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ポスター演題

P：Miscellaneous

P-1 パーキンソン病の病態進行は LRRK2遺伝子変異と性により異なる
千葉大学大学院薬学研究院臨床薬理学研究室	 神　　亮太　他

P-2 パーキンソン病に対する経頭蓋直流電気刺激治療の生理学的有効性を	
ニューロメラニンから検証する試み

富山大学附属病院リハビリテーション部	 石黒　幸治　他

P-3 正常圧水頭症に対するV-Pシャント術にて舞踏運動の改善を認めた１例
兵庫県立淡路医療センター脳神経内科	 垂髪　祐樹　他

P-4 DPC病院の医療情報データベースを用いたパーキンソン病治療薬の	
処方実態調査

川崎医科大学認知症学	 和田　健二　他

P-5 SCA6の患者さんはなかなか診断にたどり着かない
青森新都市病院　脳神経内科	 布村　仁一　

P-6 腸内細菌叢の視点から迫る虫垂摘出術の既往とパーキンソン病
熊本大学	脳神経内科	 中原　圭一　他

P-7 漢方が頚部ジストニアと頚部の本態性振戦合併例に対して効果的であった1例
世田谷神経内科病院 /山本病院	 若林　　香　

P：PD臨床　DAT

P-8 両側STN-DBSの過剰電圧により可逆性の衝動制御障害が出現した	
パーキンソン病の1例

日本医科大学　脳神経内科	 本　　隆央　他

P-9 Directional	DBSが有用であった難治性本態性振戦の２例
医療法人相生会　福岡みらい病院　機能神経外科	 宮城　　靖　他

P-10 Gpi-DBSにおける新規刺激条件の有用性
名古屋大学　脳神経外科 /名古屋大学　脳とこころの研究センター	 中坪　大輔　他

P-11 レボドパ・カルビドパ配合経腸用液持続（LCIG）投与導入患者の	
夜間症状の対策

東京女子医科大学	脳神経内科	 矢野　鉄人　他

P-12 当施設におけるＬ - ドパ持続経腸療法の長期経過の現状
聖マリアンナ医科大学脳神経内科	 白石　　眞　他
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P-13 パーキンソン病患者27例における52週間レボドパ - カルビドパ経腸用	
ゲルの検討

順天堂大学医学部附属浦安病院	 志村　秀樹　他

P-14 LCIG 療法中のパーキンソン病患者における鉄欠乏性貧血の検討
愛媛大学医学部附属病院臨床薬理神経内科	 細川　裕子　他

P-15 デバイス補助療法を行うパーキンソン病患者のためのQOL評価尺度の開発
九州大学大学院医学系学府医学専攻脳神経外科学	 川口美奈子　他

P-16 パーキンソン病における両側STN-DBS後の体重増加と刺激位置との	
関連についての検討

北海道大学　神経内科学	 江口　克紀　他

P-17 レボドパ・カルビドパ経腸溶剤（LCIG）で精神症状が改善した両側	
STN-DBS後パーキンソン病の一例

和歌山県立医科大学　脳神経内科	 阪田麻友美　他

P-18 レボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法の長期有効性と安全性の検討
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	 高坂　雅之　他

P-19 LCIG 療法におけるレボドパ血中濃度とPEG-J チューブ先端位置に関する検
討

愛媛大学医学部附属病院　臨床薬理神経内科	 多田　　聡　他

P-20 レボドパ持続経腸療法スクリーニング時におけるNJチューブの	
挿入方法について

三重大学医学部附属病院　脳神経内科	 西口　大和　他

P-21 パーキンソン病患者の腰下肢痛に対する脊髄硬膜外刺激療法の効果について
三重大学　脳神経内科 /鈴鹿回生病院　神経内科	 松浦　慶太　他

P-22 パーキンソン病患者の脳深部刺激療法前後において手段的日常生活動作の	
主観的評価は有用である

千葉大学医学部附属病院　リハビリテーション部	 中村久美子　他

P-23 視床下核脳深部刺激術後のParkinson 病患者における線条体腹側部の	
ドパミン・トランスポーター増加

浜松医科大学脳神経外科	 野崎　孝雄　他

P-24 振戦型パーキンソン病患者の小脳視床路DBSの耐性とcycling	modeの有用性
札幌禎心会病院　脳神経内科	 北川まゆみ　他

P-25 胃癌および結腸癌術後にレボドパカルビドパ持続経腸療法を導入した	
パーキンソン病の一例

福岡大学医学部脳神経内科学教室	 白川佐智子　他

P-26 パーキンソン病DBS術前後評価におけるUPDRSとMDS-UPDRSの比較
千葉県立保健医療大学　リハビリテーション学科 /	
千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学	 山本　達也　他
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ポスター演題

P：Miscellaneous

P-1 パーキンソン病の病態進行は LRRK2遺伝子変異と性により異なる
千葉大学大学院薬学研究院臨床薬理学研究室	 神　　亮太　他

P-2 パーキンソン病に対する経頭蓋直流電気刺激治療の生理学的有効性を	
ニューロメラニンから検証する試み

富山大学附属病院リハビリテーション部	 石黒　幸治　他

P-3 正常圧水頭症に対するV-Pシャント術にて舞踏運動の改善を認めた１例
兵庫県立淡路医療センター脳神経内科	 垂髪　祐樹　他

P-4 DPC病院の医療情報データベースを用いたパーキンソン病治療薬の	
処方実態調査

川崎医科大学認知症学	 和田　健二　他

P-5 SCA6の患者さんはなかなか診断にたどり着かない
青森新都市病院　脳神経内科	 布村　仁一　

P-6 腸内細菌叢の視点から迫る虫垂摘出術の既往とパーキンソン病
熊本大学	脳神経内科	 中原　圭一　他

P-7 漢方が頚部ジストニアと頚部の本態性振戦合併例に対して効果的であった1例
世田谷神経内科病院 /山本病院	 若林　　香　

P：PD臨床　DAT

P-8 両側STN-DBSの過剰電圧により可逆性の衝動制御障害が出現した	
パーキンソン病の1例

日本医科大学　脳神経内科	 本　　隆央　他

P-9 Directional	DBSが有用であった難治性本態性振戦の２例
医療法人相生会　福岡みらい病院　機能神経外科	 宮城　　靖　他

P-10 Gpi-DBSにおける新規刺激条件の有用性
名古屋大学　脳神経外科 /名古屋大学　脳とこころの研究センター	 中坪　大輔　他

P-11 レボドパ・カルビドパ配合経腸用液持続（LCIG）投与導入患者の	
夜間症状の対策

東京女子医科大学	脳神経内科	 矢野　鉄人　他

P-12 当施設におけるＬ - ドパ持続経腸療法の長期経過の現状
聖マリアンナ医科大学脳神経内科	 白石　　眞　他
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P-13 パーキンソン病患者27例における52週間レボドパ - カルビドパ経腸用	
ゲルの検討

順天堂大学医学部附属浦安病院	 志村　秀樹　他

P-14 LCIG 療法中のパーキンソン病患者における鉄欠乏性貧血の検討
愛媛大学医学部附属病院臨床薬理神経内科	 細川　裕子　他

P-15 デバイス補助療法を行うパーキンソン病患者のためのQOL評価尺度の開発
九州大学大学院医学系学府医学専攻脳神経外科学	 川口美奈子　他

P-16 パーキンソン病における両側STN-DBS後の体重増加と刺激位置との	
関連についての検討

北海道大学　神経内科学	 江口　克紀　他

P-17 レボドパ・カルビドパ経腸溶剤（LCIG）で精神症状が改善した両側	
STN-DBS後パーキンソン病の一例

和歌山県立医科大学　脳神経内科	 阪田麻友美　他

P-18 レボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法の長期有効性と安全性の検討
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	 高坂　雅之　他

P-19 LCIG 療法におけるレボドパ血中濃度とPEG-J チューブ先端位置に関する検
討

愛媛大学医学部附属病院　臨床薬理神経内科	 多田　　聡　他

P-20 レボドパ持続経腸療法スクリーニング時におけるNJチューブの	
挿入方法について

三重大学医学部附属病院　脳神経内科	 西口　大和　他

P-21 パーキンソン病患者の腰下肢痛に対する脊髄硬膜外刺激療法の効果について
三重大学　脳神経内科 /鈴鹿回生病院　神経内科	 松浦　慶太　他

P-22 パーキンソン病患者の脳深部刺激療法前後において手段的日常生活動作の	
主観的評価は有用である

千葉大学医学部附属病院　リハビリテーション部	 中村久美子　他

P-23 視床下核脳深部刺激術後のParkinson 病患者における線条体腹側部の	
ドパミン・トランスポーター増加

浜松医科大学脳神経外科	 野崎　孝雄　他

P-24 振戦型パーキンソン病患者の小脳視床路DBSの耐性とcycling	modeの有用性
札幌禎心会病院　脳神経内科	 北川まゆみ　他

P-25 胃癌および結腸癌術後にレボドパカルビドパ持続経腸療法を導入した	
パーキンソン病の一例

福岡大学医学部脳神経内科学教室	 白川佐智子　他

P-26 パーキンソン病DBS術前後評価におけるUPDRSとMDS-UPDRSの比較
千葉県立保健医療大学　リハビリテーション学科 /	
千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学	 山本　達也　他
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P-27 脊髄刺激療法における刺激方法の違いが慢性疼痛を有するパーキンソン病	
患者の疼痛と運動機能に及ぼす影響

倉敷平成病院　倉敷ニューロモデュレーションセンター	 新免　利郎　他

P-28 視床下核刺激療法がパーキンソン病患者の手指の巧緻性に及ぼす効果
倉敷平成病院　倉敷ニューロモデュレーションセンター /	
倉敷平成病院　リハビリテーション部	 野村　千尋　他

P-29 L-Dopa 胃管投与とロチゴチン貼付剤の導入が有効であった diphasic	
dyskinesia の１例

札幌医科大学脳神経内科	 横川　和樹　他

P-30 L ドパ持続経腸療法導入前後でのパーキンソン病患者の嚥下機能の変化
福岡大学病院摂食嚥下センター	 道津友里子　他

P-31 両側STN-DBS術後に音声障害を呈した症例の音声分析とGPi-DBS	
術後群の音声分析

福岡大学病院　リハビリテーション部	 大津健太郎　他

P：PD臨床　運動症状

P-32 パーキンソン病患者における二重課題歩行と心身機能の関連
公立学校共済組合関東中央病院リハビリテーション科	 沢田　裕之　他

P-33 パーキンソン病治療のハネムーン期の検討
高知大学病院脳神経内科	 大崎　康史　他

P-34 パーキンソン病患者に対する剪断波エラストグラフィーを用いた筋強剛の評価
埼玉県総合リハビリテーションセンター自立訓練担当	 笠井　健治　他

P-35 パーキンソン病患者の前額面上主観的垂直姿位は1年後の側屈姿勢の	
予測因子になる

医療法人社団神天会登戸内科・脳神経クリニック　リハビリテーション科	 三上　恭平　他

P-36 プルテストを模して立位姿勢に後方外乱負荷を加えた際の若年者と	
高齢者の下肢筋活動様式の違い

青森県立保健大学大学院　健康科学研究科 /医療法人ときわ会　ときわ会病院	 小関紗矢佳　他

P：PD臨床　画像

P-37 取り下げ

P-38 ドパミントランスポーター・イメージング（DAT-SPECT）の効用と限界	
一地域中核病院の経験から

亀田メディカルセンター	 柴山　秀博　他
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P-39 パーキンソン病におけるACE-R と 123FP-CIT 画像及び脳血流SPECT	
画像おける相関および相関部位について

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	 中谷綾佑美　他

P-40 パーキンソン病における一次視覚野の血流低下には舌状回を中心とした	
視覚関連領域の血流低下が影響する

藤田医科大学　医学部　脳神経内科学	 前田　利樹　他

P-41 123I-MIBG心筋シンチグラフィーにおけるH/M比・WR複合評価法
関西電力病院　神経内科 /関西電力病院	睡眠関連疾患センター /	
京都大学大学院	医学研究科	臨床神経学	 月田　和人　他

P-42 A	new	link	between	striatal	magnetic	susceptibility	and	dopamine	
transporter	imaging	abnormality

名古屋市立大学脳神経内科学 /豊川市民病院脳神経内科	 打田　佑人　他

P-43 パーキンソン病患者の一次運動野における神経可塑性異常と病態の関連
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	 守安正太郎　他

P-44 パーキンソン病の発症年齢と大脳皮質菲薄化の関係性についての検討
埼玉医科大学	脳神経内科	 瀬尾　和秀　他

P-45 パーキンソン病におけるマイネルト基底核萎縮
国立病院機構　仙台西多賀病院　脳神経内科	 馬場　　徹　他

P：PD臨床　看護・介護

P-46 PD-LCIG 継続への専門看護外来支援
さっぽろ神経内科病院	 池田　枝里　他

P-47 神経内科病棟におけるパーキンソン病関連疾患患者の転倒要因の分析・検討
国立精神・神経医療研究センター	 月溪　実紀　他

P-48 パーキンソン病で LCIG治療を行う患者の治療導入による日常生活の変化
福岡大学病院　脳神経センター	 山元ちほみ　他

P-49 パーキンソン病患者の入院中の転倒に関連する因子の検討
埼玉県総合リハビリテーションセンター	 牧野　諒平　

P-50 L- ドパ持続経腸療法（LCIG）導入期における看護師の視点からみた	
介入困難事例の検討

聖マリアンナ医科大学　看護部 /聖マリアンナ医科大学　脳神経内科	 井澤　　優　他

P-51 LCIG 導入 8例を経験後の効果的な指導プログラムの作成
地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立広島市民病院	 真川　　渚　他

P-52 取り下げ
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P-27 脊髄刺激療法における刺激方法の違いが慢性疼痛を有するパーキンソン病	
患者の疼痛と運動機能に及ぼす影響

倉敷平成病院　倉敷ニューロモデュレーションセンター	 新免　利郎　他

P-28 視床下核刺激療法がパーキンソン病患者の手指の巧緻性に及ぼす効果
倉敷平成病院　倉敷ニューロモデュレーションセンター /	
倉敷平成病院　リハビリテーション部	 野村　千尋　他

P-29 L-Dopa 胃管投与とロチゴチン貼付剤の導入が有効であった diphasic	
dyskinesia の１例

札幌医科大学脳神経内科	 横川　和樹　他

P-30 L ドパ持続経腸療法導入前後でのパーキンソン病患者の嚥下機能の変化
福岡大学病院摂食嚥下センター	 道津友里子　他

P-31 両側STN-DBS術後に音声障害を呈した症例の音声分析とGPi-DBS	
術後群の音声分析

福岡大学病院　リハビリテーション部	 大津健太郎　他

P：PD臨床　運動症状

P-32 パーキンソン病患者における二重課題歩行と心身機能の関連
公立学校共済組合関東中央病院リハビリテーション科	 沢田　裕之　他

P-33 パーキンソン病治療のハネムーン期の検討
高知大学病院脳神経内科	 大崎　康史　他

P-34 パーキンソン病患者に対する剪断波エラストグラフィーを用いた筋強剛の評価
埼玉県総合リハビリテーションセンター自立訓練担当	 笠井　健治　他

P-35 パーキンソン病患者の前額面上主観的垂直姿位は1年後の側屈姿勢の	
予測因子になる

医療法人社団神天会登戸内科・脳神経クリニック　リハビリテーション科	 三上　恭平　他

P-36 プルテストを模して立位姿勢に後方外乱負荷を加えた際の若年者と	
高齢者の下肢筋活動様式の違い

青森県立保健大学大学院　健康科学研究科 /医療法人ときわ会　ときわ会病院	 小関紗矢佳　他

P：PD臨床　画像

P-37 取り下げ

P-38 ドパミントランスポーター・イメージング（DAT-SPECT）の効用と限界	
一地域中核病院の経験から

亀田メディカルセンター	 柴山　秀博　他
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P-39 パーキンソン病におけるACE-R と 123FP-CIT 画像及び脳血流SPECT	
画像おける相関および相関部位について

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	 中谷綾佑美　他

P-40 パーキンソン病における一次視覚野の血流低下には舌状回を中心とした	
視覚関連領域の血流低下が影響する

藤田医科大学　医学部　脳神経内科学	 前田　利樹　他

P-41 123I-MIBG心筋シンチグラフィーにおけるH/M比・WR複合評価法
関西電力病院　神経内科 /関西電力病院	睡眠関連疾患センター /	
京都大学大学院	医学研究科	臨床神経学	 月田　和人　他

P-42 A	new	link	between	striatal	magnetic	susceptibility	and	dopamine	
transporter	imaging	abnormality

名古屋市立大学脳神経内科学 /豊川市民病院脳神経内科	 打田　佑人　他

P-43 パーキンソン病患者の一次運動野における神経可塑性異常と病態の関連
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	 守安正太郎　他

P-44 パーキンソン病の発症年齢と大脳皮質菲薄化の関係性についての検討
埼玉医科大学	脳神経内科	 瀬尾　和秀　他

P-45 パーキンソン病におけるマイネルト基底核萎縮
国立病院機構　仙台西多賀病院　脳神経内科	 馬場　　徹　他

P：PD臨床　看護・介護

P-46 PD-LCIG 継続への専門看護外来支援
さっぽろ神経内科病院	 池田　枝里　他

P-47 神経内科病棟におけるパーキンソン病関連疾患患者の転倒要因の分析・検討
国立精神・神経医療研究センター	 月溪　実紀　他

P-48 パーキンソン病で LCIG治療を行う患者の治療導入による日常生活の変化
福岡大学病院　脳神経センター	 山元ちほみ　他

P-49 パーキンソン病患者の入院中の転倒に関連する因子の検討
埼玉県総合リハビリテーションセンター	 牧野　諒平　

P-50 L- ドパ持続経腸療法（LCIG）導入期における看護師の視点からみた	
介入困難事例の検討

聖マリアンナ医科大学　看護部 /聖マリアンナ医科大学　脳神経内科	 井澤　　優　他

P-51 LCIG 導入 8例を経験後の効果的な指導プログラムの作成
地方独立行政法人　広島市立病院機構　広島市立広島市民病院	 真川　　渚　他

P-52 取り下げ
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P-53 パーキンソン病緊急入院によるADL低下因子の検討
聖マリアンナ医科大学脳神経内科	 伊佐早健司　他

P-54 住宅型有料老人ホームにおけるパーキンソン病専門フロアの開設と取り組み
株式会社サンウェルズ　PDハウス小坂	 山本　康盛　他

P-55 進行期パーキンソン病患者のための専門施設の在り方
株式会社　サンウエルズ /PDハウス野芥	 山﨑　　結　他

P-56 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	
～看護師の意識調査とカルテ調査を実施して～

富永病院　看護部	 渡邊　由衣　他

P-57 パーキンソン病患者における advance	care	planning の意識調査
和歌山ろうさい病院　脳神経内科	 梶本　賀義　他

P-58 パーキンソン病患者における便秘と生活の工夫
名古屋学芸大学看護学部 /	
名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻　基礎・臨床看護学講座	 土井　智子　他

P：PD臨床　バイオマーカー・創薬

P-59 パーキンソン病治療を目指した L-DOPA分子組織化薬	（NanoDOPA）	の開発
筑波大学数理物質科学研究科 /筑波大学人間総合科学研究科 /	
筑波大学アイソトープ環境動態研究センター	 長崎　幸夫　他

P-60 L-DOPAチャレンジテストにおける血中レボドパ濃度は早期ジスキネジア	
発症の予測因子となる

国立精神神経医療研究センター	脳神経内科 /東京慈恵会医科大学	脳神経内科	 白石　朋敬　他

P-61 α-シヌクレイン細胞外分泌におけるMAO-B阻害薬の効果の細胞生物学的解析
大阪医科大学内科学Ⅳ・脳神経内科	 中村　善胤　他

P-62 シヌクレインパシー患者に対するα-シヌクレインRT-QUIC 法の有効性の検討
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）	 佐藤　克也　他

P-63 パーキンソン病における血中ホモシステインと認知機能低下の出現に関する検討
横浜神経内科クリニック	 山田　人志　

P：PD臨床　非運動症状

P-64 PD/DLBの概日血圧変動と精神症状および認知症との関連
国立病院機構　宇多野病院　神経内科　臨床研究部	 野元　翔平　他

P-65 パーキンソン病におけるminor	hallucination の臨床的背景は出現	
時間帯により異なる

東京慈恵会医科大学脳神経内科	 大本　周作　他
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P-66 パーキンソン病患者の認知遂行機能・注意力と自動車運転技術についての検討
愛媛大学医学部附属病院		臨床薬理神経内科	 安藤　利奈　他

P-67 幻覚・妄想を呈するPD患者へのドパミンアゴニストからゾニサミドへの	
切り替えの精神・運動症状への影響

大日本住友製薬株式会社	メディカルアフェアーズ部	 丸山　秀徳　他

P-68 認知症のないパーキンソン病における運動症状と視覚機能の関連についての検討
琉球大学大学院医学研究科　循環器・腎臓・神経内科学	 波平　幸裕　他

P-69 パーキンソン病におけるレム期睡眠行動異常症と運動合併症の関連
福岡大学医学部	 馬場　康輔　他

P-70 パーキンソン病では性機能障害が先行する？
国際医療福祉大学　医学部　脳神経内科 /千葉大学　医学部　神経内科 /	
獨協医科大学　脳神経内科	 内山　智之　他

P-71 パーキンソン病患者と顎関節脱臼
奈良県立医科大学　脳神経内科	 形岡　博史　他

P-72 パーキンソン病における転倒予測因子
聖マリアンナ医科大学　脳神経内科	 松本　博文　他

P-73 早期パーキンソン病患者におけるサルコペニアと臨床症状の関連
埼玉医科大学国際医療センター　脳神経内科・脳卒中内科	 長田　高志　他

P-74 パーキンソン病における不眠と夜間頻尿の関連アンケート調査研究
千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学	 平野　成樹　他

P-75 パーキンソン病患者におけるMNA®を用いた栄養評価
札幌医科大学　脳神経内科	 鈴木秀一郎　他

P-76 初発パーキンソン病におけるパレイドリアは右被殻のドパミン作動性	
神経の障害に関連している

東京慈恵会医科大学脳神経内科	 村上　秀友　他

P-77 便秘と再発性の腸捻転を呈したパーキンソン病の1例
東邦大学医療センター佐倉病院脳神経内科	 榊原　隆次　他

P-78 パーキンソン病患者の嚥下障害と体重減少率の関連
福岡大学病院　摂食嚥下センター	 梅本　丈二　他

P-79 パーキンソン病における栄養状態の評価と，嚥下障害に関する因子の	
問診票を用いた検討

東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター　脳神経内科	 宮川　晋治　他

P-80 Parkinson 病	（PD）	の自律神経評価における心拍変動解析	（HRV）	の有用性
琉球大学大学院医学研究科　循環器・腎臓・神経内科学	 宮城　　朋　他

P-81 24時間血圧測定を用いたパーキンソン病患者における血圧変動と	
臨床症状の検討

国立病院機構	西新潟中央病院	脳神経内科	 五十嵐一也　他
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P-53 パーキンソン病緊急入院によるADL低下因子の検討
聖マリアンナ医科大学脳神経内科	 伊佐早健司　他

P-54 住宅型有料老人ホームにおけるパーキンソン病専門フロアの開設と取り組み
株式会社サンウェルズ　PDハウス小坂	 山本　康盛　他

P-55 進行期パーキンソン病患者のための専門施設の在り方
株式会社　サンウエルズ /PDハウス野芥	 山﨑　　結　他

P-56 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	
～看護師の意識調査とカルテ調査を実施して～

富永病院　看護部	 渡邊　由衣　他

P-57 パーキンソン病患者における advance	care	planning の意識調査
和歌山ろうさい病院　脳神経内科	 梶本　賀義　他

P-58 パーキンソン病患者における便秘と生活の工夫
名古屋学芸大学看護学部 /	
名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻　基礎・臨床看護学講座	 土井　智子　他

P：PD臨床　バイオマーカー・創薬

P-59 パーキンソン病治療を目指した L-DOPA分子組織化薬	（NanoDOPA）	の開発
筑波大学数理物質科学研究科 /筑波大学人間総合科学研究科 /	
筑波大学アイソトープ環境動態研究センター	 長崎　幸夫　他

P-60 L-DOPAチャレンジテストにおける血中レボドパ濃度は早期ジスキネジア	
発症の予測因子となる

国立精神神経医療研究センター	脳神経内科 /東京慈恵会医科大学	脳神経内科	 白石　朋敬　他

P-61 α-シヌクレイン細胞外分泌におけるMAO-B阻害薬の効果の細胞生物学的解析
大阪医科大学内科学Ⅳ・脳神経内科	 中村　善胤　他

P-62 シヌクレインパシー患者に対するα-シヌクレインRT-QUIC 法の有効性の検討
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）	 佐藤　克也　他

P-63 パーキンソン病における血中ホモシステインと認知機能低下の出現に関する検討
横浜神経内科クリニック	 山田　人志　

P：PD臨床　非運動症状

P-64 PD/DLBの概日血圧変動と精神症状および認知症との関連
国立病院機構　宇多野病院　神経内科　臨床研究部	 野元　翔平　他

P-65 パーキンソン病におけるminor	hallucination の臨床的背景は出現	
時間帯により異なる

東京慈恵会医科大学脳神経内科	 大本　周作　他
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P-66 パーキンソン病患者の認知遂行機能・注意力と自動車運転技術についての検討
愛媛大学医学部附属病院		臨床薬理神経内科	 安藤　利奈　他

P-67 幻覚・妄想を呈するPD患者へのドパミンアゴニストからゾニサミドへの	
切り替えの精神・運動症状への影響

大日本住友製薬株式会社	メディカルアフェアーズ部	 丸山　秀徳　他

P-68 認知症のないパーキンソン病における運動症状と視覚機能の関連についての検討
琉球大学大学院医学研究科　循環器・腎臓・神経内科学	 波平　幸裕　他

P-69 パーキンソン病におけるレム期睡眠行動異常症と運動合併症の関連
福岡大学医学部	 馬場　康輔　他

P-70 パーキンソン病では性機能障害が先行する？
国際医療福祉大学　医学部　脳神経内科 /千葉大学　医学部　神経内科 /	
獨協医科大学　脳神経内科	 内山　智之　他

P-71 パーキンソン病患者と顎関節脱臼
奈良県立医科大学　脳神経内科	 形岡　博史　他

P-72 パーキンソン病における転倒予測因子
聖マリアンナ医科大学　脳神経内科	 松本　博文　他

P-73 早期パーキンソン病患者におけるサルコペニアと臨床症状の関連
埼玉医科大学国際医療センター　脳神経内科・脳卒中内科	 長田　高志　他

P-74 パーキンソン病における不眠と夜間頻尿の関連アンケート調査研究
千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学	 平野　成樹　他

P-75 パーキンソン病患者におけるMNA®を用いた栄養評価
札幌医科大学　脳神経内科	 鈴木秀一郎　他

P-76 初発パーキンソン病におけるパレイドリアは右被殻のドパミン作動性	
神経の障害に関連している

東京慈恵会医科大学脳神経内科	 村上　秀友　他

P-77 便秘と再発性の腸捻転を呈したパーキンソン病の1例
東邦大学医療センター佐倉病院脳神経内科	 榊原　隆次　他

P-78 パーキンソン病患者の嚥下障害と体重減少率の関連
福岡大学病院　摂食嚥下センター	 梅本　丈二　他

P-79 パーキンソン病における栄養状態の評価と，嚥下障害に関する因子の	
問診票を用いた検討

東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター　脳神経内科	 宮川　晋治　他

P-80 Parkinson 病	（PD）	の自律神経評価における心拍変動解析	（HRV）	の有用性
琉球大学大学院医学研究科　循環器・腎臓・神経内科学	 宮城　　朋　他

P-81 24時間血圧測定を用いたパーキンソン病患者における血圧変動と	
臨床症状の検討

国立病院機構	西新潟中央病院	脳神経内科	 五十嵐一也　他
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P-82 パーキンソン病患者の意欲低下および日中過眠に対するロピニロール	
貼付剤の効果の検討

岡山赤十字病院　脳神経内科	 武久　　康　他

P-83 パーキンソン病患者の認知・運動機能と咀嚼運動との関連性
福岡大学病院摂食嚥下センター	 佐野　大成　他

P：PD臨床　薬物治療

P-84 パーキンソン病患者におけるラサギリン投与のPDQ-39 情緒安定性に	
対する効果：国内治験 post-hoc 解析

順天堂大学医学部	神経学講座（脳神経内科）	 服部　信孝　他

P-85 パーキンソン病における経口ドパミンアゴニスト製剤からロチゴチン	
貼付剤への切り替え方法による影響

福岡大学薬学部　実務薬剤学 /福岡大学病院　薬剤部	 安高　勇気　他

P-86 経口薬の最適化が不十分なパーキンソン病患者をスクリーニングする手法
（MANAGE-PD）のビネット法による評価

University	of	Padua,	Padua,	Italy;		 Antonini Angelo　他

P-87 パーキンソン病治療におけるプレガバリンの影響
名古屋市総合リハビリテーションセンター神経内科 /名古屋市立大学脳神経内科 /	
名古屋市立西部医療センター脳神経内科	 堀本　佳彦　他

P-88 パーキンソン病患者におけるレボドパ投与が血清亜鉛値に影響している	
可能性がある

三重大学医学部附属病院　脳神経内科	 松山　裕文　他

P-89 Parkinson 病患者における Levodopa 代謝変化と各代謝酵素阻害剤の関係
順天堂大学大学院	神経学 /順天堂大学医学部附属順天堂医院	薬剤部	 中鏡　暁子　他

P-90 パーキンソン病患者の服薬状況に影響を与える要因の検討
国立精神・神経医療研究センター病院　薬剤部	 北浦　　円　他

P：PD臨床　リハビリ

P-91 進行期パーキンソン病利用者に対する運動療法の取り組み
株式会社　サンウェルズ　PDハウス白山	 田村　研人　他

P-92 パーキンソン病におけるすくみ足の臨床的経過
国立病院機構　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	 澤田　　誠　他

P-93 パーキンソン病患者のステップ運動における視覚的手掛かりの有無が	
歩き始めに及ぼす影響

村上華林堂病院 /国際医療福祉大学大学院	 高塚翔太郎　他
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P-94 パーキンソン病に対する3,3,7 拍子にあわせた四つ這い動作訓練
聖隷浜松病院	リハビリテーション部	 仲山　知宏　他

P-95 パーキンソン病患者の歩行開始動作における予測的姿勢調節の変動性と	
すくみ足の関連

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 /	
神戸大学大学院　保健学研究科	 永井　厚志　他

P-96 パーキンソン病におけるフレイル合併率―握力・歩行速度の低下
東海大学医学部付属八王子病院　神経内科	 野川　　茂　他

P-97 パーキンソン病患者における静止立位時の姿勢障害の分類
畿央大学大学院	健康科学研究科	神経リハビリテーション学研究室 /	
医療法人友紘会	西大和リハビリテーション病院	 藤井慎太郎　他

P-98 パーキンソン病の衝動性に対するマインドフルネス瞑想法の効果
和歌山県立医科大学	 高　　真守　他

P-99 L-dopa 治療とリハビリテーションによりすくみ足の改善を示した	
進行性核上性麻痺患者の一症例

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 /畿央大学大学院健康科学研究科	 甲斐　太陽　他

P-100 パーキンソン病患者における胸腹部可動性と呼吸機能の関連		
～呼吸運動評価スケールを用いての検討～

医療法人財団　華林会　村上華林堂病院　リハビリテーション科	 古川　晃大　他

P-101 パーキンソン病患者の前頭葉機能低下が構音・発声・嚥下訓練の効果に	
与える影響

医療法人財団　華林会　村上華林堂病院　リハビリテーション科	 木村　一喜　他

P-102 パーキンソン病患者の順序ボタン押し課題の特徴とリハビリ効果
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院　リハビリテーション科 /	
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院　神経内科 /	
兵庫医科大学病院	リハビリテーション科	 丸本　浩平　他

P-103 ウェアラブルセンサーによる大脳皮質基底核変性症の歩行解析
佛教大学保健医療技術学部理学療法学科	 石井　光昭　他

P-104 パーキンソン病患者の自宅生活におけるすくみ足の新たな定量的評価方法
西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部 /	
畿央大学大学院健康科学研究科	 西　　祐樹　他

P-105 パーキンソン病の歩行障害に対するロボットスーツHAL® の効果の検討
福岡大学病院　リハビリテーション部	 堀　　貴仁　他

P-106 パーキンソン病患者の運動機能の特徴付けを目的としたウェアラブル	
マルチセンサー技術の応用に関する研究

順天堂大学医学部	神経学講座	 大山　彦光　他

P-107 HONDA歩行アシストを使用し歩行率の改善を認めたパーキンソン病の一例
社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　脳卒中脳神経リハ科	 鹿川　彰文　他
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P-82 パーキンソン病患者の意欲低下および日中過眠に対するロピニロール	
貼付剤の効果の検討

岡山赤十字病院　脳神経内科	 武久　　康　他

P-83 パーキンソン病患者の認知・運動機能と咀嚼運動との関連性
福岡大学病院摂食嚥下センター	 佐野　大成　他

P：PD臨床　薬物治療

P-84 パーキンソン病患者におけるラサギリン投与のPDQ-39 情緒安定性に	
対する効果：国内治験 post-hoc 解析

順天堂大学医学部	神経学講座（脳神経内科）	 服部　信孝　他

P-85 パーキンソン病における経口ドパミンアゴニスト製剤からロチゴチン	
貼付剤への切り替え方法による影響

福岡大学薬学部　実務薬剤学 /福岡大学病院　薬剤部	 安高　勇気　他

P-86 経口薬の最適化が不十分なパーキンソン病患者をスクリーニングする手法
（MANAGE-PD）のビネット法による評価

University	of	Padua,	Padua,	Italy;		 Antonini Angelo　他

P-87 パーキンソン病治療におけるプレガバリンの影響
名古屋市総合リハビリテーションセンター神経内科 /名古屋市立大学脳神経内科 /	
名古屋市立西部医療センター脳神経内科	 堀本　佳彦　他

P-88 パーキンソン病患者におけるレボドパ投与が血清亜鉛値に影響している	
可能性がある

三重大学医学部附属病院　脳神経内科	 松山　裕文　他

P-89 Parkinson 病患者における Levodopa 代謝変化と各代謝酵素阻害剤の関係
順天堂大学大学院	神経学 /順天堂大学医学部附属順天堂医院	薬剤部	 中鏡　暁子　他

P-90 パーキンソン病患者の服薬状況に影響を与える要因の検討
国立精神・神経医療研究センター病院　薬剤部	 北浦　　円　他

P：PD臨床　リハビリ

P-91 進行期パーキンソン病利用者に対する運動療法の取り組み
株式会社　サンウェルズ　PDハウス白山	 田村　研人　他

P-92 パーキンソン病におけるすくみ足の臨床的経過
国立病院機構　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	 澤田　　誠　他

P-93 パーキンソン病患者のステップ運動における視覚的手掛かりの有無が	
歩き始めに及ぼす影響

村上華林堂病院 /国際医療福祉大学大学院	 高塚翔太郎　他
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P-94 パーキンソン病に対する3,3,7 拍子にあわせた四つ這い動作訓練
聖隷浜松病院	リハビリテーション部	 仲山　知宏　他

P-95 パーキンソン病患者の歩行開始動作における予測的姿勢調節の変動性と	
すくみ足の関連

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 /	
神戸大学大学院　保健学研究科	 永井　厚志　他

P-96 パーキンソン病におけるフレイル合併率―握力・歩行速度の低下
東海大学医学部付属八王子病院　神経内科	 野川　　茂　他

P-97 パーキンソン病患者における静止立位時の姿勢障害の分類
畿央大学大学院	健康科学研究科	神経リハビリテーション学研究室 /	
医療法人友紘会	西大和リハビリテーション病院	 藤井慎太郎　他

P-98 パーキンソン病の衝動性に対するマインドフルネス瞑想法の効果
和歌山県立医科大学	 高　　真守　他

P-99 L-dopa 治療とリハビリテーションによりすくみ足の改善を示した	
進行性核上性麻痺患者の一症例

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 /畿央大学大学院健康科学研究科	 甲斐　太陽　他

P-100 パーキンソン病患者における胸腹部可動性と呼吸機能の関連		
～呼吸運動評価スケールを用いての検討～

医療法人財団　華林会　村上華林堂病院　リハビリテーション科	 古川　晃大　他

P-101 パーキンソン病患者の前頭葉機能低下が構音・発声・嚥下訓練の効果に	
与える影響

医療法人財団　華林会　村上華林堂病院　リハビリテーション科	 木村　一喜　他

P-102 パーキンソン病患者の順序ボタン押し課題の特徴とリハビリ効果
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院　リハビリテーション科 /	
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院　神経内科 /	
兵庫医科大学病院	リハビリテーション科	 丸本　浩平　他

P-103 ウェアラブルセンサーによる大脳皮質基底核変性症の歩行解析
佛教大学保健医療技術学部理学療法学科	 石井　光昭　他

P-104 パーキンソン病患者の自宅生活におけるすくみ足の新たな定量的評価方法
西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部 /	
畿央大学大学院健康科学研究科	 西　　祐樹　他

P-105 パーキンソン病の歩行障害に対するロボットスーツHAL® の効果の検討
福岡大学病院　リハビリテーション部	 堀　　貴仁　他

P-106 パーキンソン病患者の運動機能の特徴付けを目的としたウェアラブル	
マルチセンサー技術の応用に関する研究

順天堂大学医学部	神経学講座	 大山　彦光　他

P-107 HONDA歩行アシストを使用し歩行率の改善を認めたパーキンソン病の一例
社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　脳卒中脳神経リハ科	 鹿川　彰文　他
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P-108 Gait	Judge	system® を用いた視覚的フィードバックにより歩容の	
改善が得られたパーキンソン病の一例

社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　脳卒中脳神経リハ科	 鵜飼　正二　他

P-109 LSVT®　BIGを実施し 1年後の機能維持が乏しかった症例の検討
荒尾市民病院	 安楽　一也　他

P-110 赤外線深度カメラによる健常者の自由歩行解析
千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学	 鈴木　政秀　他

P：PD臨床　臨床試験

P-111 進行期パーキンソン病患者における実臨床でのレボドパ - カルビドパ	
配合経腸用液療法のジスキネジア改善効果

University	of	Alabama	at	Birmingham,	Birmingham,	Alabama,	United	States	  
 STANDAERT DAVID　他

P-112 臨床試験時と日常診療時のPD患者背景と課題
済生会今治病院　脳神経内科 /済生会今治病院　臨床研究センター	 野元　正弘　他

P-113 Baseline	characteristics	of	Parkinson’s	disease	participants		
in	the	phase1	PULSE	study	of	cinpanemab

Biogen	Japan	 Toda Yasuo　他

P-114 PD	Brain-Immune-Gut	（BIG）	Network	レジストリの構築
藤田医科大学医学部　脳神経内科学	 水谷　泰彰　他

P：基礎　神経科学

P-115 GBA1ノックアウトメダカを用いたGBA1関連αシヌクレイノパチーの	
疾患修飾薬の探索

京都大学大学院医学研究科臨床神経学	 中西　悦郎　他

P-116 ヒト多能性幹細胞を用いたドパミン作動性神経を有する脳幹オルガノイドの開発
奈良県立医科大学　脳神経内科学	 江浦　信之　他

P-117 Detection	of	genetic	modifiers	in	PRKN
順天堂大学脳神経内科	 大垣光太郎　他

P-118 Analysis	of	the	transcription	responses	through	histone		
modifications	triggered	by	alpha-synuclein

東北大学	脳神経内科	 中村　貴彬　他

P-119 グルコセレブロシダーゼ遺伝子変異を伴う家族性パーキンソン病家系
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター	 神里　尚美　他
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P-120 αシヌクレインの凝集を誘発する物質の探索
名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻病態解析学	 藤枝　愛生　他

P-121 ロテノン誘発ドパミン神経障害におけるアストロサイト－ミクログリア連関
岡山大院・医歯薬・脳神経機構学	 宮崎　育子　他

P-122 オリゴデンドロサイト特異的αシヌクレイン蓄積による小脳型多系統	
萎縮症モデルの樹立

九州大学大学院医学研究院神経内科学	 松瀬　　大　他

P-123 Generation	of	a	human	iPS	cell	line	derived	from	a	Parkinson's	
disease	patient	with	SNCA	duplication

京都大学大学院医学研究科臨床神経学 /	
理化学研究所バイオリソース研究センター /京都大学 iPS細胞研究所	 鈴木　英文　他

P-124 パーキンソン病モデルラットの作成
京都大学大学院医学研究科　臨床神経学	 田口　智之　他

P：基礎　病理

P-125 パーキンソン病および関連疾患の診断精度	―	日本病理剖検輯報に基づく検討
名古屋市総合リハビリテーションセンター神経内科	 堀本　佳彦　他

P-126 PD皮膚生検検体における自然免疫の解析
NHO仙台西多賀病院	 大泉　英樹　他

P-127 CBDの臨床診断は可能か？	臨床診断CBSの剖検例を通じその可能性を探る
東京都立神経病院　脳神経内科	 興津　雅人　他

P-128 Lewy小体病理とPSP病理を合併した死亡時79歳の女性剖検例
東京大学医学部附属病院　脳神経内科	 大塚　十里　他

P-129 高齢発症多系統萎縮症の臨床病理学的検討
新潟大学脳研究所神経内科	 荻根沢真也　他

P：ジストニア・コレア・振戦

P-130 Huntington 病、Parkinson 病での一次運動野皮質興奮性の検討
国立病院機構相模原病院　神経内科 /北里大学医学部付属病院　脳神経内科	 冨樫　尚彦　他

P-131 SGCE遺伝子に新規変異 c.272T>Gを認めたDYT11の一家系
順天堂大学脳神経内科	 岡田　畔奈　他

P-132 頸部ジストニアの発症年齢の男女差の検討
大阪脳神経外科病院　神経内科	 松本　真一　他
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P-108 Gait	Judge	system® を用いた視覚的フィードバックにより歩容の	
改善が得られたパーキンソン病の一例

社会医療法人財団慈泉会　相澤病院　脳卒中脳神経リハ科	 鵜飼　正二　他

P-109 LSVT®　BIGを実施し 1年後の機能維持が乏しかった症例の検討
荒尾市民病院	 安楽　一也　他

P-110 赤外線深度カメラによる健常者の自由歩行解析
千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学	 鈴木　政秀　他

P：PD臨床　臨床試験

P-111 進行期パーキンソン病患者における実臨床でのレボドパ - カルビドパ	
配合経腸用液療法のジスキネジア改善効果

University	of	Alabama	at	Birmingham,	Birmingham,	Alabama,	United	States	  
 STANDAERT DAVID　他

P-112 臨床試験時と日常診療時のPD患者背景と課題
済生会今治病院　脳神経内科 /済生会今治病院　臨床研究センター	 野元　正弘　他

P-113 Baseline	characteristics	of	Parkinson’s	disease	participants		
in	the	phase1	PULSE	study	of	cinpanemab

Biogen	Japan	 Toda Yasuo　他

P-114 PD	Brain-Immune-Gut	（BIG）	Network	レジストリの構築
藤田医科大学医学部　脳神経内科学	 水谷　泰彰　他

P：基礎　神経科学

P-115 GBA1ノックアウトメダカを用いたGBA1関連αシヌクレイノパチーの	
疾患修飾薬の探索

京都大学大学院医学研究科臨床神経学	 中西　悦郎　他

P-116 ヒト多能性幹細胞を用いたドパミン作動性神経を有する脳幹オルガノイドの開発
奈良県立医科大学　脳神経内科学	 江浦　信之　他

P-117 Detection	of	genetic	modifiers	in	PRKN
順天堂大学脳神経内科	 大垣光太郎　他

P-118 Analysis	of	the	transcription	responses	through	histone		
modifications	triggered	by	alpha-synuclein

東北大学	脳神経内科	 中村　貴彬　他

P-119 グルコセレブロシダーゼ遺伝子変異を伴う家族性パーキンソン病家系
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター	 神里　尚美　他
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P-120 αシヌクレインの凝集を誘発する物質の探索
名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻病態解析学	 藤枝　愛生　他

P-121 ロテノン誘発ドパミン神経障害におけるアストロサイト－ミクログリア連関
岡山大院・医歯薬・脳神経機構学	 宮崎　育子　他

P-122 オリゴデンドロサイト特異的αシヌクレイン蓄積による小脳型多系統	
萎縮症モデルの樹立

九州大学大学院医学研究院神経内科学	 松瀬　　大　他

P-123 Generation	of	a	human	iPS	cell	line	derived	from	a	Parkinson's	
disease	patient	with	SNCA	duplication

京都大学大学院医学研究科臨床神経学 /	
理化学研究所バイオリソース研究センター /京都大学 iPS細胞研究所	 鈴木　英文　他

P-124 パーキンソン病モデルラットの作成
京都大学大学院医学研究科　臨床神経学	 田口　智之　他

P：基礎　病理

P-125 パーキンソン病および関連疾患の診断精度	―	日本病理剖検輯報に基づく検討
名古屋市総合リハビリテーションセンター神経内科	 堀本　佳彦　他

P-126 PD皮膚生検検体における自然免疫の解析
NHO仙台西多賀病院	 大泉　英樹　他

P-127 CBDの臨床診断は可能か？	臨床診断CBSの剖検例を通じその可能性を探る
東京都立神経病院　脳神経内科	 興津　雅人　他

P-128 Lewy小体病理とPSP病理を合併した死亡時79歳の女性剖検例
東京大学医学部附属病院　脳神経内科	 大塚　十里　他

P-129 高齢発症多系統萎縮症の臨床病理学的検討
新潟大学脳研究所神経内科	 荻根沢真也　他

P：ジストニア・コレア・振戦

P-130 Huntington 病、Parkinson 病での一次運動野皮質興奮性の検討
国立病院機構相模原病院　神経内科 /北里大学医学部付属病院　脳神経内科	 冨樫　尚彦　他

P-131 SGCE遺伝子に新規変異 c.272T>Gを認めたDYT11の一家系
順天堂大学脳神経内科	 岡田　畔奈　他

P-132 頸部ジストニアの発症年齢の男女差の検討
大阪脳神経外科病院　神経内科	 松本　真一　他
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P-133 瀬川病における臨床的多様性
医療法人社団昌仁醫修会　瀬川記念小児神経学クリニック	 星野　恭子　他

P-134 ミオクローヌス・ジストニアに対するGPi-DBS
都立神経病院　脳神経内科	 池澤　　淳　他

P-135 小児期発症の遺伝性 hyperkinetic	movement	disorders に対する	
淡蒼球内節刺激療法の経験

東京都立神経病院神経小児科	 柏井　洋文　他

P-136 Orthostatic	tremor の経過に関する検討
札幌パーキンソンMS神経内科クリニック	 田代　　淳　他
	

P：非定型パーキンソニズム

P-137 脳血流SPECT、DATスキャンに診断できたレビー小体病の一例
聖志会　渡辺病院	 稲山　靖弘　他

P-138 パーキンソニズムを認めたSCA17における神経画像的検討
藤元総合病院	 穂原　貴裕　他

P-139 MSA-P の白質における神経炎症とミエリン変化の解析；MRI 研究
順天堂大学	脳神経内科	 小川　　崇　他

P-140 取り下げ

P-141 アパシーとパーキンソニズムで発症した神経スウィート病疑いの1例
埼玉医科大学　脳神経内科	 伊藤　康男　他

P-142 REM	sleep	without	atonia を認める多系統萎縮症患者の睡眠指標の検討
国立精神・神経医療研究センター（NCNP），脳神経内科 /	
国立精神・神経医療研究センター（NCNP），睡眠障害センター	 齊藤　勇二　他

P-143 進行性すくみ足を伴う進行性核上性麻痺の認知機能障害	
～ Richardson 症候群との比較検討～

独立行政法人国立病院機構東名古屋病院リハビリテーション科	 小林　孝輔　他

P-144 迷走神経超音波検査によるパーキンソン症候群の鑑別
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院	 阿部宗一郎　他

P-145 自律神経障害が長期先行した多系統萎縮症の一例
兵庫県立淡路医療センター	 宮﨑　由道　他

P-146 中小脳脚 sT1w/T2w比は	MSA-C における早期変化を検出できる
千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学	 杉山淳比古　他

P-147 反復経頭蓋磁気刺激を用いた進行性核上性麻痺における神経可塑性の検討
鳥取大学脳神経内科	 本田　　誠　他
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P-148 10年を超える長期入院で経過を見たMSAが疑われた2症例
独立行政法人国立病院機構熊本南病院　脳神経内科	 阪本　徹郎　他

P-149 多系統萎縮症における髄液5-HIAAと自律神経不全の重症度との関係
藤田医科大学病院　脳神経内科 /藤田医科大学病院　中部国際空港診療所	 長尾龍之介　他

P-150 プリズム順応課題を用いた進行性核上性麻痺における小脳機能の評価
鳥取大学医学部附属病院脳神経内科	 清水　崇宏　他

P-151 進行性核上性麻痺患者の垂直性眼球運動障害と生命予後の関係
国立病院機構	宇多野病院	脳神経内科	 石原　稔也　他

P-152 ドパミンアゴニストの中止により開口ジストニアが軽快した進行性	
核上性麻痺の1例

埼玉医科大学　臨床研修センター	 水本　崚允　他

P-153 レボドパチャレンジテストにおけるパーキンソン病と進行性核上性	
麻痺の比較検討

天理よろづ相談所病院　脳神経内科	 八木田　薰　他

P-154 高度な両下肢痙性を呈したレビー小体病の剖検例
国立病院機構	西新潟中央病院	脳神経内科	 黒羽　泰子　他

P-155 Alzheimer 病が合併したと考えられるParkinson 病患者の臨床的特徴の検討
日本医科大学　脳神経内科	 古寺　紘人　他

P-156 パーキンソン病および多系統萎縮症における血中活性型ビタミンD値と	
臨床症状の関連性について

福岡大学病院　脳神経内科学教室	 小倉　玄睦　他
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