第５０回 日本運動障害研究会プログラム
【当番幹事】 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 神経内科
部長 上坂 義和

日

時

２０１５年７月１８日（土）

時

間

１３：５０～１８：００

会

場

大日本住友製薬（株）東京本社 １０階会議室
東京都中央区京橋 1 丁目 13 番 1 号

TEL 03－5159－2500

参 加 費

１,０００円(当日会場でお支払いください)

年 会 費

１,０００円(未納の方は当日会場でお支払いください)

発表時間

各演題、討論を含めて１３分、時間厳守でお願い致します

会

希望病院

長

のぞみ高次脳機能研究所 所長 植木 彰

※当研究会は日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育研修会
５単位に認定されております
研究会ホームページ

http://www.undoshogai.jp/

共催 日 本 運 動 障 害 研 究 会
大日本住友製薬株式会社

情報提供【１３：５０～１４：００】
レボドパ賦活型パーキンソン病治療薬

ＳＥＳＳＩＯＮ
＜座長＞

Ⅰ

太田熱海病院

『 トレリーフ錠 』

最新の話題

【１４：０５～１５：２５】

脳神経センター

センター長

山根 清美 先生

１． LOVA(Long-standing Overt Ventriculomegaly in Adults)の 1 例
〇山脇 健盛、上村 鉄平、前谷 勇太、河野 通裕、上利
広島市立広島市民病院

大、野村 栄一

２．PARK2 遺伝子に変異を認めた若年性パーキンソン病の双子例
〇森松 暁史、飯國 洋一郎、山田 茜、佐々木 格、白田 明子、山根 清美
太田熱海病院 脳神経センター 神経内科

３．健常成人における体重免荷率の変化に関連したヒラメ筋 H-reflex の変調
〇川上 貴弘２）、長岡 正範１）
順天堂大学大学院 リハビリテーション医学１）
千葉県立リハビリテーションセンター２）
４．DaT SCAN

早期像の活用症例

〇柏原 健一、北山 通朗、濱口 敏和
岡山旭東病院 神経内科
５．パーキンソン病における Subjective Postural Vertical
〇岡田 洋平１）２）３）、柴田 智広 4)、喜多 頼弘２）５）、中村 潤二２）５）、岡本 昌幸５）、
庄本 康治１）２）、冷水 誠１）２）３）、森岡 周１）２）３）
畿央大学 健康科学部 理学療法科１）
畿央大学大学院 健康科学研究科２）
畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター３）
九州工業大学大学院 生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻４）
西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部５）
６．硬膜動静脈瘻によりパーキンソニズムをきたした６４歳男性例
〇森山哲也１）、塩飽尭之１）、原田 悠１）、寺門利雄２）、滝川知司２）、渡邊雅彦１）、山本哲也２）、
玉岡 晃１）
筑波大学医学医療系 神経内科学１）
筑波大学医学医療系 脳神経外科学２）

ＳＥＳＳＩＯＮ
＜座長＞

Ⅱ

【１５：２５～１６：４５】

順天堂大学医学部附属浦安病院

リハビリテーション科
教授
林

７．脊髄半切後の横隔膜運動単位の活動
〇奥野 裕佳子１）、冨田 和秀１）、古家 宏樹２）、佐々木 誠一２）
茨城県立医療大学 理学療法学科１） 医科学センター２）

明人 先生

８. A 群 β 溶血性連鎖球菌感染後に身振い様不随意運動を生じた成人の１例
〇丸田 恭子１）、内田 裕一１）、園田 至人１）、中尾 直樹２）
国立病院機構 南九州病院 神経内科１）
愛知医科大学 神経内科２）

９．強制把握と模倣行為を合併した脳梗塞の一例
〇渡辺 大輔１）、松延 郁恵１）、大熊 泰之２）、長岡 正範３）
順天堂大学医学部附属静岡病院 リハビリテーション室１）
順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経内科２）
順天堂大学医学部附属順天堂医院 リハビリテーション科３）

１０．当院のパーキンソン病患者における骨粗鬆症の検討
〇松村 公男、前田 明子、神﨑 真実、上坂 義和
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 神経内科
冲中記念成人病研究所

１１．急性期病院でのパーキンソン病患者に対する
Lee Silverman Voice Treatment（LSVT

LOUD）の検討

〇酒井 譲１）２）、Koeder 鎌倉 千紗子１）、西山 あゆみ１）、植田 修二郎１）、林 祐介１）、
早坂 さち１）、二村 理乃１）、相場 彩子１）、志村 秀樹３）、林 明人１）２）
順天堂大学医学部附属浦安病院 リハビリテーション科１）
順天堂大学大学院リハビリテーション医学２）
順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科３）

１２．携帯歩行計を用いた片麻痺患者の歩行解析
〇相場 彩子 1)2)、西山 あゆみ 1)、志村 秀樹 2)、卜部 貴夫 2)、米山 満 3)、三苫 博 4)、林 明人 1)2)
1)順天堂大学医学部附属浦安病院 リハビリテーション科
2)順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科
3)株式会社 MCHC R&D シナジーセンター
4)東京医科大学 医学教育学講座

───────

特別講演
＜座長＞

coffee break

───────

【１７：００～１８：００】

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院
部長

神経内科

上坂

義和 先生

『 到達運動の最適化と誤差の信号 』
大阪大学大学院生命機能研究科 教授

北澤

茂

先生

［ ご案内図 ］

※会場は東京本社でございます

Ｊ

Ｒ：「東京駅」（八重洲口）より 徒歩 約８分

地下鉄：東京メトロ「京橋駅」、都営地下鉄「宝町駅」より徒歩 約５分
なお、駐車場は大日本住友製薬（株）東京本社にはございません
東京都駐車場公社八重洲駐車場（TEL 03-3563-6476）または東京都駐車場公社宝町
駐車場（TEL 03-3563-6471）をご利用ください

日本運動障害研究会

事務局

順天堂大学医学部附属浦安病院 リハビリテーション科
〒279-0021 千葉県浦安市富岡 2-1-1
TEL 047-353-3111

FAX 047-353-3138

