患の診断と治療方針
坪井　　崇　  名古屋大学神経内科学

　Pj-011-2 進行期のパーキンソン病患者における片側GPi-DBS療法による同側・体軸
症状の改善
林　　優佳　  福岡大学病院　脳神経内科

　Pj-011-3 パーキンソン病としてDBS適応で紹介となったが施行に至らなかった例の検討
若月　里江　  浜松医科大学　脳神経内科

　Pj-011-4 パーキンソン病の振戦に対するMRガイド下集束超音波療法の位置づけ
眞木　二葉　  新百合ヶ丘総合病院 脳神経内科

　Pj-011-5 脳深部刺激療法前後におけるレボドパ内服量減少に関わる白質領域の同定
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-012　一般演題ポスターセッション（日本語）012 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（薬物療法）1
座長：松村美由起　 東京女子医科大学附属成人医学センター

 Pj-012-1 ロチゴチンの継続が困難であったパーキンソン病患者の臨床的特徴
加藤　拓真　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

　Pj-012-2 パーキンソン病患者の意欲低下と日中過眠へのロチゴチンとロピニロール貼
付剤の効果果
武久　　康　  岡山赤十字病院 脳神経内科

　Pj-012-3 パーキンソン病におけるイストラデフィリンの認知機能の改善効果の検討
金井　雅裕　  一宮西病院 脳神経内科

　Pj-012-4 パーキンソン病の睡眠異常へのゾニサミドの無作為化比較試験: ZEAL試験
プロトコール
形岡　博史　  奈良県立医科大学病院 脳神経内科

　Pj-012-5 パーキンソン病に対するZonisamideの運動症状改善効果
井関　　賛　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科
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Pj-013　一般演題ポスターセッション（日本語）013 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（バイオマーカー）1
座長：澤田　秀幸　 独立行政法人国立病院機構宇多野病院

 Pj-013-1 パーキンソン病前駆状態患者における血清銅濃度の検討
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-013-2 神経変性疾患における血漿スフィンゴ脂質の異常
大泉　英樹　  仙台西多賀病院　脳神経内科

　Pj-013-3 パーキンソン病の髄液では神経保護作用を有するリン脂質が低下している
前田　利樹　  藤田医科大学医学部　脳神経内科学

　Pj-013-4 進行性核上性麻痺患者の脳脊髄液中YKL-40濃度の推移
阪田　良一　  鳥取大学医学部脳神経内科

　Pj-013-5 パーキンソン病における髄液尿酸値の臨床的意義
石川　等真　  藤田医科大学病院医学部　脳神経内科学

　Pj-013-6 パーキンソン病における細胞外ATPは、病態の進行を反映する新規指標である
安達　隼輔　  藤田医科大学病院 脳神経内科

　

Pj-014　一般演題ポスターセッション（日本語）014 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（神経徴候）1
座長：山中　義崇　 君津中央病院リハビリテーション科

 Pj-014-1 経管栄養を要したパーキンソン病患者の検討
一角　朋子　  兵庫県立リハビリテーション中央病院 脳神経内科

　Pj-014-2 パーキンソン病・関連疾患に伴う腰曲がりの治療法の検討
向井　洋平　  国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科

　Pj-014-3 パーキンソン病におけるLSVT-BIG®の歩行機能改善効果に対する定量的評価
松野　淳洋　  信州大学医学部　脳神経内科、リウマチ・膠原病内科

　

Pj-015　一般演題ポスターセッション（日本語）015 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

運動ニューロン疾患（臨床研究）1
座長：平野　牧人　 近畿大学医学部附属病院脳神経内科

 Pj-015-1 SOD1-G93S変異陽性筋萎縮性側索硬化症患者の臨床遺伝学的特徴
中村　亮一　  愛知医科大学

　Pj-015-2 筋萎縮性側索硬化症におけるモルヒネの有用性と安全性についての検討
橋本　里奈　  東名古屋病院 脳神経内科
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　Pj-015-3 EPI-589の筋萎縮性側索硬化症を対象とした探索的医師主導試験（EPIC-
ALS）
土師正太郎　  徳島大学大学院医歯薬学研究部 臨床神経科学分野

　

Pj-016　一般演題ポスターセッション（日本語）016 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

運動ニューロン疾患（呼吸管理）
座長：杉本　英樹　 東邦大学医療センター大橋病院神経内科

 Pj-016-1 筋萎縮性側索硬化症患者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 臨床病理神経内科

　Pj-016-2 歩行可能期に非侵襲的陽圧換気療法を導入した筋萎縮性側索硬化症の臨床
像·経過の検討
石田　千穂　  医王病院 脳神経内科

　Pj-016-3 沖縄型神経原性筋萎縮症（HMSN-P）患者における呼吸機能の継時的変化の検討
藤崎なつみ　  独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 脳神経内科

　Pj-016-4 長期人工呼吸管理下にある筋萎縮性側索硬化症3症例の肺胸郭コンプライア
ンスの変化
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-016-5 侵襲的補助換気を行った筋萎縮性側索硬化症の症状進行速度と予後の関係
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-016-6 経皮的CO2モニターを用いた神経筋疾患間での睡眠関連呼吸障害の検討
内藤　裕之　  広島市立広島市民病院 脳神経内科

　

Pj-017　一般演題ポスターセッション（日本語）017 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

小脳性運動失調など（臨床研究）1
座長：国分　則人　 獨協医科大学病院脳神経内科

 Pj-017-1 一過性の意識障害を呈した孤発性成人型神経核内封入体病の3例の検討
中原　岩平　  中村記念病院 脳神経内科

　Pj-017-2 Alexander病疑い症例に対するGFAP-εアイソフォームの遺伝子解析
吉田　誠克　  京都府立医科大学大学院　医学研究科　脳神経内科学

　Pj-017-3 神経免疫関連有害事象による小脳性運動失調症の臨床像の検討
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

　Pj-017-4 当科入院症例における小脳失調症283例についての臨床的検討
児島　史一　  鹿児島大学病院 脳神経内科
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　Pj-017-5 歩行障害と下肢の筋クランプを主徴とした、遺伝性痙性対麻痺17型の一家系
嶋崎　晴雄　  埼玉医科大学 保健医療学部

　Pj-017-6 GFAPにR276L変異を認めた成人型アレキサンダー病3例における錐体外路
症状の比較
大沼　広樹　  獨協医科大学病院 脳神経内科

　

Pj-018　一般演題ポスターセッション（日本語）018 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（臨床研究）01
座長：鎌田　智幸　 武蔵野赤十字病院神経内科

 Pj-018-1 COVID-19ワクチン 摂取後に発症した脳炎・脊髄炎
小林　優也　  長野市民病院 神経内科

　Pj-018-2 健常成人における腎兪穴刺激による鍼治療が血中サイトカインに与える影響
村上えい子　  千葉大学病院 脳神経内科

　Pj-018-3 COVID-19ワクチン接種後に悪化した神経免疫疾患の事例とその特徴
宗　　勇人　  東京女子医科大学病院 脳神経内科

　Pj-018-4 肥厚性硬膜炎におけるプレドニゾロン用量と長期予後との関連
千田麻友美　  藤田医科大学ばんたね病院／藤田医科大学　脳神経内科

　Pj-018-5 人工呼吸器管理を要し免疫治療により神経根腫大の改善を認めたCIDPの1例
木戸　俊輔　  日本医科大学病院 脳神経内科

　Pj-018-6 COVID-19 mRNAワクチン接種後に発症または増悪した神経筋疾患患者の
後方視的研究
北村　彰浩　  滋賀医科大学病院 脳神経内科／滋賀医科大学神経難病研究センター臨床研究ユ

ニット神経内科学部門

　

Pj-019　一般演題ポスターセッション（日本語）019 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（臨床研究）02
座長：尾崎　彰彦　 日本赤十字社大阪赤十字病院　脳神経内科

 Pj-019-1 成人発症抗MOG抗体関連疾患の治療反応性と難治例の解析
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-019-2 自己免疫性glial fibrillary acidic protein（GFAP）アストロサイトパチーの3例
赤沼　春菜　  福島県立医科大学附属病院脳神経内科

　Pj-019-3 成人発症抗MOG抗体関連疾患におけるオリゴクローナルバンドの有無によ
る差異の検討
加茂　亮太　  順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経内科
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　Pj-019-4 抗MOG抗体関連疾患の臨床的特徴 -当科における経験症例からの検討-
紀乃　正志　  香川大学病院 消化器・脳神経内科

　Pj-019-5 当院での抗MOG抗体陽性皮質脳炎における再発・増悪例の検討
田中　智子　  兵庫県立総合医療センター 脳神経内科

　

Pj-020　一般演題ポスターセッション（日本語）020 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（重症筋無力症）1
座長：川邉　清一　 東邦大学医療センター大森病院脳神経内科

 Pj-020-1 重症筋無力症と制御性T細胞関連サイトカインとの関連性
大西　庸介　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

　Pj-020-2 当院での重症筋無力症発症頻度の季節性変動
岸　　秀昭　  旭川医療センター 脳神経内科

　Pj-020-3 胸腺腫合併重症筋無力症患者における末梢血リンパ球サブセットの検討
川崎　怜子　  東京大学医学部附属病院脳神経内科

　Pj-020-4 抗横紋筋抗体陽性重症筋無力症の当科での臨床経験とその多様性
平方　翔太　  藤元総合病院 神経内科

　Pj-020-5 全身性重症筋無力症に対する経口ステロイドの用量と3年予後の検討
田口　智朗　  天理よろづ相談所病院 脳神経内科

　Pj-020-6 Lambert-Eaton筋無力症候群における骨格筋の筋線維タイプに関する組織
学的検討
砂生奈那美　  東京医科歯科大学病院 脳神経内科

　

Pj-021　一般演題ポスターセッション（日本語）021 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（自己免疫脳炎）1
座長：近藤　誉之　 関西医科大学附属総合医療センター神経内科

 Pj-021-1 免疫介在性小脳失調症における新規自己抗体の検討
工藤　彰彦　  北海道大学神経内科

　Pj-021-2 自己免疫性GFAPアストロサイトパチー3例の臨床症状および治療経過の検討
樽谷　潤子　  和歌山県立医科大学 脳神経内科

　Pj-021-3 自己免疫性glial fibrillary acidic protein（GFAP）アストロサイトパチーの
臨床的検討
橋本　　黎　  兵庫県立尼崎総合医療センター 脳神経内科

　Pj-021-4 急性脳炎・脳症の系統的診断体制の構築：その有用性の検討
島　さゆり　  藤田医科大学　医学部　 脳神経内科学
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　Pj-021-5 新型コロナウイルスに対するワクチン接種後に神経症状を呈した症例につい
ての検討
西口　大和　  三重大学病院 脳神経内科

　Pj-021-6 進行性核上性麻痺に類似する表現型を呈し，免疫療法が奏功した自己免疫性脳炎
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-022　一般演題ポスターセッション（日本語）022 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

筋疾患（筋ジストロフィー）�1
座長：平澤　恵理　 順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経内科

 Pj-022-1 Duchenne型筋ジストロフィーの腕頭動脈による気管変型狭窄の継時的な変化
木村　正剛　  国立病院機構鈴鹿病院 脳神経内科／名古屋大学大学院医学研究科 神経内科

　Pj-022-2 歩行不能後期にViltolarsen投与開始したDuchenne型筋ジストロフィー2症
例の検討
北尾るり子　  箱根病院 神経内科

　Pj-022-3 ジストロフィン異常症骨格筋におけるチアミンおよびトランスポーターの局在
三ツ井貴夫　  徳島病院 臨床研究部／徳島病院　小児科

　Pj-022-4 取り下げ演題
　

　Pj-022-5 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー1型の臨床的検討
中村憲一郎　  国立病院機構 西別府病院 神経内科

　

Pj-023　一般演題ポスターセッション（日本語）023 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

筋疾患（筋炎）�1
座長：石井　一弘　 筑波大学医学医療系神経内科

 Pj-023-1 本施設における抗ミトコンドリアM2抗体陽性筋炎4症例の比較
大内　翔悟　  筑波大学医学医療系 脳神経内科

　Pj-023-2 免疫介在性壊死性ミオパチーに関連する3抗体間での臨床病理学的差異
山中　　愛　  奈良県立医科大学 脳神経内科学

　Pj-023-3 抗SRP抗体陽性壊死性ミオパチーの下肢MRI所見の特徴
白藤　法道　  福井大学病院 脳神経内科

　Pj-023-4 Ku抗体陽性筋炎50例における臨床・筋病理特徴
大山　宗徳　  慶應義塾大学病院神経内科
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Pj-024　一般演題ポスターセッション（日本語）024 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

末梢神経疾患（CMT）
座長：樋口雄二郎　 鹿児島大学病院脳神経内科

 Pj-024-1 Charcot Marie Tooth病とCIDPの電気生理学的検査についての検討
山本安里紗　  旭川医療センター

　Pj-024-2 Sorbitol Dehydrogenase（SORD）遺伝子変異を有する遺伝性ニューロパチー
の5家系
湯地　美佳　  鹿児島大学医歯学総合研究科　神経病学講座　脳神経内科・老年病学

　Pj-024-3 当院で経験したCharcot-Marie-Tooth病2A型　5例の臨床像の比較検討
小谷　理紗　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

　Pj-024-4 Distal hereditary motor neuropathyを呈したMARS新規変異を有する1家系
大崎　裕亮　  徳島大学病院 脳神経内科

　

Pj-025　一般演題ポスターセッション（日本語）025 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

末梢神経疾患（GBSなど）1
座長：澤田　　潤　 旭川医科大学医学部附属病院脳神経内科

 Pj-025-1 サイトメガロウイルス感染後ギラン・バレー症候群での予後予測スケールの検討
高橋　志織　  山口大学大学院医学系研究科　臨床神経学

　Pj-025-2 Cholesterol付加により変化する糖脂質抗体結合活性の検証
本郷　　悠　  防衛医科大学校 神経・抗加齢血管内科

　Pj-025-3 COVID-19感染症に関連した神経障害と糖脂質抗体
内堀　　歩　  杏林大学病院 脳神経内科

　Pj-025-4 POEMS症候群に対するサリドマイド投与後の長期予後について
諸岡茉里恵　  千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学

　

Pj-026　一般演題ポスターセッション（日本語）026 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経感染症（臨床研究）�1
座長：平賀　陽之　 千葉労災病院脳神経内科

 Pj-026-1 クリプトコッカス髄膜脳炎の画像的特徴と早期診断スコアの検討
中村　航世　  新潟大学医歯学総合病院 脳神経内科

　Pj-026-2 当院における水痘・帯状疱疹ウイルスによる脳神経障害の検討
宇佐美寿彦　  豊川市民病院 脳神経内科

　Pj-026-3 副鼻腔真菌症に伴う眼窩先端症候群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
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　Pj-026-4 FilmArray®髄膜炎・脳炎パネルを用いた神経感染症診断症例の臨床的特徴
林　　紀子　  横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経内科

　Pj-026-5 突発性CD4陽性Tリンパ球減少症（ICTL）が疑われた4症例の臨床的検討
西岡　昌紀　  東芝林間病院 神経内科

　Pj-026-6 COVID-19パンデミックの脳神経内科へのインパクト：一般病院脳神経内科
医の経験から
平賀　陽之　  千葉労災病院 脳神経内科

　

Pj-027　一般演題ポスターセッション（日本語）027 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

てんかん（臨床研究）1
座長：小尾　智一　 独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター神経内科

 Pj-027-1 てんかんにおける高次脳機能障害と血清ニューロフィラメントL鎖の関連性の解明
上田　雅道　  名古屋大学 脳神経内科

　Pj-027-2 てんかん外科における覚醒下手術での言語機能マッピングの有用性
的場　健人　  神戸大学医学部附属病院 脳神経内科

　Pj-027-3 一過性意識消失発作に対する長時間ビデオ脳波モニタリング下チルト試験の検討
油川　陽子　  中村記念病院 脳神経内科

　Pj-027-4 脳卒中急性期の意識障害例でのEEGヘッドセット
船山由希乃　  みやぎ県南中核病院

　Pj-027-5 脳波での周期性放電の放電間背景脳波の陰性緩電位変位と臨床相関
永井　俊行　  京都大学大学院医学研究科 脳神経内科／北里大学医学部　脳神経内科学

　Pj-027-6 てんかん焦点マーカーとしての発作時DC shiftのAIによる自動検出
後藤　昌広　  京都大学大学院医学研究科　臨床神経学

　

Pj-028　一般演題ポスターセッション（日本語）028 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

頭痛（抗CGRP抗体）�1
座長：柴田　興一　 東京女子医科大学東医療センター内科（神経内科）

 Pj-028-1 片頭痛患者を対象にフレマネズマブを評価した日韓検証試験での早期有効
性の事後解析
中井　正三　  大塚製薬株式会社 メディカル・アフェアーズ

　Pj-028-2 フレマネズマブにおける片頭痛患者の効用値（QOL値）と片頭痛日数の関連性
山戸健太郎　  大塚製薬株式会社 メディカルアフェアーズ部

　Pj-028-3 ガルカネズマブ有効性と片頭痛診療の変化
両角　佐織　  名古屋第二赤十字病院 神経内科
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　Pj-028-4 慢性及び高頻度反復性片頭痛の日本人患者におけるエレヌマブの効果
北村　重和　  甲南加古川病院 脳神経内科

　

Pj-029　一般演題ポスターセッション（日本語）029 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

難病医療（臨床研究）1
座長：森田　光哉　 自治医科大学附属病院リハビリテーションセンター・脳神経内科

 Pj-029-1 脳神経内科療養型病棟における新型コロナワクチン接種と副反応
麓　　直浩　  南岡山医療センター 脳神経内科

　Pj-029-2 レセプトデータを用いた脊髄空洞症における移行期医療の実態調査
江口　克紀　  北海道大学 神経内科

　Pj-029-3 神経難病や筋ジストロフィーの気管切開下人工呼吸療法（TPPV）中入院患
者における肺炎
山本　明史　  NHO大牟田病院 脳神経内科

　Pj-029-4 小児期発症神経系疾患を有する患者の成人診療科移行後の長期経過
望月　葉子　  東京都立北療育医療センター 脳神経内科

　Pj-029-5 神経筋疾患における内視鏡下胃瘻造設術時の呼吸管理
本崎　裕子　  医王病院 脳神経内科

　Pj-029-6 全国都道府県別在宅人工呼吸器調査2013～2021
宮地　隆史　  国立病院機構　柳井医療センター 脳神経内科

　

Pj-030　一般演題ポスターセッション（日本語）030 Jp
5月18日（水）17：20 ～18：35� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

その他（臨床研究）1
座長：石井亜紀子　 筑波大学大学院人間総合科学研究科（神経内科）

 Pj-030-1 スモン検診患者におけるMCI（Mild cognitive impairment 軽度認知障害）の特徴
齋藤由扶子　  国立病院機構東名古屋病院 脳神経内科

　Pj-030-2 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―第2報―
柴田　有花　  北海道大学病院臨床遺伝子診療部

　Pj-030-3 神経症状で初発する血管内大細胞型B細胞リンパ腫の臨床的特徴と診断方
法に関する検討
北原　　匠　  新潟大学脳研究所　脳神経内科

　Pj-030-4 当院で入院中にリハビリテーション介入したCOVID-19患者の臨床的検討
見川　彩子　  順天堂大学医学部附属浦安病院 リハビリテーション科

　Pj-030-5 神経症状で発症した悪性リンパ腫患者12例の臨床的検討
佐藤　智香　  市立札幌病院脳神経内科
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　Pj-030-6 COVID-19に罹患した神経筋疾患患者4例の臨床的検討
石井亜紀子　  筑波大学病院 神経内科

　

Pj-031　一般演題ポスターセッション（日本語）031 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（バイオマーカー）
座長：大貫　陽一　 東海大学病院神経内科

 Pj-031-1 無症候性脳病変と口腔内細菌との関連性
加藤　芳恵　  島根大学医学部附属病院内科学講座内科学第三（脳神経内科）

　Pj-031-2 脳梗塞急性期患者における骨代謝マーカーに関する検討
近藤　彩乃　  日本赤十字社 愛知医療センター 名古屋第二病院 脳神経内科

　Pj-031-3 急性期脳梗塞におけるフィブリンモノマー複合体
小林　史弥　  京都第二赤十字病院 脳神経内科

　Pj-031-4 頚動脈プラークMRIを用いた脳塞栓症塞栓源の検索
大貫　陽一　  東海大学病院 神経内科

　

Pj-032　一般演題ポスターセッション（日本語）032 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（急性期治療2）
座長：松本　典子　 日本医科大学付属病院神経・脳血管内科

 Pj-032-1 急性期血行再建術後の穿刺部止血デバイスPercloseの初期使用経験
沼尾紳一郎　  日本医科大学病院 脳神経内科

　Pj-032-2 頸動脈ステント留置術における緊急症例と待機症例の長期成績の比較
小倉　颯英　  日本医科大学付属病院 脳神経内科

　Pj-032-3 前方循環梗塞の血栓回収療法施行回数は術後くも膜下出血及び3カ月後非自
立に関連する
松尾　淳一　  熊本大学病院 脳神経内科

　Pj-032-4 急性期脳梗塞に対して救急医が積極的に行う脳血管再開通療法
木村　健介　  八戸市立市民病院 救命救急センター・脳神経内科

　Pj-032-5 血管内治療を行った頭蓋内硬膜動静脈瘻の患者の初発症状および治療成績の検討
姫野　隆洋　  脳神経センター大田記念病院 脳神経内科
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Pj-033　一般演題ポスターセッション（日本語）033 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（がん関連血栓症）
座長：神谷　雄己　 昭和大学江東豊洲病院脳神経内科

 Pj-033-1 治療後D-dimer値はがん関連脳卒中患者の転帰に影響する
中島　　翔　  順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科

　Pj-033-2 進行がんに心房細動を合併する脳梗塞の検討
泉　　哲石　  奈良県立医科大学附属病院 脳神経内科

　Pj-033-3 悪性腫瘍関連脳梗塞における急性脳主幹動脈閉塞に関連する因子の検討
平嶺　敬人　  筑波大学病院 脳卒中科

　Pj-033-4 膵体部癌既往の腹水貯留、腹腔-静脈シャント挿入患者でTrousseau症候
群が疑われた1例
細谷　　愛　  東京女子医科大学病院 神経内科

　

Pj-034　一般演題ポスターセッション（日本語）034 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（臨床研究2）
座長：板橋　　亮　 岩手医科大学医学部　内科学講座　脳神経内科・老年科分野

 Pj-034-1 急性期脳出血患者における脳微小出血の特徴
栗田　尚英　  順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科

　Pj-034-2 脳梗塞再発をきたした卵円孔開存を有する患者の臨床的特徴
新山　竣一　  順天堂大学医学部附属順天堂医院

　Pj-034-3 睡眠時呼吸障害と無症候性脳血管障害との関連について
赤岩　靖久　  獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経内科

　Pj-034-4 脳梗塞1年後の無症候性再発病変の検討
寺澤　由佳　  脳神経センター大田記念病院 脳神経内科

　

Pj-035　一般演題ポスターセッション（日本語）035 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

認知症（検査）�1
座長：本田　和弘　 独立行政法人国立病院機構千葉東病院脳神経内科

 Pj-035-1 Alzheimer病における皮膚交感神経機能（精神性発汗）
吉崎　智子　  千葉大学医学部附属病院　脳神経内科

　Pj-035-2 MRIによるアミロイド推定のための深層学習のアテンションマップを用いた
特徴領域抽出
小野徹太郎　  大日本印刷株式会社
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　Pj-035-3 脳内アミロイド沈着と関連する新規neurovascular unitバイオマーカー
麻生　泰弘　  大分県立病院 神経内科

　Pj-035-4 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～第2報～
竹野下尚仁　  東京医科大学 高齢総合医学分野

　Pj-035-5 早期アルツハイマー型認知症患者のMRIにおけるVBMを用いた脳容積の検討
森本　展年　  香川県立中央病院 脳神経内科

　

Pj-036　一般演題ポスターセッション（日本語）036 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

認知症（画像）
座長：宮尾　眞一　 名鉄病院認知症疾患医療センター

 Pj-036-1 高齢者の身体的フレイルと脳容積及び大脳白質病変との関連：なかじまプロ
ジェクト研究
篠原もえ子　  金沢大学大学院　脳老化・神経病態学（脳神経内科学）／金沢大学医薬保健学総合研

究科　認知症先制医学講座

　Pj-036-2 THK5351および PiBによるPETを用いた原発性進行性失語症の背景病変の推定
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-036-3 白質病変の定量的解析におけるMRI画像解析ソフトの違いについて
田部井賢一　  東京都立産業技術大学院大学産業技術研究科／三重大学大学院医学系研究科神経

病態内科学

　Pj-036-4 ALSP/HDLS患者の脳画像から脳病変ステージを診断するための基準
木下　通亨　  安曇野赤十字病院 脳神経内科

　Pj-036-5 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、認
知症との関連
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-036-6 特発性正常圧水頭症における認知機能・運動機能と脳血流シンチグラフィーの検討
鈴木　佑弥　  山形大学病院 第三内科

　

Pj-037　一般演題ポスターセッション（日本語）037 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

認知症（臨床研究）3
座長：神谷　達司　 神谷医院

 Pj-037-1 高感度CRPと認知機能の関連
三瀧　真悟　  島根大学病院 脳神経内科

　Pj-037-2 MCIレジストリ（ORANGE-MCI）の構築と解析
辻本　昌史　  国立長寿医療研究センター 先端医療開発推進センター

18
日

19
日

20
日

21
日

一般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
）



- 153 -

　Pj-037-3 アルツハイマー病患者に対するアイトラッキングを用いた画像認識の際の眼
球運動の検討
林　　徹生　  順天堂大学医学部附属順天堂医院

　Pj-037-4 認知機能障害に対する個人音楽療法の有効性に関する検討
吉田　弘樹　  京都医療センター 脳神経内科

　

Pj-038　一般演題ポスターセッション（日本語）038 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（レボドパ・カルビドパ持続経腸療法）1
座長：齋木　英資　 愛知医科大学病院パーキンソン病総合治療センター

 Pj-038-1 空腸チューブ先端の形状の違いによるLCIG療法中の有害事象発生頻度の検討
阪田麻友美　  和歌山県立医科大学病院 脳神経内科

　Pj-038-2 GPi-DBSとレボドパ／カルビドパ配合経腸用液療法の併用は有効である
東田　和博　  岐阜大学大学院医学系研究科　脳神経内科学分野

　Pj-038-3 LCIG療法導入後も運動症状の日内変動がみられた2例の検討
前田　敏彦　  山口大学大学院医学研究科　臨床神経学

　Pj-038-4 レボドパ・カルビドパ経腸療法の長期成績についての検討
吉田　亘佑　  旭川医療センター 脳神経内科

　Pj-038-5 レボドパ・カルビドパ持続経腸療法に関連したジストニアの特徴と対処法
吉田　千晴　  国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科

　Pj-038-6 パーキンソン病の睡眠障害に対するレボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法
の長期有効性
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-039　一般演題ポスターセッション（日本語）039 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（臨床研究）5
座長：宮本　智之　 獨協医科大学埼玉医療センター脳神経内科

 Pj-039-1 思わぬ理由で治療に難渋したパーキンソン病症例
布村　仁一　  青森新都市病院　 脳神経内科

　Pj-039-2 パーキンソン病の酵素阻害薬の使用についての後方視的調査：2018年から
2021年の変化
川嶋　将司　  名古屋市立大学 神経内科

　Pj-039-3 呼吸苦を呈するパーキンソン病の呼吸障害の検討
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-039-4 当院当科に入院した症例でのアプノモニターの解析
飯塚　雅貴　  相模原病院 脳神経内科
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　Pj-039-5 特発性レム睡眠行動異常症における嗅覚障害の縦断的観察の検討
宮本　智之　  獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経内科

　

Pj-040　一般演題ポスターセッション（日本語）040 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（臨床研究）6
座長：鈴木　　裕　 日本大学病院内科（神経・脳卒中）

 Pj-040-1 映画「メリー・ポピンズ」に見られたParkinson病運動症状について
寺田　朋未　  高知大学医学部付属病院 脳神経内科学教室

　Pj-040-2 パーキンソン病における衝動制御障害に影響を及ぼす臨床因子の検討
菊池　洸一　  藤田医科大学 脳神経内科学

　Pj-040-3 当院のパーキンソン病治療におけるドパミンアゴニスト使用状況についての
後方視的調査
佐藤　豊大　  名古屋市立大学 神経内科学

　Pj-040-4 便秘の有無によりパーキンソン病患者を層別化することは可能か？
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-040-5 パーキンソン病患者に対するレンボレキサントの使用経験
高橋麻衣子　  和歌山県立医科大学病院 脳神経内科

　

Pj-041　一般演題ポスターセッション（日本語）041 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（神経徴候）2
座長：山元　敏正　 埼玉医科大学脳神経内科

 Pj-041-1 運動障害の増悪を主訴に入院加療を行なったパーキンソン病症例の検討
後藤　公文　  伊万里有田共立病院 脳神経内科

　Pj-041-2 質問紙調査でレビー小体病のprodromal症状を有さない健康診断受診者の
臨床的特徴
平賀　経太　  名古屋大学 神経内科学

　Pj-041-3 高齢パーキンソン病患者の臨床的特徴と実態についての検討
長谷川有香　  国立病院機構西新潟中央病院脳神経内科

　Pj-041-4 パーキンソン病患者における便秘とQOL
西田　明弘　  福岡大学病院 脳神経内科

　Pj-041-5 パーキンソン病と関連疾患における自律神経不全の特徴
辻村　優次　  藤田医科大学医学部　脳神経内科学

　

18
日

19
日

20
日

21
日

一般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
）



- 155 -

Pj-042　一般演題ポスターセッション（日本語）042 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（認知機能）1
座長：村上　秀友　 東京慈恵会医科大学内科学講座脳神経内科

 Pj-042-1 MAO-B阻害薬単剤によるParkinson病の運動症状の改善効果は前頭葉機
能に関連している
村上　秀友　  東京慈恵会医科大学医学部内科学講座脳神経内科

　Pj-042-2 認知症を伴わないパーキンソン病例における記憶障害の検討
黒羽　泰子　  西新潟中央病院 脳神経内科

　Pj-042-3 パーキンソン病と関連疾患における認知機能障害の特徴
中野　頌子　  藤田医科大学医学部 脳神経内科

　Pj-042-4 パーキンソン病が時間的展望に及ぼす影響
徳重　真一　  東京大学　神経内科／杏林大学　神経内科

　Pj-042-5 進行性核上性麻痺の脳脊髄液におけるプリン体の代謝物質と認知機能との関係
伊藤　信二　  藤田医科大学医学部　脳神経内科

　Pj-042-6 認知症を伴わないパーキンソン病の臨床的画像的解析
緒方　昭彦　  北海道脳神経外科記念病院 脳神経内科

　

Pj-043　一般演題ポスターセッション（日本語）043 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（臨床研究）7
座長：赫　　寛雄　 東京医科大学病院脳神経内科

 Pj-043-1 取り下げ演題
　

　Pj-043-2 パーキンソン病や進行性核上性麻痺における頭部外傷の臨床的検討
坂尻　顕一　  金沢医療センター 神経内科

　Pj-043-3 パーキンソン病患者の脊柱アライメントの特徴
赫　　寛雄　  東京医科大学神経学分野

　Pj-043-4 パーキンソン症状に伴う姿勢異常における前庭機能 第2報
工藤　洋祐　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科
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Pj-044　一般演題ポスターセッション（日本語）044 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（ジストニア）
座長：金　　　剛　 静岡県立総合病院脳神経内科

 Pj-044-1 上肢ジストニア（書痙、奏楽手痙を含む）患者に対するボツリヌス毒素療法、
MAB療法
堀内　正浩　  箱根リハビリテーション病院　脳神経内科／川崎市立多摩病院　神経内科

　Pj-044-2 Machado-Joseph病のジストニアに対する脳深部刺激療法
池澤　　淳　  都立神経病院　脳神経内科

　Pj-044-3 一次性ジストニアと生理不順の検討
松本　真一　  大阪脳神経外科病院 神経内科

　Pj-044-4 階段歩行動作特異的ジストニア（Down the stairs dystonia）に関する臨床
神経学的検討
徳安　大輝　  済生会横浜市東部病院　脳血管・神経内科

　

Pj-045　一般演題ポスターセッション（日本語）045 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

運動ニューロン疾患（臨床研究）3
座長：馬場　泰尚　 帝京大学溝口病院脳神経内科

 Pj-045-1 筋萎縮性側索硬化症におけるWeak shoulder, Arm sparing徴候
濱田　雄一　  帝京大学医学部 脳神経内科

　Pj-045-2 早期ALS患者における動脈血液ガスCOHb値の上昇はその後のpCO2上昇
を示唆する
田尻　正輝　  独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター　脳神経内科

　Pj-045-3 局所皮質厚解析による原発性側索硬化症・筋萎縮性側索硬化症・遺伝性痙
性対麻痺の比較
後藤　良司　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科／東京都健康長寿医療センター 脳神経内科

　Pj-045-4 CONUT scoreを用いたALSの栄養状態と予後の検討-CARP studyより
都甲めぐみ　  広島大学大学院医歯薬保健学研究科 脳神経内科学

　Pj-045-5 ALS患者460名のBMIに関するアンケート調査報告
中村　拓真　  京都府立医科大学病院 脳神経内科／大阪大学大学院医学系研究科　脳機能診断再建学

　Pj-045-6 筋萎縮性側索硬化症における上位および下位運動ニューロン変性の関係
石川　　愛　  国立病院機構　千葉東病院 脳神経内科
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Pj-046　一般演題ポスターセッション（日本語）046 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

運動ニューロン疾患（生理学的検査）
座長：清水　俊夫　 東京都立神経病院脳神経内科

 Pj-046-1 筋萎縮性側索硬化症の予後と筋電図検査所見
大成　圭子　  産業医科大学病院 神経内科

　Pj-046-2 筋萎縮性側索硬化症の診断における僧帽筋の反復神経刺激試験と針筋電図
の有用性
高橋　和沙　  帝京大学医学部脳神経内科／北里大学病院 神経内科学

　Pj-046-3 筋萎縮性側索硬化症におけるoffset潜時から求めた正中神経運動伝導速度
と生命予後
清水　俊夫　  都立神経病院 脳神経内科

　Pj-046-4 初診時神経学的診察によるALSの臨床診断の妥当性について
松本　泰子　  石川県立中央病院 神経内科

　

Pj-047　一般演題ポスターセッション（日本語）047 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

小脳性運動失調など（臨床研究）2
座長：榊原　隆次　 東邦大学医療センター佐倉病院脳神経内科

 Pj-047-1 南九州地域を中心とした小脳性運動失調症におけるRFC1遺伝子解析
安藤　匡宏　  鹿児島大学医歯学総合研究科　神経病学講座　脳神経内科・老年病学

　Pj-047-2 ヘテロ接合性GRID2遺伝子変異による純粋小脳型優性遺伝性脊髄小脳失
調症の一家系
高　　紀信　  山梨大学病院 神経内科学講座

　Pj-047-3 本邦の小脳失調症患者における脆弱X随伴振戦/失調症候群（FXTAS）の
臨床疫学
樋口雄二郎　  鹿児島大学病院 脳神経内科

　Pj-047-4 Machado-Joseph病におけるCAGリピート伸長と家族歴の関係
澤井　　摂　  東邦大学医療センター佐倉病院 脳神経内科／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 検査部／千葉大学医学部附属病院 遺伝子診療部

　Pj-047-5 遺伝性脊髄小脳変性症（SCA1）の姉妹例の筋生検 腓腹神経生検及び神経
病理学的検討
横井　風兒　  渥美病院 脳神経内科
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Pj-048　一般演題ポスターセッション（日本語）048 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（臨床研究）04
座長：深浦　彦彰　 埼玉医科大学総合医療センター神経内科

 Pj-048-1 当院で経験したスティッフパーソン症候群3例の臨床的特徴
中藤　清志　  長野赤十字病院神経内科

　Pj-048-2 免疫チェックポイント阻害薬投与後に免疫関連有害事象を呈した3例の臨床的検討
表　　芳夫　  岡山医療センター 脳神経内科

　Pj-048-3 過去3年間の脊髄炎の原因疾患の検討- 特に原因不明の脊髄炎の臨床的特
徴について-
川崎　一史　  埼玉医科大学病院 脳神経内科

　Pj-048-4 当院における抗MOG抗体関連疾患の臨床的特徴
中原　圭一　  熊本大学 脳神経内科

　Pj-048-5 リツキシマブとステロイドで寛解した中枢神経血管炎合併の高齢者多発血管
炎性肉芽腫症
押部奈美子　  山口大学大学院医学系研究科臨床神経学

　

Pj-049　一般演題ポスターセッション（日本語）049 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（臨床研究）05
座長：岡本　智子　 国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科

 Pj-049-1 視神経脊髄炎に対するミコフェノール酸モフェチルによる再発抑制と安全性の評価
赤谷　　律　  神戸大学大学院医学研究科脳神経内科学

　Pj-049-2 当院におけるNMOSDの患者の疼痛、疲労、QOLに対する疾患修飾薬の
効果の検討
高橋　　華　  筑波大学医学医療系神経内科

　Pj-049-3 発症年齢に着目した当院における視神経脊髄炎スペクトラム障害の治療法の検討
森　　泰子　  聖隷浜松病院 神経内科

　Pj-049-4 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-049-5 当院での多発性硬化症におけるSiponimod導入患者の臨床的特徴の検討
黒澤　亮二　  国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科

　Pj-049-6 再発型MS患者でのオファツムマブ長期安全性：血清免疫グロブリンと感染
症リスク
丸山サラディーニ恵子　  ノバルティスファーマ株式会社 中枢神経メディカル本部
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Pj-050　一般演題ポスターセッション（日本語）050 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（多発性硬化症）
座長：宮本　勝一　 和歌山県立医科大学脳神経内科

 Pj-050-1 二次性進行型多発性硬化症におけるシポニモドの治療経験とリンパ球サブセッ
トの解析
池口亮太郎　  東京女子医科大学 脳神経内科

　Pj-050-2 ナタリズマブ関連進行性多巣性白質脳症後の免疫再構築症候群治療時期に
苦慮した一例
杉本　太路　  広島大学病院 脳神経内科

　Pj-050-3 オファツムマブを導入した未治療多発性硬化症患者の3例
尾上　祐行　  獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経内科

　Pj-050-4 当院入院患者における多発性硬化症の疾患修飾薬の動向について
永田　龍世　  鹿児島大学病院 脳神経内科

　Pj-050-5 多発性硬化症に対する疾患修飾薬使用後の肝・胆道系酵素変動の検討
上床　　尚　  さっぽろ神経内科病院

　Pj-050-6 高齢の多発性硬化症患者への治療選択
宮本　勝一　  和歌山県立医科大学 脳神経内科／近畿大学医学部　脳神経内科

　

Pj-051　一般演題ポスターセッション（日本語）051 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（自己免疫脳炎）2
座長：松浦　英治　 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科神経病学講座　脳神経内科・老年病学

 Pj-051-1 自己抗体陽性自己免疫性脳炎11例の臨床的検討
鈴木　　哲　  筑波大学　医学医療系　神経内科学

　Pj-051-2 自己免疫性脳炎の全国調査：NMDAR脳炎/VGKC複合体抗体関連脳症以
外の脳炎に関する解析
大石真莉子　  山口大学大学院医学系研究科臨床神経学

　Pj-051-3 当科における自己免疫性GFAPアストロサイトパチーの臨床病理学的特徴
坂下　泰浩　  金沢大学脳神経内科

　Pj-051-4 自己免疫性脳炎54例の臨床像の検討
羽入龍太郎　  新潟市民病院

　Pj-051-5 免疫学的治療が奏効した自己免疫関連脳炎・てんかんの臨床的特徴
竹子　優歩　  国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター　脳神経内科／日本医科大学付属病

院　脳神経内科

　Pj-051-6 抗LGI1抗体陽性辺縁系脳炎の病勢指標について検討
堂園　美香　  鹿児島大学病院 脳神経内科

　

18
日

19
日

20
日

21
日

一般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
）



- 160 -

Pj-052　一般演題ポスターセッション（日本語）052 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

筋疾患（臨床研究）
座長：大矢　　寧　 国立精神・神経医療研究センター脳神経内科

 Pj-052-1 GVHD関連筋炎とASM・DMとの比較による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脳神経内科

　Pj-052-2 CLCN1遺伝子に新規変異p.F343Cを同定した先天性ミオトニアの一家系
垣内　謙祐　  大阪医科薬科大学 脳神経内科

　Pj-052-3 GMPPBホモ接合ミスセンス変異よるαジストログリカノパチー家系
宗兼　麻美　  川崎医科大学病院 神経内科

　Pj-052-4 ジストロフィノパチー患者の慢性心不全および血清CKに対するARNIの効果
荒畑　　創　  NHO 大牟田病院 脳神経内科

　

Pj-053　一般演題ポスターセッション（日本語）053 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

筋疾患（筋炎）�2
座長：久保田　暁　 東京大学医学部附属病院神経内科

 Pj-053-1 自覚する筋症状を認めない抗ARS抗体陽性間質性肺炎患者における針筋
電図所見の検討
尾崎　麻希　  奈良県立医科大学　脳神経内科

　Pj-053-2 重症の嚥下障害は抗TIF1γ抗体陽性皮膚筋炎に多い
種田　朝音　  長岡赤十字病院 神経内科

　Pj-053-3 皮膚筋炎特異的自己抗体と骨格筋画像
宇根　隼人　  国立精神・神経医療研究センター 疾病研究第一部

　Pj-053-4 全身性強皮症と筋炎のオーバーラップ症候群での肩関節可動域制限出現例の検討
岸　　諒太　  新潟県立新発田病院 脳神経内科

　Pj-053-5 全身性強皮症における臨床筋病理像の検討
北村明日香　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

　

Pj-054　一般演題ポスターセッション（日本語）054 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

末梢神経疾患（CIDP）
座長：増田　曜章　 熊本大学病院脳神経内科

 Pj-054-1 CIDPの長期予後の検討
青墳　佑弥　  千葉大学医学部医学研究院 脳神経内科学
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　Pj-054-2 当院における慢性炎症性脱髄性多発神経炎に対する免疫グロブリン療法に
よる維持療法
水野　将行　  名古屋市立大学 神経内科学

　Pj-054-3 リアルワールドデータを用いた国内CIDP患者における診療実態の分析
桑原　　基　  近畿大学医学部 脳神経内科

　Pj-054-4 慢性炎症性脱髄性神経炎の画像分析
駒ヶ嶺朋子　  獨協医科大学 内科学（神経）

　Pj-054-5 Multifocal型慢性炎症性脱髄性多発神経炎の再発リスク
関口　　縁　  JR東京総合病院 脳神経内科

　Pj-054-6 糖尿病合併CIDP症例の臨床的特徴
神田　　創　  山口大学大学院医学系研究科臨床神経学

　

Pj-055　一般演題ポスターセッション（日本語）055 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

末梢神経疾患（家族性アミロイドポリニューロパチー）
座長：矢﨑　正英　 信州大学バイオメディカル研究所ニューロヘルスイノベーション部門

 Pj-055-1 手根管および末梢神経検体におけるアミロイドーシス病型診断
高曽根　健　  信州大学医学部　脳神経内科，リウマチ・膠原病内科

　Pj-055-2 新たなる遺伝性アミロイドニューロパチー病型：Aβ2Mアミロイドーシス兄弟例
加藤　修明　  信州大学医学部　脳神経内科、リウマチ・膠原病内科

　Pj-055-3 硝子体混濁で発症したATTRvアミロイドーシスの2症例
江口　博人　  順天堂大学附属練馬病院 脳神経内科

　Pj-055-4 低域遮断フィルター設定が FAP患者の下肢遠位部複合筋活動電位の持続時
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-055-5 Popeye signを認めたATTRアミロイドーシス
野村　隼也　  熊本大学 神経内科

　

Pj-056　一般演題ポスターセッション（日本語）056 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

末梢神経疾患（糖尿病性ニューロパチーなど）
座長：鈴木千恵子　 弘前大学医学部脳神経内科

 Pj-056-1 帯状疱疹性多発脳神経麻痺による嚥下障害の予後の検討
宮川　晋治　  東京慈恵会医科大学附属柏病院 脳神経内科

　Pj-056-2 ステロイド治療により速やかな改善が得られた慢性経過のEGPAによる末梢
神経障害
佐野　宏徳　  山口大学大学院医学系研究科 臨床神経学
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shinkei7
取り消し線

shinkei7
折れ線

shinkei7
タイプライターテキスト
座長：関島 良樹　

shinkei7
タイプライターテキスト
信州大学医学部
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　Pj-056-3 リベド血管症とニューロパチー
鈴木　美紀　  東京女子医科大学病院 脳神経内科

　Pj-056-4 糖尿病性腰仙部神経叢障害の臨床的検討
喜多也寸志　  県立姫路循環器病センター 脳神経内科／姫路中央病院 神経内科

　Pj-056-5 糖尿病性神経障害の長期予後：1型糖尿病と2型糖尿病の比較の観点から
狩野　裕樹　  千葉大学医学部附属病院 脳神経内科

　Pj-056-6 5年以上経過を追えた自己免疫性自律神経節障害3例の臨床経過
黒野　裕子　  済生会神奈川県病院 脳神経内科

　

Pj-057　一般演題ポスターセッション（日本語）057 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経感染症（臨床研究）�2
座長：浦　　茂久　 旭川赤十字病院脳神経内科

 Pj-057-1 非HIV関連かつ免疫抑制剤を使用していない進行性多巣性白質脳症5例の
臨床的検討
穴田麻眞子　  北海道大学 神経内科

　Pj-057-2 SARS-CoV-2ワクチン接種後に急性脊髄炎を起こした2例
吉田　　暉　  愛媛大学病院 臨床薬理神経内科

　Pj-057-3 MERSにおける重症例の臨床的特徴
木崎　利哉　  新潟県立新発田病院 脳神経内科

　Pj-057-4 取り下げ演題
　

　Pj-057-5 当院でのマルチプレックスを用いた中枢神経感染症の診断の有効性
合馬　慎二　  福岡大学病院

　

Pj-058　一般演題ポスターセッション（日本語）058 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

てんかん（臨床研究）2
座長：影山　恭史　 兵庫県立尼崎総合医療センター脳神経内科

 Pj-058-1 当院における脳梗塞後てんかんの検討
鈴木淳一郎　  トヨタ記念病院 脳神経内科

　Pj-058-2 新型コロナウイルスワクチン接種後に生じたてんかん発作症例の検討
出口　章子　  岡山市立市民病院 神経内科

　Pj-058-3 焦点てんかん発作後もうろう状態の期間とASL法による非焦点側の脳灌流
画像所見の関連
荒木　　健　  兵庫県立姫路循環器病センター 　脳神経内科
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　Pj-058-4 急性脳出血患者におけるwide-band EEG頭皮上記録でのInfraslow 
activityの臨床的意義
三村　直哉　  京都大学大学院医学研究科　臨床神経学

　Pj-058-5 てんかん焦点検索における脳磁図の新規アプローチ：棘波に重畳した高周波
活動の検討
河村　祐貴　  京都大学大学院医学研究科　臨床神経学

　Pj-058-6 EEGヘッドセットTMによるNCSEの早期鑑別の取り組み
浅野　剛平　  日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 脳神経内科

　

Pj-059　一般演題ポスターセッション（日本語）059 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

頭痛（抗CGRP抗体）�2
座長：谷口　　彰　 三重大学医学部附属病院脳神経内科

 Pj-059-1 日本人反復性及び慢性片頭痛患者におけるエレヌマブの長期有効性及び安全性
平田　幸一　  獨協医科大学

　Pj-059-2 抗CGRP抗体薬投与の有効性の報告とその特徴、また投与拒否患者の傾向
についての考察
笠井　英世　  昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門

　Pj-059-3 当科でのCGRP関連抗体薬による片頭痛治療のリアルワールドデータ
高橋　祥子　  東京歯科大学市川総合病院　神経内科

　Pj-059-4 薬物乱用頭痛に対するガルカネズマブの早期有効性についての検討
伊藤　康男　  埼玉医科大学病院 脳神経内科

　Pj-059-5 実臨床におけるエレヌマブ皮下注投与終了後の片頭痛頻度についての検討
秋山　久尚　  聖マリアンナ医科大学 内科学（脳神経内科）

　

Pj-060　一般演題ポスターセッション（日本語）060 Jp
5月19日（木）17：45～19：00� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

その他（臨床研究）2
座長：藤ヶ﨑浩人　 東京都立墨東病院脳神経内科

 Pj-060-1 NBEA遺伝子の新規ミスセンス変異は発作性運動誘発性ジスキネジアの原因
となりうる
三浦　史郎　  愛媛大学病院 脳神経内科・老年医学

　Pj-060-2 COVID-19 pandemicが脳神経内科外来患者の医療・福祉サービスに与えた影響
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

　Pj-060-3 当院で経験した高齢発症の舞踏運動6例の検討
藤田明日菜　  東京都立墨東病院 脳神経内科
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　Pj-060-4 SARS-CoV-2（COVID-19）ワクチン接種後に生じた神経症状の検討
高橋　信敬　  福岡大学病院 脳神経内科

　Pj-060-5 末梢性めまいの診断で入院となった症例の検討
中江　啓晴　  済生会横浜市南部病院 神経内科

　Pj-060-6 慢性耳鳴の臨床的意義の検討
吉本　大治　  高知大学医学部脳神経内科学教室

　

Pj-061　一般演題ポスターセッション（日本語）061 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（COVID-19）
座長：田村　乾一　 岩手県立中部病院脳神経内科

 Pj-061-1 COVID-19の流行（第1波―第5波）が当院の脳卒中診療に及ぼした影響
松本　英之　  三井記念病院 神経内科

　Pj-061-2 COVID-19感染症流行下での脳卒中患者に関する検討
清水　雄策　  伊那中央病院 脳神経内科

　Pj-061-3 脳梗塞を発症したCOVID-19患者の血小板機能解析
奈良　典子　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科

　Pj-061-4 COVID-19迅速抗原検査を併用した当院でのProtected Code Strokeの試み
中井　紀嘉　  トヨタ記念病院 脳神経内科

　Pj-061-5 COVID-19関連肺炎の抗凝固療法中のDダイマー値は脳出血のマーカーとな
る可能性がある
松本　省二　  藤田医科大学 脳卒中科

　

Pj-062　一般演題ポスターセッション（日本語）062 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（神経徴候）
座長：和田　裕子　 洛和会音羽病院脳神経内科

 Pj-062-1 脳出血後尿閉の実態調査
寺澤　英夫　  兵庫県立姫路循環器病センター 脳神経内科

　Pj-062-2 急性虚血性脳卒中では，閉眼が主幹動脈閉塞を示唆する
鳥谷部真史　  新潟大学脳研究所脳神経内科／新潟大学医学部保健学科

　Pj-062-3 滑車神経麻痺にて発症した海綿静脈洞部硬膜度静脈瘻の3例
武澤　秀理　  済生会滋賀県病院 脳神経内科

　Pj-062-4 脊髄梗塞8例の臨床像および画像所見の検討
山田　一貴　  横浜労災病院 脳神経内科

　Pj-062-5 不随意運動を合併した脳梗塞症例の検討
塩谷　彩子　  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
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　Pj-062-6 神経救急疾患に併存したたこつぼ型心筋症の特徴
崔　　　聡　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

　

Pj-063　一般演題ポスターセッション（日本語）063 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（臨床研究3）
座長：緒方　利安　 福岡大学病院脳神経内科

 Pj-063-1 脳梗塞患者の特徴と腸内細菌の関連性についての検討
緒方　利安　  福岡大学医学部脳神経内科

　Pj-063-2 頸動脈不安定プラークにみられる新生血管分布パターンの検討
竹下　　翔　  福岡大学病院 脳神経内科

　Pj-063-3 Arterial Spin-Labeling MR画像による血栓性M1閉塞に伴う分水嶺領域
脳梗塞の病態解析
上田　周一　  JCHO大阪病院 脳神経内科

　Pj-063-4 Insertable Cardiac Monitorによる発作性心房細動の検出割合と予測因子の検討
片野　雄大　  日本医科大学病院 脳神経内科

　Pj-063-5 担癌患者の脳梗塞における経頭蓋ドップラーによる塞栓子検出
遠井　素乃　  東京女子医科大学病院 脳神経内科

　Pj-063-6 潜在性心房細動の予測因子探索ための長時間心電図モニターの心拍変動の
自律神経解析
赤須友香利　  聖マリアンナ医科大学病院 脳神経内科

　

Pj-064　一般演題ポスターセッション（日本語）064 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

認知症（臨床研究）5
座長：葛谷　　聡　 京都大学病院脳神経内科

 Pj-064-1 COVID-19第5波の隔離病棟における神経内科と認知症専門医の役割
津本　　学　  JCHO東京高輪病院 脳神経内科

　Pj-064-2 COVID-19重症例における急性期治療後の認知機能障害（単施設後ろ向き研究）
江左　佳樹　  堺市立総合医療センター 脳神経内科

　Pj-064-3 認知症と自動車運転～運転免許外来開設5年を振り返り今後の展望を考える～
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-064-4 リアルワールドにおけるAT（N）分類によるAD診断
山本　　諒　  東京医科大学病院
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　Pj-064-5 漢字想起能力は日本人MCI期アルツハイマー病患者の疾患進行予測因子に
なるか？
葛谷　　聡　  京都大学医学研究科　臨床神経学

　

Pj-065　一般演題ポスターセッション（日本語）065 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（薬物療法）2
座長：古川　芳明　 順天堂東京江東高齢者医療センター脳神経内科

 Pj-065-1 パーキンソン病におけるレボドパ代謝物 3-O-methyldopaの影響
大江田知子　  国立病院機構宇多野病院 臨床研究部・脳神経内科

　Pj-065-2 当院におけるMAO-B阻害剤の使用状況
井上　賢一　  福岡大学医学部 脳神経内科

　Pj-065-3 パーキンソン病における経皮的電気刺激による嚥下機能の検討
栄　　信孝　  大牟田病院 脳神経内科

　Pj-065-4 アマンタジンの中枢神経副作用と血中濃度との関係
永井　将弘　  愛媛大学医学部附属病院 臨床薬理神経内科

　Pj-065-5 LCIG療法中患者におけるレボドパ薬物動態への腸内細菌の影響
山西　祐輝　  愛媛大学医学部附属病院 臨床薬理神経内科

　

Pj-066　一般演題ポスターセッション（日本語）066 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（画像）1
座長：鈴木　正彦　 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター脳神経内科

 Pj-066-1 DLBにおけるニューロメラニンMRIとDaT-SPECTを用いたパーキンソニズ
ムの検討
稲川　雄太　  東京医科大学　高齢総合医学分野

　Pj-066-2 多系統萎縮症における新規解析方法を用いたDAT SPECT所見と脳容積との関連
畑中　麻衣　  名古屋大学大学院医学系研究科　神経内科学

　Pj-066-3 Parkinson病発症早期における節前ドパミン神経機能に及ぼす加齢の影響
山口　智子　  埼玉医科大学　脳神経内科

　Pj-066-4 PSP-Parkinsonismとパーキンソン病におけるDaT-SPECTの形態学的変化
と罹病期間の比較
高橋　聖也　  昭和大学藤が丘病院 脳神経内科

　Pj-066-5 剖検脳を用いたLewy小体病診断における123I-MIBG心筋シンチグラフィの
診断能実証研究
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／広島大学大学院　

脳神経内科学
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Pj-067　一般演題ポスターセッション（日本語）067 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（臨床研究）9
座長：吉澤　利弘　 NTT東日本関東病院脳神経内科

 Pj-067-1 パーキンソン病の髄液ではATPの下流にあたるイノシン、ヒポキサンチンの
低下を認める
村手健一郎　  藤田医科大学病院 脳神経内科

　Pj-067-2 パーキンソン病患者における尿中titin濃度の上昇とADLとの関連
佐竹　勇紀　  名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学

　Pj-067-3 インスリン様成長因子（IGF-1）とパーキンソン病の疾患進行度
朴　　貴瑛　  宇多野病院　脳神経内科　臨床研究部

　Pj-067-4 Parkinson病における骨密度および骨代謝マーカーに関する検討　－第2報－
加藤　智之　  日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　脳神経内科

　Pj-067-5 多系統萎縮症の髄液ではプリン体の代謝物質が低下する
伊藤　瑞規　  藤田医科大学病院　脳神経内科／藤田医科大学　ばんたね病院　脳神経内科

　Pj-067-6 NMRモード解析法を用いたパーキンソン病の新規血清診断法の開発
戸田　諭補　  日本医科大学千葉北総病院 脳神経内科

　

Pj-068　一般演題ポスターセッション（日本語）068 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（臨床研究）10
座長：藤田　信也　 長岡赤十字病院神経内科

 Pj-068-1 運動症状改善を目的としたパーキンソン病計画入院
猪奥　徹也　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

　Pj-068-2 患者の研究への参画を可能にする要素の探索
鈴木　　桂　  パーキンソン病患者のためのライフデザイン研究所

　Pj-068-3 パーキンソン病運動症状後に出現するレム期睡眠行動異常症の予測因子
大橋　智仁　  奈良県立医科大学病院 脳神経内科

　Pj-068-4 回旋型痙性斜頸の、collis-caput conceptに基づく分類とボツリヌス治療効果
大澤美貴雄　  東京クリニック 脳神経内科

　Pj-068-5 コロナ禍におけるパーキンソン病患者の他者との関わり量とQOLについての調査
公文　　彩　  相模原病院 脳神経内科

　Pj-068-6 レビー小体病における生命予後と機能予後
横川　ゆき　  東名古屋病院 脳神経内科
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Pj-069　一般演題ポスターセッション（日本語）069 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（認知機能）2
座長：古谷　博和　 高知大学医学部脳神経内科

 Pj-069-1 Noise pareidolia testの臨床的有用性と脳血流SPECTとの関連についての
後方視的検討
松本　拓也　  和歌山県立医科大学病院 脳神経内科

　Pj-069-2 パーキンソン病のうつ症状と栄養状態の検討
横山絵里子　  秋田県立リハビリテーション・精神医療センター リハビリテーション科

　Pj-069-3 Parkinson病発症リスクに関する発症者と一般高齢者の比較検討
田口　啓太　  岩手医科大学附属病院　脳神経内科・老年科

　Pj-069-4 Mini-cogを利用したパーキンソン病患者の認知機能スクリーニング
多田　　聡　  愛媛大学医学部附属病院 臨床薬理神経内科

　

Pj-070　一般演題ポスターセッション（日本語）070 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

運動ニューロン疾患（臨床研究）5
座長：笹ヶ迫直一　 国立病院機構大牟田病院脳神経内科

 Pj-070-1 筋萎縮性側索硬化症との鑑別が問題になった強直性脊椎骨増殖症2例の比較検討
松本　有史　  国立病院機構宮城病院 脳神経内科

　Pj-070-2 筋萎縮性側索硬化症患者の受診形態によるリハビリテーション処方箋の相違
高橋　和也　  国立病院機構医王病院 統括診療部

　Pj-070-3 筋萎縮性側索硬化症におけるTDP病理を伴う進行性海馬萎縮は上肢・球麻
痺型に関連する
武田　貴裕　  千葉東病院 脳神経内科

　Pj-070-4 神経変性疾患での自宅療養可能期間: 多系統萎縮症と筋萎縮性側索硬化症
での検討
河野　祐治　  大牟田病院 脳神経内科

　

Pj-071　一般演題ポスターセッション（日本語）071 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

運動ニューロン疾患（SBMAなど）3
座長：太田　康之　 山形大学医学部内科学第三講座神経学分野

 Pj-071-1 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：2021年5月中間集計
橘　　洋介　  バイオジェン・ジャパン

　Pj-071-2 球脊髄性筋萎縮症に対する定量的複合指標SBMAFCの開発
橋詰　　淳　  名古屋大学大学院医学系研究科臨床研究教育学／名古屋大学医学部附属病院脳神経内科
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　Pj-071-3 球脊髄性筋萎縮症の女性保因者と発症早期の男性患者における臨床的特徴
に関する検討
鳥居　良太　  名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学

　Pj-071-4 HMSN-P 9例における上下肢筋肉MRI所見の検討
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-072　一般演題ポスターセッション（日本語）072 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

小脳性運動失調など（臨床研究）4
座長：西田陽一郎　 東京医科歯科大学脳神経病態学分野（脳神経内科）

 Pj-072-1 脊髄小脳失調症14型（SCA14）の自然歴収集研究
白井　慎一　  北海道大学 神経内科

　Pj-072-2 赤外線深度カメラを用いた小脳性運動失調・感覚性運動失調における動作解析
鈴木　政秀　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

　Pj-072-3 FAA-ADL（Friedreich's ataxia activities of daily living）邦訳とその妥当
性の検証
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-072-4 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-072-5 脊髄小脳変性症（痙性対麻痺）に対する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-072-6 肘で叩打誘発性の持続性間代を呈した非典型的原発性側索硬化症患者の検討
西田陽一郎　  東京医科歯科大学病院 脳神経病態学分野（脳神経内科）

　

Pj-073　一般演題ポスターセッション（日本語）073 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（臨床研究）07
座長：植田　晃広　 藤田医科大学病院脳神経内科

 Pj-073-1 COVID-19 mRNAワクチン接種後に発症した視神経脊髄炎スペクトラム障
害の臨床的検討
上田　洲裕　  自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経内科

　Pj-073-2 視神経脊髄炎患者へのモノクローナル抗体製剤投与によるQOL変化のアン
ケート結果
植田　晃広　  藤田医科大学病院 脳神経内科／藤田医科大学　岡崎医療センター

　Pj-073-3 新型コロナワクチン接種後に発症した中枢性脱髄疾患3例の検討
道浦　　徹　  近畿大学医学部 脳神経内科／和泉市立総合医療センター 脳神経内科
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　Pj-073-4 80歳以上の超高齢で発症した視神経脊髄炎スペクトラム障害（NMOSD）の
臨床的検討
高場　啓太　  香川大学 脳神経内科

　Pj-073-5 AQP4抗体陽性視神経脊髄炎関連疾患における脳幹小脳症状と病変分布
佐治　越爾　  新潟大学脳研究所 脳神経内科

　Pj-073-6 MOGADおよびAQPADの髄液オリゴクローナルバンドの有無による臨床的差異
青木　玲二　  千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学

　

Pj-074　一般演題ポスターセッション（日本語）074 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（重症筋無力症）2
座長：鵜沢　顕之　 千葉大学医学部附属病院脳神経内科

 Pj-074-1 重症筋無力症の治療目標としてのMinimal symptom expression
鵜沢　顕之　  千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学

　Pj-074-2 重症筋無力症の女性患者における貧血と関連する因子の検討
関口　耕史　  慶應義塾大学病院 神経内科

　Pj-074-3 重症筋無力症に対する新型コロナウイルスワクチンの影響についての後方視的検討
佐藤　一輝　  国立病院機構仙台医療センター 脳神経内科

　Pj-074-4 軽微症状で安定した重症筋無力症患者の半年以内の増悪予測
赤嶺　博行　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

　Pj-074-5 抗AChR抗体陽性全身型重症筋無力症7例に対する早期速効性治療戦略に
よる治療経験
野中　一哉　  国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 脳神経内科

　Pj-074-6 抗AchR抗体陽性であったが免疫チェックポイント阻害薬を継続できた肺癌の2例
古東　秀介　  北播磨総合医療センター　脳神経内科

　

Pj-075　一般演題ポスターセッション（日本語）075 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（臨床研究）08
座長：松下　拓也　 九州大学大学院脳神経内科

 Pj-075-1 日本における多発性硬化症患者のQuality of Life研究
中島　一郎　  東北医科薬科大学医学部 老年神経内科学

　Pj-075-2 多発性硬化症における高次脳機能と自動車運転能力の検討
前田　愛美　  岩手医科大学病院 脳神経内科・老年科

　Pj-075-3 当科で経験したBaló病6例の臨床的特徴および画像所見に関する検討
眞崎　勝久　  九州大学大学院医学研究院神経内科学
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　Pj-075-4 日本人の遺伝学的背景と多発性硬化症・視神経脊髄炎との関連
松下　拓也　  九州大学大学院医学研究院神経内科学

　Pj-075-5 80歳代で発症したNMOSDの臨床的検討
真邊　泰宏　  岡山医療センター 脳神経内科

　

Pj-076　一般演題ポスターセッション（日本語）076 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

筋疾患（筋強直性ジストロフィー）
座長：林　　祐一　 敦賀市立看護大学

 Pj-076-1 筋強直性ジストロフィーにおける腎機能評価
野田　成哉　  鈴鹿病院 脳神経内科／名古屋大学 神経内科

　Pj-076-2 筋強直性ジストロフィー合併脂質異常症に関する検討：中性脂肪 vs LDLコ
レステロール
高田　博仁　  青森病院 脳神経内科

　Pj-076-3 筋強直性ジストロフィーの食道機能障害の特徴―高解像度マノメトリでの検討―
國枝顕二郎　  岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野／浜松市リハビリテーション病院

リハビリテーション科

　Pj-076-4 筋強直性ジストロフィーの非侵襲性人工呼吸療法の効果に関する多施設共
同臨床研究
久留　　聡　  鈴鹿病院 脳神経内科

　Pj-076-5 筋強直性ジストロフィー1型（DMI）脳MRIのVoxel-Based Morphometry
（VBM）による検討
小長谷正明　  国立病院機構鈴鹿病院

　Pj-076-6 筋強直性ジストロフィーの血清におけるメタボローム解析
平野　聡子　  名古屋大学 神経内科学／国立病院機構鈴鹿病院脳神経内科

　

Pj-077　一般演題ポスターセッション（日本語）077 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

末梢神経疾患（GBSなど）2
座長：舩越　　慶　 獨協医科大学神経内科

 Pj-077-1 新型コロナウイルスワクチン接種後にギラン・バレー症候群を発症したと考え
られた3例
高宮　資宜　  国立病院機構　岡山医療センター　脳神経内科

　Pj-077-2 集中的に発症したギラン・バレー症候群13例の検討
久保　智司　  脳神経センター大田記念病院 脳神経内科

　Pj-077-3 軸索型Guillain-Barre症候群における腱反射残存症例の後方視的検討
矢野　智香　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科
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　Pj-077-4 たこつぼ型心筋症を発症したGuillain-Barré症候群の臨床的特徴の検討
寺山　敦之　  近畿大学　医学部　脳神経内科

　Pj-077-5 COVID-19ワクチン接種後に多発神経障害を呈した2例
中山　博輝　  都立墨東病院 脳神経内科

　

Pj-078　一般演題ポスターセッション（日本語）078 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経感染症（プリオン病）
座長：佐藤　克也　 長崎大学医歯薬学総合研究科医療科学専攻保健科学分野（脳神経内科学

専攻）
 Pj-078-1 V180I変異を認めた家族性Creutzfeldt-Jakob diseaseの臨床像の検討

林　　紗葵　  宇治病院 脳神経内科

　Pj-078-2 サーベイランス結果に基づく北海道におけるsporadic Creutzfeldt-Jakob 
diseaseの疫学
佐藤　翔紀　  北海道大学病院 脳神経内科

　Pj-078-3 進行性核上性麻痺様症状を呈したゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー
病の2例
盛満　真人　  久留米大学病院　呼吸器・神経・膠原病内科部門

　Pj-078-4 ヒトプリオン病における異常プリオン蛋白質の非中枢神経組織への広がりの解明
赤木　明生　  愛知医科大学病院　加齢医科学研究所

　Pj-078-5 プリオン病患者からのホルマリン固定脳からのプリオン活性の検出
佐藤　克也　  長崎大学病院 医療科学専攻保健科学分野

　

Pj-079　一般演題ポスターセッション（日本語）079 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

てんかん（臨床研究）3
座長：高瀬敬一郎　 飯塚病院脳神経内科

 Pj-079-1 Gamma-3 chain isoform of laminin（LAMC3）の新たな変異による大脳皮
質形成異常症
阿部　和夫　  兵庫医科大学病院 脳神経内科／ガラシア病院 神経センター

　Pj-079-2 てんかん患者の新型コロナウイルスワクチン接種行動について
小出　泰道　  小出内科神経科 脳神経内科

　Pj-079-3 透析患者のてんかん治療に関する後方視的検討
森　　拓馬　  今村総合病院　脳神経内科

　Pj-079-4 扁桃体腫大を伴う側頭葉てんかんの臨床的特徴
松原崇一朗　  熊本大学病院 脳神経内科
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Pj-080　一般演題ポスターセッション（日本語）080 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

高次脳機能障害（神経心理）
座長：林　　俊宏　 帝京大学医学部生理学講座

 Pj-080-1 社会的検査（社会的交換、Faux Pas、Dysexecutive Questionnaire）の関
係に関する検討
板東　充秋　  都立神経病院 脳神経内科

　Pj-080-2 COVID-19罹患後の頭部画像異常と, 慢性期における高次脳機能障害の関連
木村正夢嶺　  神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科

　Pj-080-3 名詞の呼称と動詞の呼称の責任部位。標準失語症検査によるVLSM分析
鈴木　康弘　  静岡済生会総合病院 脳神経内科

　Pj-080-4 語音の歪みがめだたず、発話の分節化が主体のprimary progressive 
apraxia of speech
角南　陽子　  東京都立神経病院 脳神経内科

　

Pj-081　一般演題ポスターセッション（日本語）081 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

難病医療（臨床研究）2
座長：髙橋　竜哉　 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター脳神経内科

 Pj-081-1 慢性神経疾患患者における経腸栄養時の栄養素の欠乏
村田　隆彦　  国立病院機構　盛岡医療センター 脳神経内科

　Pj-081-2 神経筋疾患高齢者におけるSARS-CoV-2ウイルスmRNAワクチンの効果に
関する検討
阿部　達哉　  国立病院機構箱根病院 神経内科

　Pj-081-3 当院における神経難病患者のオンライン診療導入への心理的，環境的障害の検討
田尻　佑喜　  鳥取大学医学部　脳神経内科

　Pj-081-4 東北地区スモン患者群における10年前と比較した異常知覚の程度の変化
千田　圭二　  国立病院機構岩手病院 脳神経内科

　Pj-081-5 筋萎縮を有する神経筋疾患患者に対するCOVID-19ワクチン接種の有効性
俵　　　望　  独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター

　Pj-081-6 難病相談支援センターにおけるクラウド型チームケアシステムを用いたICTの活用
日根野晃代　  長野県難病相談支援センター／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
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Pj-082　一般演題ポスターセッション（日本語）082 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

その他（臨床研究）3
座長：安藤　哲朗　 亀田メディカルセンター

 Pj-082-1 メチル水銀中毒症による体性感覚障害の臨床的特徴
高岡　　滋　  神経内科リハビリテーション協立クリニック

　Pj-082-2 関節リウマチ治療中に発症したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の自
験2例の報告
大橋　美紗　  名古屋医療センター 神経内科

　Pj-082-3 簡易フレイルスコアは高齢者の認知機能低下と関連する
越智　雅之　  愛媛大学　脳神経内科・老年医学

　Pj-082-4 液体クロマトグラフィータンデム質量分析を要したアミロイドーシス患者60例の検討
望月　祐介　  信州大学医学部脳神経内科, リウマチ・膠原病内科

　Pj-082-5 Virtual Reality自覚的姿勢垂直位（Subjective Visual Vertical）の信頼性の検討
直井　為任　  自治医科大学病院 リハビリテーションセンター

　Pj-082-6 自分で治せる頸椎症　～生活環境の変化で発症した頸椎症性神経根症の3例～
小松　研一　  田附興風会医学研究所 北野病院 脳神経内科

　

Pj-083　一般演題ポスターセッション（日本語）083 Jp
5月20日（金）16：00 ～17：15� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

その他（臨床研究）4
座長：伊藤　信二　 藤田医科大学岡崎医療センター　脳神経内科

 Pj-083-1 整形外科を受診する脳神経内科的疾患の検討
内山由美子　  九段坂病院 内科、脳神経内科

　Pj-083-2 小児の抗NMDA受容体脳炎における脳波所見の特徴
田村友美恵　  東京都立神経病院神経小児科

　Pj-083-3 自験83例から見た一過性全健忘の臨床像
廣田　政古　  藤田医科大学病院 脳神経内科学

　Pj-083-4 当院で経験した血管内リンパ腫3症例の臨床的検討
紙谷ひかる　  旭川医科大学病院 第一内科

　Pj-083-5 COVID-19感染に伴い中枢神経障害を来した3症例
朴　　文英　  東京都立墨東病院　脳神経内科

　Pj-083-6 当科で病理学的に診断しえた血管内リンパ腫5例の臨床的検討
原　　　涼　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科
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Pj-084　一般演題ポスターセッション（日本語）084 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（画像）
座長：山城　一雄　 順天堂大学医学部附属浦安病院

 Pj-084-1 心房細動アブレーション治療後に出現するembolic microbleeds
（MBs）;embolic MBsの検討
平田　佳寛　  三重大学大学院神経病態内科学

　Pj-084-2 急性期脳梗後のMRI画像による早期ワーラー変性の変化と予後について
大田　一路　  埼玉医科大学 脳神経内科

　Pj-084-3 当院におけるCT灌流画像を用いた超急性期脳梗塞診療の現状
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-084-4 Dual-layer頚動脈ステント留置後のASL-MRIにおける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-085　一般演題ポスターセッション（日本語）085 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（CADASIL/LAMB1）
座長：泉　　哲石　 奈良県立医科大学病院脳神経内科

 Pj-085-1 両側前部弁蓋部症候群（Foix-Chavany-Marie症候群）を呈したCADASILの1例
久保　　仁　  愛媛県立中央病院 脳神経内科

　Pj-085-2 日本人の未診断白質脳症におけるLAMB1遺伝子変異の寄与
安田　　怜　  京都府立医科大学附属北部医療センター神経内科／京都府立医科大学大学院医学

研究科脳神経内科学

　Pj-085-3 CADASIL患者の食品・栄養素と脳梗塞発症の関連について
渡邉　明子　  福知山市民病院 神経内科／京都府立医科大学大学院医学研究科　脳神経内科学

　Pj-085-4 当科におけるCADASILのMRI所見の特徴
武井　　潤　  鹿児島大学病院 脳神経内科

　Pj-085-5 CADASILにおける脳虚血イベント発症の自然歴
水田依久子　  京都府立医科大学大学院医学研究科脳神経内科学

　Pj-085-6 CADASILの典型画像例と非典型画像例の皮膚血管病理の検討
植田　明彦　  熊本大学大学院生命科学研究部　脳神経内科学講座

　

18
日

19
日

20
日

21
日

一般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
）



- 176 -

Pj-086　一般演題ポスターセッション（日本語）086 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

脳血管障害（臨床研究4）
座長：高橋　若生　 東海大学付属大磯病院神経内科

 Pj-086-1 椎骨動脈解離についての検討
佐藤　　進　  亀田総合病院 脳神経内科

　Pj-086-2 急性期脳梗塞患者に対する経腸栄養迅速投与の安全性の検討
鈴木健太郎　  日本医科大学付属病院 脳神経内科

　Pj-086-3 敗血症性播種性血管内凝固症候群に伴う脳梗塞の臨床的検討
加子　哲治　  藤田医科大学 脳神経内科／藤田医科大学ばんたね病院　脳神経内科

　Pj-086-4 当院における脊髄硬膜動静脈瘻5例の検討
下村　雅浩　  北播磨総合医療センター 脳神経内科

　Pj-086-5 発症時に微小出血を伴わない多発脳梗塞像を呈したアミロイドβ関連血管炎の2例
澤井　大樹　  大阪医科薬科大学病院　内科学Ⅳ　脳神経内科／弘前大学大学院医学研究科　脳

神経病理学講座

　

Pj-087　一般演題ポスターセッション（日本語）087 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

認知症（検査）�2
座長：吉澤　浩志　 東京女子医科大学脳神経センター脳神経内科

 Pj-087-1 血管性認知症診断における脳血管内皮細胞型APP770の有用性-頭部MRI
による調査研究-
栗山　長門　  静岡社会健康医学大学 社会健康医学部門／京都府立医科大学大学院医学研究科　

地域保健医療疫学／静岡県立総合病院　脳神経内科

　Pj-087-2 オンラインによる新しい認知機能検査（脳検®）と既存の神経心理検査との相関
佐藤　正之　  東京都立産業技術大学院大学 認知症・神経心理学講座

　Pj-087-3 視線計測計Gazefinderを用いた認知症診断の可能性
田所　　功　  岡山大学　脳神経内科

　Pj-087-4 アルツハイマー型認知症への進展を予測するMini-Mental State試験および
脳血流検査
金井　光康　  公益財団法人脳血管研究所　美原記念病院　脳神経内科／公益財団法人脳血管研

究所　美原記念病院　認知症疾患医療センター

　Pj-087-5 復唱問題変更による新旧のMMSEの継続性に関する検討
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-087-6 脳卒中発症前認知症の評価における日本語版 16-Item IQCODE の妥当性の検証
江頭　柊平　  国立循環器病研究センター　脳血管内科／国立循環器病研究センター　脳神経内科
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Pj-088　一般演題ポスターセッション（日本語）088 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（MRI）
座長：服部　高明　 東京医科歯科大学附属病院脳神経内科

 Pj-088-1 パーキンソン病の主観的評価と脳微細構造の変化との関連
鯨井　　仁　  順天堂大学医学部 脳神経内科

　Pj-088-2 多系統萎縮症のMRI拡散強調画像における被殻外側のスリットサインの検討
道具　伸浩　  富山大学病院 脳神経内科

　Pj-088-3 MRI上の中脳・橋サイズ測定が病理診断確定PSP・MSAを鑑別しうるか
佐光　　亘　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

　Pj-088-4 定量的磁化率マッピングを用いた進行性核上性麻痺における赤核・視床下
核萎縮の可視化
坂野　文彦　  藤田保健衛生大学病院 脳神経内科

　Pj-088-5 脳梁自動解析ソフトを用いた進行性核上性麻痺とパーキンソン病の脳梁面積解析
高　　真守　  和歌山県立医科大学病院 脳神経内科

　Pj-088-6 多系統萎縮症（MSA-C）例におけるvoxel-based morphometry定量解析の
縦断的評価
田口　丈士　  東京医科大学八王子医療センター 脳神経内科

　

Pj-089　一般演題ポスターセッション（日本語）089 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（臨床研究）12
座長：西田　善彦　 伊月病院神経内科

 Pj-089-1 取り下げ演題
　

　Pj-089-2 進行期パーキンソン病入院患者の薬剤調整の現状
星野　幸子　  筑波記念病院 脳神経センター　神経内科

　Pj-089-3 本邦におけるGeniospasmの4家系
武藤　浩平　  徳島大学病院 脳神経内科

　Pj-089-4 パーキンソン病の疲労に関連する臨床症状の検討
津山　　恒　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

　Pj-089-5 多系統萎縮症での脳脊髄液バイオマーカーと臨床症状との関連
徳武　孝允　  新潟大学脳研究所 脳神経内科

　Pj-089-6 中脳発達期におけるアストロサイトの生理的マイトファジー～パーキンソン病
の観点から
脇坂　啓子　  順天堂大学
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Pj-090　一般演題ポスターセッション（日本語）090 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（自律神経）
座長：中村　友彦　 浜松医科大学医学部附属病院脳神経内科

 Pj-090-1 パーキンソン病患者における血圧の経年的変化に関する検討（第3報）
新藤　和雅　  山梨大学　医学部 神経内科

　Pj-090-2 パーキンソン病のロチゴチン投与者における発汗過剰
兼元みずき　  昭和大学医学部内科学講座 脳神経内科学

　Pj-090-3 パーキンソン病における睡眠障害に影響を与える要因の検討
藤田　裕明　  獨協医科大学病院 脳神経内科

　Pj-090-4 自律神経機能の変動を考慮した心拍変動解析方法についての検討
鈴木　将史　  名古屋大学脳神経内科／名古屋大学医学部附属病院検査部

　Pj-090-5 自律神経障害患者における脂漏性顔貌の定量的評価
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-090-6 パーキンソン病におけるストレス誘発性血圧変動の検討
大嶋　龍司　  みやぎ県南中核病院 脳神経内科

　

Pj-091　一般演題ポスターセッション（日本語）091 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

パーキンソン病関連疾患（臨床研究）13
座長：加世田ゆみ子　 広島市立リハビリテーション病院脳神経内科

 Pj-091-1 パーキンソン病患者におけるスマートフォンを用いた姿勢調整の定量的評価の確立
大沼　　亮　  医療法人名圭会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／東

京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　リハビリテーション医学分野

　Pj-091-2 OpenPoseによるパーキンソン病患者歩行時における腕振りの解析
松浦　慶太　  三重大学 脳神経内科

　Pj-091-3 パーキンソン病のQOLに影響を及ぼす臨床因子の網羅的検討
東　　篤宏　  藤田医科大学病院　脳神経内科学講座

　Pj-091-4 パーキンソン病ならびに多系統萎縮症における超音波装置を用いた嚥下機能の特徴
横手　　顕　  福岡大学病院 脳神経内科

　Pj-091-5 足運動解析機器を用いたパーキンソン病の足運動の定量的評価
酒井　克也　  宮崎大学医学部附属病院　脳神経内科

　Pj-091-6 パーキンソン病患者の一次運動野における神経可塑性と臨床症状との関連
守安正太郎　  鳥取大学医学部医学科脳神経医科学講座脳神経内科学分野
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Pj-092　一般演題ポスターセッション（日本語）092 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

運動ニューロン疾患（臨床研究）6
座長：立石　貴久　 久留米大学病院脳神経内科

 Pj-092-1 「自分は筋萎縮性側索硬化症ではないか」という妄想いわゆるALS恐怖症3
例の臨床的特徴
丹羽　文俊　  京都府立医科大学病院　脳神経内科学

　Pj-092-2 筋萎縮性側索硬化症患者におけるMRI T2* precentral knob病変の検討
今居　達也　  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-092-3 ALS発症から診断までの期間は疾患進行の予測因子となりうる
池田　謙輔　  東北大学病院 脳神経内科

　Pj-092-4 筋萎縮性側索硬化症の診療状況と転帰に関する検討（第2報）
松尾　宏俊　  近江八幡市立総合医療センター 脳神経内科

　Pj-092-5 当院での筋萎縮性側索硬化症患者の胃瘻と人工呼吸器の頻度
坂井　研一　  南岡山医療センター 脳神経内科

　Pj-092-6 筋萎縮性側索硬化症における経皮内視鏡的胃瘻造設術の鎮静に関する検討
上木　英人　  横浜市立大学　神経内科学・脳卒中医学

　

Pj-093　一般演題ポスターセッション（日本語）093 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

小脳性運動失調など（臨床研究）5
座長：土井　　宏　 横浜市立大学医学部脳神経内科・脳卒中科

 Pj-093-1 当院におけるMSA-PとMSA-Cの臨床的特徴の差異についての検討
桝井満里奈　  東京慈恵会医科大学内科学講座　脳神経内科

　Pj-093-2 多系統萎縮症における栄養状態と生命予後との関連
浅野　友梨　  東京都立神経病院 脳神経内科

　Pj-093-3 CANVASにおける線維束性収縮と運動ニューロン障害
宮地　洋輔　  横浜市立大学 脳神経内科・脳卒中科

　Pj-093-4 多系統萎縮症の自律神経障害における安静時CVR-Rの有用性の検討
谷藤　秀一　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

　Pj-093-5 歯状核赤核・淡蒼球ルイ体萎縮症に対する薬剤治療と長期予後の検討
矢下　大輝　  東京大学医学部附属病院脳神経内科

　Pj-093-6 当院における多系統萎縮症の診断時の臨床的特徴と経過についての検討
中村悠弥子　  帝京大学ちば総合医療センター
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Pj-094　一般演題ポスターセッション（日本語）094 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（臨床研究）10
座長：岡田　和将　 産業医科大学神経内科

 Pj-094-1 多発性硬化症に対するナタリズマブの間隔延長投与の有効性と投与間隔の検討
岡田　和将　  産業医科大学病院 脳神経内科

　Pj-094-2 多発性硬化症と腫瘍性疾患の鑑別におけるGDF-15の有用性の検討
辻　　浩史　  筑波大学 神経内科

　Pj-094-3 新型コロナウイルスに対するワクチン接種後に増悪を認めた免疫性中枢神経疾患
石田　志門　  大阪医科薬科大学病院 脳神経内科

　Pj-094-4 多発性硬化症治療におけるDMD反応性と免疫セマホリンSema4Aの関連の検討
甲田　　亨　  大阪大学　神経内科

　Pj-094-5 抗AQP4抗体陽性NMOSDおよび類縁疾患における髄液ネオプテリン値の検討
宮上　紀之　  愛媛大学医学部附属病院 臨床薬理神経内科

　Pj-094-6 炎症性脱髄疾患における細胞外小胞プロテオーム解析
岩原　直敏　  札幌医科大学病院 神経内科

　

Pj-095　一般演題ポスターセッション（日本語）095 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経免疫（臨床研究）11
座長：藤岡　俊樹　 東邦大学医療センター大橋病院脳神経内科

 Pj-095-1 自己免疫性脳炎3例の臨床的検討
江口周一郎　  浅ノ川総合病院

　Pj-095-2 多彩な臨床症状を呈した抗MOG抗体関連疾患の2例
細川　明子　  市立吹田市民病院 脳神経内科

　Pj-095-3 自己免疫性脳炎の疾患活動期では末梢血でplasmablastsが増加する
原　　　敦　  神戸大学大学院医学研究科　脳神経内科学

　Pj-095-4 急性散在性脳脊髄炎（ADEM）14例の臨床的検討
池上いちこ　  新潟市民病院 脳神経内科

　Pj-095-5 髄腔内での著明な抗体産生を認めた重症MOG抗体関連疾患の剖検例
針谷　康夫　  美原記念病院　脳神経内科／前橋赤十字病院　神経内科

　Pj-095-6 自己免疫性脳炎29例におけるてんかん発作群と非発作群の比較検討
穂原　貴裕　  鹿児島大学病院 脳神経内科
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Pj-096　一般演題ポスターセッション（日本語）096 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

筋疾患（筋炎）�3
座長：作石かおり　 帝京大学ちば総合医療センター脳神経内科

 Pj-096-1 封入体筋炎における嚥下障害への免疫グロブリン大量静注療法の検討
荻根沢真也　  長岡赤十字病院　神経内科

　Pj-096-2 当院で経験した封入体筋炎6症例に関する臨床的検討
阿部　良奎　  旭川医科大学脳神経内科

　Pj-096-3 固有手筋と手指屈筋の徒手筋力テストによる封入体筋炎と筋萎縮性側索硬
化症の鑑別
内田　雄大　  帝京大学病院 脳神経内科

　Pj-096-4 剖検例を含む抗ミトコンドリアM2抗体陽性筋炎／心筋症3例の臨床病理学的検討
馬場　悠輔　  帝京大学ちば総合医療センター 脳神経内科

　

Pj-097　一般演題ポスターセッション（日本語）097 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

末梢神経疾患（その他）
座長：塩見　一剛　 宮崎大学医学部附属病院脳神経内科

 Pj-097-1 神経核内封入体病における末梢神経病変の電気生理学的特徴
大谷　　亮　  千葉大学医学部附属病院　脳神経内科

　Pj-097-2 取り下げ演題
　

　Pj-097-3 スモン患者における足趾屈筋力
小平　　農　  信州大学 脳神経内科・リウマチ・膠原病内科

　Pj-097-4 当院で2021年に発生した術後末梢神経障害5例に対する電気生理学的検証
藪内　健一　  大分大学病院 神経内科学講座

　Pj-097-5 脱髄性ニューロパチーの補助診断における神経超音波を用いた腕神経叢評
価の有用性
山崎　博輝　  徳島大学病院 脳神経内科

　Pj-097-6 慢性炎症性脱髄性多発神経炎における握力および電気生理学的所見の長期経過
石原　圭人　  防衛医科大学校　神経・抗加齢血管内科
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Pj-098　一般演題ポスターセッション（日本語）098 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

代謝疾患とその他�1
座長：大久保卓哉　 横浜市立みなと赤十字病院脳神経内科

 Pj-098-1 家族性基底核石灰化症の長期観察による臨床的検討
大井　長和　  宇治病院 脳神経内科

　Pj-098-2 MELASにおける脳卒中様発作時の頭部MRI所見
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）

　Pj-098-3 Marchiafava-Bignami病3例の臨床的検討
中村　圭佑　  横浜市立みなと赤十字病院 脳神経内科

　Pj-098-4 ミトコンドリア筋脳症の神経徴候の臨床的検討
佐藤　　啓　  宇治病院 脳神経内科

　Pj-098-5 WDR45関連神経変性症の小児期臨床検査所見の検討
石山　昭彦　  国立精神・神経医療研究センター病院　小児神経科

　

Pj-099　一般演題ポスターセッション（日本語）099 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経感染症（臨床研究）�4
座長：﨑山　佑介　 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経内科

 Pj-099-1 当院における自己免疫性脳炎に対してのシクロホスファミドパルス療法の成績
飯塚　　誉　  上尾中央総合病院 脳神経内科

　Pj-099-2 退院時に抗てんかん薬が処方されていた急性脳炎・脳症例の特徴
山本　敦史　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

　Pj-099-3 神経感染症におけるショットガンメタゲノム解析の役割について
崎山　佑介　  鹿児島大学病院 脳神経内科

　Pj-099-4 フィンゴリモド関連進行性多巣性白質脳症の自験例および国内症例の検討
前坂　弘輝　  富山大学医学部 脳神経内科

　Pj-099-5 当初に脳梗塞と診断された単純ヘルペス脳炎4例の臨床的検討
滑川　将気　  長岡赤十字病院 神経内科

　Pj-099-6 COVID-19感染症における神経症状
堀内惠美子　  日本赤十字社医療センター 神経内科
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Pj-100　一般演題ポスターセッション（日本語）100 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

頭痛（治療）
座長：山﨑　　薫　 東京医科大学茨城医療センター脳神経内科

 Pj-100-1 気象変化に伴う頭痛に対する五苓散の有効性
久手堅　司　  せたがや内科・神経内科クリニック

　Pj-100-2 新型コロナワクチン接種後頭痛の特徴と治療薬の選択
川口千佳子　  東京頭痛クリニック

　Pj-100-3 片頭痛患者における呉茱萸湯使用群の臨床的特徴
白岩　伸子　  筑波技術大学 保健科学部／筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療セン

ター　脳神経内科／筑波記念病院神経内科

　Pj-100-4 トリプタン過剰使用に伴う薬剤乱用性頭痛のCOVID-19前後での変化
佐藤謙一郎　  東京大学医学部附属病院 早期探索開発推進室／東京大学大学院医学系研究科 神経病理学

　

Pj-101　一般演題ポスターセッション（日本語）101 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

臨床神経生理学（臨床研究）
座長：叶内　　匡　 東京医科歯科大学大学医学部附属病院検査部

 Pj-101-1 多発性硬化症及び視神経脊髄炎関連疾患における体性感覚誘発電位の有用
性の検討
坪山　耀子　  東京大学 脳神経内科

　Pj-101-2 三角筋の複合筋活動電位記録時の基準電極はどこに設置すべきか？
大石知瑞子　  杏林大学病院 脳神経内科／帝京大学病院 脳神経内科

　Pj-101-3 筋萎縮性側索硬化症の上位運動ニューロン障害における大脳皮質脳幹伝導
時間の有用性
猪狩　龍佑　  山形大学医学部内科学第三講座

　Pj-101-4 定量脳波解析を用いた抗NMDA受容体脳炎と単純ヘルペス脳炎の鑑別
溝口　知孝　  日本大学医学部神経内科

　Pj-101-5 脳磁図による安静時脳機能結合のエポック間再現性の比較検討
勝瀬　一登　  東京大学医学部附属病院 脳神経内科

　Pj-101-6 身体症状症及び関連症群が強く疑われた例では，筋電図検査後も診断は不
変である
末廣　大知　  神戸大学大学院医学研究科　脳神経内科学
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Pj-102　一般演題ポスターセッション（日本語）102 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

神経リハビリテーション（HALなど）
座長：犬飼　　晃　 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院脳神経内科

 Pj-102-1 HAL®を用いたリハビリテーションを継続して施行できる要因についての検討
榊原　聡子　  国立病院機構　東名古屋病院 脳神経内科

　Pj-102-2 パーキンソン病の歩行障害に対するHAL® 腰タイプの有効性
山口　啓二　  一宮西病院 脳神経内科

　Pj-102-3 当院におけるHALⓇ歩行リハビリテーションの経験と考察
犬飼　　晃　  国立病院機構 東名古屋病院 脳神経内科

　Pj-102-4 小脳障害患者の歩行中のハンカチ・ガイド手技による手と上肢の肢位の固定
と姿勢調節
南雲　清美　  汐田総合病院 脳神経内科

　Pj-102-5 言語療法と音楽療法の組み合わせにより得られたパーキンソン病の発話機
能の改善
皆木　有美　  小千谷さくら病院 脳神経内科

　

Pj-103　一般演題ポスターセッション（日本語）103 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

難病医療（臨床研究）3
座長：千田　圭二　 独立行政法人国立病院機構岩手病院脳神経内科

 Pj-103-1 当院におけるパーキンソン病患者の就労状況についての調査
中嶋　拳也　  箕面市立病院

　Pj-103-2 長期療養型病院から神経難病の病理解剖に繋げるシステムの構築
谷　　もも　  医療法人社団 誠馨会 総泉病院　脳神経内科／順天堂大学医学部附属順天堂医院　

脳神経内科

　Pj-103-3 民間病院における地域ぐるみでの難病診療連携のための多職種専門チーム
の取り組み
佐藤　恒太　  脳神経センター大田記念病院 脳神経内科

　Pj-103-4 クラウド型在宅チームケアシステムを用いた神経難病患者への療養支援状況の検討
上條　祐衣　  信州大学医学部 脳神経内科、リウマチ・膠原病内科

　Pj-103-5 コロナ禍における脳神経内科卒前臨床実習
荒木　信之　  千葉大学医学部附属病院　総合医療教育研修センター／千葉大学医学部附属病院　

脳神経内科

　Pj-103-6 院内限定オンライン会議・ワイヤレス音声ガイダンスを用いた入院患者カンファレンス
関口　兼司　  神戸大学大学院医学研究科脳神経内科
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Pj-104　一般演題ポスターセッション（日本語）104 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

その他（臨床研究）6
座長：齊藤　祐子　 東京都健康長寿医療センター　神経病理

 Pj-104-1 成人期ダウン症候群における中枢神経合併症
竹内　千仙　  東京都立北療育医療センター 脳神経内科

　Pj-104-2 中枢神経系悪性リンパ腫に対するR-MPV療法の自験例における治療効果
森泉　輝哉　  北信総合病院　脳神経内科

　Pj-104-3 神経核内封入体病における認知機能障害出現前からの長期的な脳MRIの経
時的変化の検討
蓑毛　翔吾　  東京医科歯科大学大学院　脳神経病態学分野（脳神経内科）

　Pj-104-4 当科で経験した神経核内封入体病の臨床的・遺伝学的解析と封入体の組織
学的解析
古田みのり　  群馬大学医学部附属病院　脳神経内科

　Pj-104-5 当科で経験した脳表ヘモジデリン沈着症8例の臨床的特徴の検討
小林　謙一　  信州大学医学部 脳神経内科、リウマチ・膠原病内科

　Pj-104-6 高齢者ブレインバンク年次報告
齊藤　祐子　  東京都健康長寿医療センター 神経病理

Pj-105　一般演題ポスターセッション（日本語）105 Jp
5月21日（土）13：15～14：30� ポスター会場（Eブロック�B2F�ホールE）

その他（臨床研究）7
座長：中　　　隆　 地方独立行政法人市立東大阪医療センター神経内科

 Pj-105-1 新型コロナウイルス感染症の後遺症としてのBrain Fogの実態調査
石倉　照之　  市立東大阪医療センター 神経内科

　Pj-105-2 中枢神経原発悪性リンパ腫7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-105-3 HPVワクチン後脳症患者に見られるサイトカインの上昇について
松浦　英治　  鹿児島大学病院 脳神経内科・老年病学

　Pj-105-4 γグロブリン大量静注療法後に生じた汗疱様皮疹の検討
柴田修太郎　  金沢大学大学院脳老化・神経病態学（脳神経内科）

　Pj-105-5 成人T細胞白血病移植後の神経障害例2例の検討
伊佐早健司　  聖マリアンナ医科大学病院 脳神経内科

　Pj-105-6 中枢神経悪性リンパ腫の検討
水島　慶一　  北海道大学大学院医学研究院　神経病態学講座　神経内科学教室
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