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StO-01　学生・研修医口演セッション01（優秀口演セッション） Jp/En
5月21日（土）10：15～11：00� 第12会場（ガラス棟�4F�G402）

座長：平田　幸一　 獨協医科大学
 ★ StO-01-1 Establishment of the in vitro disease model of Charcot-Marie-Tooth 

disease using hiPSCs
Xing Liu
Center for Genomic and Regenerative Medicine, Juntendo University, Japan

　★ StO-01-2 多発性硬化症の脳萎縮や障害度判定における脳梁インデックスの有用性に
関する検討
瓜生　健悟　  東北医科薬科大学　医学部

　★ StO-01-3 パーキンソン病患者血清中α-galactosidase活性と酵素反応速度論的解析
苗代　和樹　  藤田医科大学医学部　脳神経内科学

　★ StO-01-4 パーキンソン病患者における3D神経メラニン画像による青斑核（LC）の解析
とその有用性
松尾圭奈子　  三重大学医学部医学科

　★ StO-01-5 パーキンソン病患者における3D神経メラニン画像による黒質の体積解析とそ
の有用性
塙　　あい　  三重大学医学部医学科

　★ StO-01-6 オリゴマータウはオートファジーにより分解される
今井　未来　  福井大学医学部脳神経内科

　

StO-02　学生・研修医口演セッション02 Jp
5月21日（土）10：15～11：05� 第13会場（ガラス棟�5F�G502）

座長：峰松　一夫　 医療法人医誠会本部
 StO-02-1 頸部貼付型超音波による右左シャント検索法は経頭蓋超音波より多くの信号

を捉えられる
水野遼太郎　  東京慈恵会医科大学　医学部　医学科

　StO-02-2 血管壁イメージングMRIにて脳動脈解離と診断された延髄外側梗塞の二症例
久世　彩歌　  京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

　StO-02-3 急性期穿通枝梗塞における抗血栓治療後の運動麻痺悪化
鈴木　治憲　  京都府立医科大学

　StO-02-4 急性期穿通枝梗塞に対する初期治療
山田　大智　  京都府立医科大学

　StO-02-5 入院を要するめまい症例における中枢性めまいと末梢性めまいの鑑別
髙橋　琢磨　  仙台市立病院脳神経内科

　StO-02-6 末梢性顔面神経麻痺を呈した橋梗塞における随伴症状と責任病巣の検討
杉　　千晴　  東京都保健医療公社　豊島病院　神経内科
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　StO-02-7 急性網膜動脈閉塞症の臨床的特徴の検討
大西　潤弥　  京都府立医科大学医学部医学科

　

StO-03　学生・研修医口演セッション03 Jp
5月21日（土）10：15～11：00� 第14会場（ガラス棟�5F�G510）

座長：下濱　　俊　 慈誠会記念病院
 StO-03-1 アミロイドPET実施症例における123I-IMP SPECT局所血流低下の特徴の解析

柳瀬　弘喜　  京都府立医科大学　医学部医学科

　StO-03-2 ピタバスタチンによるオートファジーを介したタウ蛋白量減少の研究
山本　良太　  福井大学医学部脳神経内科

　StO-03-3 呂律の周りづらさの後に左拙劣症を発症した右利きの大脳皮質基底核症候
群の一例
林　　康文　  東京大学医学部付属病院 脳神経内科

　StO-03-4 パーキンソニズムを呈しつつある純粋自律神経不全症の一例～当院自験例の
後方視的検討～
麓　隆太郎　  京都大学医学部附属病院　脳神経内科

　StO-03-5 7T-MRI画像を用いたMSA患者のトラクトグラフィー
横井　秀平　  京都大学医学部

　StO-03-6 Kii ALS/PDC iPSC由来グリアモデルにおけるエクソソーム中タンパク質プ
ロファイリング
小林　博也　  慶應義塾大学医学部生理学教室

　

StO-04　学生・研修医口演セッション04 Jp/En
5月21日（土）11：00 ～11：45� 第12会場（ガラス棟�4F�G402）

座長：吉良　潤一　 国際医療福祉大学福岡中央病院脳神経センター・脳神経内科
 StO-04-1 抗ミトコンドリアM2抗体陽性筋炎の下肢MRI所見の特徴

野宮　廣貴　  福井大学医学部脳神経内科

　StO-04-2 免疫療法が奏効した HTLV-1 陽性封入体筋炎の一例
三木　崇良　  市立東大阪医療センター

　StO-04-3 PD-L1阻害薬治療中にAMANを呈した一例と当科のirAE神経筋疾患症例の検討
久保山まりか　  東京大学医学部附属病院　脳神経内科

　StO-04-4 感覚障害型Guillain-Barré症候群における電気生理学的検査所見の検討
黒澤　　豪　  帝京大学脳神経内科

　StO-04-5 シェーグレン症候群による後根神経節障害に対しステロイドパルスが奏功し
た52歳女性例
東　　伶美　  東京慈恵会医科大学 医学部　医学科
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　StO-04-6 Gitelman syndrome accompanied with sensory polyneuropathy
Shohei Manabe
Department of Neurology, National Hospital Organization Nara Medical Center, Japan

　

StO-05　学生・研修医口演セッション05 Jp
5月21日（土）11：05～11：45� 第13会場（ガラス棟�5F�G502）

座長：安東由喜雄　 長崎国際大学薬学部アミロイドーシス病態解析学分野
 StO-05-1 COVID19ワクチン接種後に右眼外転障害が出現し多発血管炎性肉芽腫症と

診断された1症例
久保　直之　  滋賀医科大学付属病院医師臨床教育センター

　StO-05-2 初診時眼症状のみ呈した抗アセチルコリン受容体抗体陽性重症筋無力症2年
間の経過解析
山形　怜史　  日本医科大学付属病院

　StO-05-3 多発性硬化症における認知機能スクリーニングとPROによるADL, 疲労、
睡眠との相関関係
諏訪　憲史　  順天堂大学医学部神経学講座

　StO-05-4 急性発症のパーキンソニズムを呈した傍腫瘍性神経症候群抗体陽性の2例
田中　　周　  福井大学医学部附属病院

　StO-05-5 脳炎に伴いmyoclonus-dystoniaを呈した妊娠中女性の一例
道添翔太郎　  獨協医科大学 臨床研修センター

　

StO-06　学生・研修医口演セッション06 Jp
5月21日（土）11：00 ～11：45� 第14会場（ガラス棟�5F�G510）

座長：山田　正仁　 国家公務員共済組合連合会九段坂病院
 StO-06-1 多発性骨髄腫治療中に併発した進行性多巣性白質脳症の治療戦略について

瀬古　健登　  豊川市民病院 脳神経内科

　StO-06-2 ヘルペス属ウイルス髄膜脳炎における髄液 IgG indexの経時変化と臨床的意義
朝倉　真生　  藤田医科大学医学部医学科

　StO-06-3 9年以上の長期経過の抗GAD抗体陽性辺縁系脳炎における脳波の高周波律
動と臨床相関
濱　　裕貴　  京都大学医学部医学科

　StO-06-4 てんかん重積状態疑い例に対する脳波記録下でのジアゼパム静注試験の有
用性の検討
田中　義大　  京都第一赤十字病院　脳神経・脳卒中科

　StO-06-5 五苓散が片頭痛に与える影響に関するin vivo CSDモデルを用いた検討
伊庭　知里　  慶應義塾大学医学部神経内科

　StO-06-6 自然動作下でのスマートフォン操作時における皮質脳波解析を用いた言語マッピング
高村　　伶　  京都大学医学部医学科
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StP-01　学生・研修医ポスターセッション01 Jp/En
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）

優秀ポスターセッション
座長：村山　繁雄　 大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子どもの心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
 ★ StP-01-1 腸内細菌の変化はパーキンソン病の病態進行を予測できる

小関　華凜　  名古屋大学大学院　医学部保健学科

　★ StP-01-2 Identification of a subpopulation of exosomes containing tau proteins
Kentaro Kawata
Department of Physiology, Teikyo University School of Medicine, Japan

　★ StP-01-3 球脊髄性筋萎縮症におけるアンドロゲン依存的な軸索脆弱性へのMID1の関与
小椋　陽介　  名古屋大学大学院医学系研究科　神経内科学

　★ StP-01-4 転写因子を用いない迅速で効率的なiPS細胞からの領域特異的アストロサイ
ト誘導法
鈴木　嵩啓　  順天堂大学大学院医学研究科 ゲノム・再生医療センター

　★ StP-01-5 Autophagy異常をきたす家族性パーキンソン病PARK9由来iPS細胞を用い
た化合物Screening
月星　慶一　  順天堂大学大学院医学研究科　ゲノム・再生医療センター

　★ StP-01-6 認知症高齢者のBPSD発現と脳機能の関連～MRI局所容積変化の検討～
中村　優花　  川崎医科大学

　

StP-02　学生・研修医ポスターセッション02 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）

座長：青木　淳哉　 日本医科大学大学院医学研究科神経・脳血管内科
 StP-02-1 院内発症脳梗塞の国内実態調査

佐藤　衆望　  聖マリアンナ医科大学　医学生

　StP-02-2 パーキンソン病例に併発した急性期脳梗塞の特徴
中谷　　悠　  京都第一赤十字病院

　StP-02-3 フラクトンの形態変化は、虚血障害後の神経新生と相関する
松本　直樹　  順天堂大学大学院医学研究科老人性疾患病態・治療研究センター

　StP-02-4 両側内頸動脈低形成を背景に両側前方循環領域の脳梗塞を来した症例
今村　正秀　  東京慈恵会医科大学　内科学講座　脳神経内科

　StP-02-5 広範な白質グリオーシスを呈した血管内大細胞型B細胞リンパ腫の1剖検例
と他症例の検討
本村　拓実　  山形大学医学部医学科
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StP-03　学生・研修医ポスターセッション03 Jp/En
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）

座長：鈴木　圭輔　 獨協医科大学病院脳神経内科
 StP-03-1 認知症患者では老老介護者よりも子世代介護者の方が負担感を強く感じている

石山　尚汰　  山形大学医学部　医学科

　StP-03-2 Posterior cortical atrophy 3例の検討
北野　里紗　  防衛医科大学校　神経・抗加齢血管内科

　StP-03-3 パーキンソン病患者腸内細菌叢の中核を担うとされるChristensenellaceae 
R-7の単離
関口　恭平　  名古屋大学大学院医学系研究科総合保健学専攻

　StP-03-4 Which brain regions are susceptible to aging? -Mapping of age-related 
brain atrophy assessed by VBM-
Naoki Hara
School of Medicine, Niigata University, Japan

　StP-03-5 パーキンソン病患者におけるクラシック音楽鑑賞の効果の検討
井上紗和子　  順天堂大学医学部神経学講座

　

StP-04　学生・研修医ポスターセッション04 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）

座長：山野　嘉久　 聖マリアンナ医科大学内科学・脳神経内科
 StP-04-1 HTLV-1の関与が疑われた視神経脊髄炎の一例

越智智佳子　  愛媛大学医学部附属病院　臨床薬理神経内科

　StP-04-2 多発性硬化症合併妊娠・出産例の注意点 - 当科の経験から -
大西　由起　  防衛医科大学校　医学科

　StP-04-3 呼吸不全症状のみを呈した抗ミトコンドリアM2抗体陽性筋炎の一例
土屋　智裕　  獨協医科大学病院 脳神経内科

　StP-04-4 近位筋優位の筋力低下を呈した遺伝性圧脆弱性ニューロパチー（HNPP）の一例
辻田真比古　  東京大学医学部附属病院脳神経内科

　StP-04-5 SARS-CoV-2ワクチン接種後発症したギランバレー, ミラーフィッシャー症候
群3例の検討
長谷川里紗　  新潟市民病院 脳神経内科

　StP-04-6 肺炎球菌性髄膜炎による脳血管攣縮の求心性変化を捉え、ステロイド加療
が奏功した一例
石川　　楓　  旭川赤十字病院　脳神経内科
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