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第 1日　11 月 5日（火）
特設会場 第 1会場 第 2会場 第 3会場 第 4会場

国立大ホール 501+502 503 511+512 303

開会挨拶

理事長講演
「頭痛と睡眠障害研究から紐解く神経治療」

座長：亀井　　聡 / 演者：平田　幸一
9:40 ～ 10:10

国際化 ・創薬関連シンポジウム
「神経疾患における医療ニーズ調査の報告」

座　長：中村　治雅
登壇者：平田　幸一、中村　治雅、
　　　　鈴木　啓介、和田　健二

10:25 ～ 11:25

社員総会
13:00 ～ 13:50

学会賞表彰式

ASENT 講演
「Lessons Learned: Challenges in the 

Design of  the First Pivotal Phase III 
Trials for a New Indication」

座長：平田　幸一、藤原　一男
演者：Andrew Cole

14:00 ～ 15:00

会長講演
「未来へつなぐ神経治療学―自己免疫性脳炎の発展―」

座長：平田　幸一 / 演者：亀井　　聡
9:10 ～ 9:40

特別講演
座長：亀井　　聡、望月　秀樹
演者：Ruey-Meei Wu

15:00 ～ 15:45

シンポジウム 2
「認知症のバイオマーカーと

早期診断 update」
座長：冨本　秀和、松川　則之
演者：冨本　秀和、佐原　成彦、
　　　古川　勝敏、橋本　康弘、
　　　徳田　隆彦

16:00 ～ 18:00

ランチョンセミナー 4
「対応すべき幅広いパーキンソン病の症状」

座長：小野賢二郎
演者：永山　　寛
共催：エフピー（株）

11:45 ～ 12:45

イブニングセミナー 1
「重症筋無力症と血液浄化療法」
座長：鈴木　重明
演者：増田　眞之、鵜沢　顕之
共催：旭化成メディカル（株）

18:15 ～ 19:15

医師口演 2
「脳血管障害 1」
座長：長谷川泰弘

（OD2-1 ～ OD2-6）
10:25 ～ 11:25

ランチョンセミナー 1
「Application of Pharmacogenomics for 

Parkinson's disease」
座長：服部　信孝　　　
演者：Ruey-Meei Wu　　　
共催：大日本住友製薬（株）

11:45 ～ 12:45

ランチョンセミナー 3
「ファブリー病における治療のパラダイムシフト；

薬理学的シャペロン療法」
座長：中里　良彦
演者：酒井　規夫、徳永　惠子
共催：アミカス・セラピューティクス（株）

11:45 ～ 12:45

医師口演 1
「筋疾患」

座長：戸田　達史
（OD1-1 ～ OD1-6）

10:25 ～ 11:25

医師口演 3
「髄膜炎、脳脊髄炎」

座長：濵野　忠則
（OD3-1 ～ OD3-7）

10:25 ～ 11:25

シンポジウム 4
「神経変性疾患に対する医師主導

治験とエビデンス構築」
座長：桑原　　聡、青木　正志、
　　　祖父江　元
演者：祖父江　元、佐久嶋　研、
　　　辻　　省次、和泉　唯信

16:00 ～ 18:00

医師口演 4
「パーキンソン病 1」

座長：永井　将弘
（OD4-1 ～ OD4-6）

10:25 ～ 11:25

ランチョンセミナー 2
「多発性硬化症治療の今 

～脳神経内科医の腕の見せどころ」
座長：山村　　隆　　　　
演者：河内　　泉　　　　
共催：武田薬品工業（株）

11:45 ～ 12:45

シンポジウム 1
「神経領域における創薬研究の新たな

展開：神経機能の回復をめざして」
座長：藤原　一男、藤岡　俊樹　
演者：名越　慈人、髙橋　　淳、
　　　佐々木祐典、山下　俊英

16:00 ～ 18:00

シンポジウム 3
「神経疾患の予防医学」

座長：桂　研一郞、永田栄一郎
演者：島田　裕之、大澤　郁朗、
　　　吉川　弘明、桂　研一郞、
　　　永田栄一郎

16:00 ～ 18:00
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「LRRK 2 gene mutations in the 
pathophysiology of the ROCO domain and 
therapeutic targets for Parkinson’s disease」
演者：Ruey-Meei Wu
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ランチョンセミナー 9
「MS 病態進行における最新知見」
座長：藤原　一男
演者：中原　　仁
共催：ノバルティス ファーマ（株）

11:45 ～ 12:45

ポスター会場
301+302

医師口演 7
「感染・炎症性疾患」

座長：花島　律子
（OD7-1 ～ OD7-6）

10:25 ～ 11:25

ランチョンセミナー 6
「重症筋無力症の新しい分類と治療戦略」

座長：野村　恭一
演者：村井　弘之
共催：（一社）日本血液製剤機構

11:45 ～ 12:45

ケースカンファレンス 1
テーマ：筋萎縮性側索硬化症
総合司会：杉浦　　真、北山　通朗
アドバイザー：荻野美恵子
ファシリテーター：

北口　浩史、花井亜紀子、
深田　育代、木田　耕太、
安井　建一、中本　富美、
古川　　裕

16:00 ～ 18:00

シンポジウム 5
「脳卒中におけるトランスレーショ

ナル・リサーチ」
座長：平野　照之、小野寺　理
演者：吾郷　哲朗、宮武　聡子、
　　　猪原　匡史、仁藤智香子、
　　　川堀　真人

16:00 ～ 18:00

医師口演 6
「神経疾患」

座長：溝渕　雅広
（OD6-1 ～ OD6-6）

10:25 ～ 11:25

教育講演 1
「誰でも分かる核酸医薬品の

基本と臨床」
オーガナイザー：横田　隆徳
座長：横田　隆徳
演者：横田　隆徳、西川　元也、
　　　永田　哲也、佐橋健太郎
共催：日本核酸医薬学会

16:00 ～ 18:00

医師口演 5
「脊髄性筋萎縮症」

座長：田中　章景
（OD5-1 ～ OD5-6）

10:25 ～ 11:25

メディカルスタッフレクチャー 2
「臨床に役立つ神経伝導検査の実際」
座長：今井　富裕 / 演者：逸見　祥司

16:40 ～ 17:20

マラソンレクチャー 1
「神経疾患の画像診断（1）　神経変性疾患」

座長：瀧山　嘉久 / 演者：池田　佳生
10:25 ～ 11:05

メディカルスタッフレクチャー 1
「今日から始める神経筋超音波検査」
座長：西山　和利 / 演者：澁谷　和幹

16:00 ～ 16:40

メディカルスタッフ口演 1
「リハビリテーション 1」

座長：瀧澤　俊也
（OM1-1 ～ OM1-6）

10:25 ～ 11:25

ランチョンセミナー 7
「FUS - 広がる振戦治療の可能性 -」

座長：望月　秀樹
演者：前澤　　聡、服部　憲明
共催：InSightec Japan（株）

11:45 ～ 12:45

ランチョンセミナー 5
「パーキンソン病の病態と治療 update： 
ドパミンアゴニストの位置づけを含めて」

座長：花島　律子
演者：渡辺　宏久
共催：大塚製薬（株）

11:45 ～ 12:45

メディカルスタッフレクチャー 3
「臨床に役立つ針筋電図検査の実際」
座長：園生　雅弘 / 演者：宮地　洋輔

17:20 ～ 18:00

ランチョンセミナー 8
「ドパミンアゴニストの臨床適用レ

ビュー～新規貼付剤の登場～」
座長：野元　正弘
演者：前田　哲也
共催：協和キリン（株）

11:45 ～ 12:45
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第 2日　11 月 6日（水）
特設会場 第 1会場 第 2会場 第 3会場 第 4会場

国立大ホール 501+502 503 511+512 303

シンポジウム 6
「神経難病におけるトランスレー

ショナル・リサーチ」
座長：青木　正志、勝野　雅央
演者：石川　欽也、保住　　功、
　　　漆谷　　真、青木　正志

9:00 ～ 11:00

シンポジウム 7
「免疫性神経疾患診療の最前線」
座長：楠　　　進、藤原　一男
演者：中島　一郎、桑原　　基、
　　　小池　春樹、村井　弘之、
　　　西野　一三

9:00 ～ 11:00

モーニングセミナー 1
「結節性硬化症に伴うてんかんの多様性

と治療戦略」
座長：池田　昭夫 / 演者：神　　一敬
共催：ノバルティス ファーマ（株）

8:00 ～ 8:45

シンポジウム 8
「地域で支える神経難病診療体制の

現状と展望」
座長：鈴木　正彦、尾方　克久
演者：吉野　　英、清水　哲郎、
　　　荻野　　裕、余郷麻希子

9:00 ～ 11:00

医師口演 8
「頭痛」

座長：山口　修平
（OD8-1 ～ OD8-6）

11:10 ～ 12:10

医師口演 9
「脳血管障害 2」
座長：髙尾　昌樹

（OD9-1 ～ OD9-6）
11:10 ～ 12:10

シンポジウム 9
「パーキンソン病の新規治療戦略」

座長：服部　信孝、渡辺　宏久
演者：前田　哲也、長谷川隆文、
　　　波田野　琢、大山　彦光

9:00 ～ 11:00

医師口演 10
「末梢神経障害 1」
座長：野村　恭一

（OD10-1 ～ OD10-4）
11:10 ～ 12:10

ランチョンセミナー 10
「パーキンソン病の診断と治療 

～サフィナミドへの期待を含めて～」
座長：坪井　義夫
演者：服部　信孝
共催：エーザイ（株）

12:30 ～ 13:30

ランチョンセミナー 11
「LCIG 治療における多職種連携チームの

重要性とマネジメント」
座長：平田　幸一
演者：濱田　征宏、橘　紅丹子、
　　　山内佑里子、畑　真由美
共催：アッヴィ（同）

12:30 ～ 13:30

医師口演 11
「パーキンソン病 2」

座長：坪井　義夫
（OD11-1 ～ OD11-6）

11:10 ～ 12:10

優秀演題セッション
「医師口演 1」

座長：水澤　英洋
（AOD1-1 ～ AOD1-7）

15:00 ～ 16:00

シンポジウム 10
「核医学から迫る神経疾患の病態解明」

座長：鈴木　正彦、池田　佳生
演者：石井　賢二、三品　雅洋、
　　　織茂　智之

13:50 ～ 15:50

ランチョンセミナー 13
座長：三澤　園子
演者：能登　祐一、竹下　幸男
共催：CSL ベーリング（株）

12:30 ～ 13:30

第 16 回

神経疾患音楽療法研究会
大会長：丸山俊一郎

15:00 ～ 18:00

優秀演題セッション
「医師口演 2」

座長：鈴木　則宏
（AOD2-1 ～ AOD2-7）

16:00~17:00

シンポジウム 11
「シヌクレイノパチーの

病態・治療 update」
座長：望月　秀樹、小野賢二郎
演者：小野賢二郎、華山　力成、
　　　佐藤　克也、中森　雅之

16:00 ～ 18:00

臨床研究

デザインワークショップ
「臨床の疑問を研究で解決する方法

を導き出す」
総合司会：中村　治雅、橋詰　　淳
講師：鈴木　啓介、飛田　英佑
ファシリテーター：

荻野美恵子、藤本　陽子、
三澤　園子、山本　敏之、
尾方　克久、山野　嘉久

14:00 ～ 18:00

イブニングセミナー 2
座長：赤松　直樹
演者：上原　　平、葛谷　　聡
共催：エーザイ（株）

18:00 ～ 19:00
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　全員懇親会 ・優秀演題授賞式

「 日常臨床に活かす！ CIDP の
診断・評価・治療のエビデンス」

演者：能登　祐一
「 CIDP におけるグロブリン維持

療法の実際と治療効果」
演者：竹下　幸男

「 脳神経内科医が診るてんかん―認知症・
睡眠との密接な関連性―」

演者：上原　　平
「 アルツハイマー病とてんかんの病態に関

する最新知見」
演者：葛谷　　聡
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神経難病

リハビリテーション

ハンズオン
1．パーキンソン病体操
2．ホームエクササイズ
3．気道クリアランス
4．コミュニケーション支援
5．摂食・嚥下障害のスクリーニン

グと嚥下食
6．神経難病リハビリテーションの

よろず相談
（オーガナイザー：小森　哲夫）

9:00 ～ 12:00

教育講演 2
「診療報酬はどのように決定されるのか？」
座長：鈴木　　裕 / 演者：荻野美恵子

9:00 ～ 9:40

教育講演 10
「内科医として知っておくべき

頭蓋内出血の現状と対策」
座長：豊田　一則 / 演者：長尾　毅彦

17:20 ～ 18:00

教育講演 5
「21 世紀のてんかんの診断と治療：

てんかんは国民病」
座長：赤松　直樹 / 演者：池田　昭夫

13:50 ～ 14:30

ランチョンセミナー 16
「末梢神経障害性疼痛の病態と最新の 

治療：糖尿病性神経障害を中心に」
座長：楠　　　進
演者：馬場　正之
共催：第一三共（株）

12:30 ～ 13:30

メディカルスタッフレクチャー 10
「神経心理学的評価　その他の高次脳機能障害」

座長：岩田　　誠 / 演者：今村　　徹
17:10 ～ 17:50

マラソンレクチャー 6
「一目でわかる筋病理～筋疾患を正しく

診断するために～」
座長：村井　弘之 / 演者：山下　　賢

15:10 ～ 15:50

ランチョンセミナー 14
「多発性硬化症の治療ゴールを考える」

座長：中辻　裕司
演者：中島　一郎
共催：バイオジェン・ジャパン（株）、
　　　エーザイ（株）

12:30 ～ 13:30

教育講演 3
「遺伝性脊髄小脳変性症と多系統萎縮症」
座長：吉田　邦広 / 演者：矢部　一郎

9:40 ～ 10:20

優秀演題セッション

メディカルスタッフ口演
座長：寺山　靖夫

（AOM1-1 ～ AOM1-6）
9:00 ～ 10:00

教育講演 6
「自己免疫てんかんの診断・

治療アルゴリズム」
座長：髙橋　良輔 / 演者：松本　理器

14:30 ～ 15:10

メディカルスタッフ口演
「リハビリテーション 2」

座長：芳川　浩男
（OM2-1 ～ OM2-6）

13:50 ～ 14:50

イブニングセミナー 3
「EGPA の特徴と最新の治療」

座長：神田　　隆
演者：石井　智徳
共催：グラクソ・スミスクライン（株）

18:00 ～ 19:00

ケースカンファレンス 2
テーマ：多系統萎縮症
総合司会：下畑　享良
ファシリテーター：
　三條　伸夫、和田　健二、
　中根　俊成、仙石　錬平、
　松島　理明、田代　　淳、
　林　　祐一

16:00 ～ 18:00

第 9回

神経難病

リハビリテーション研究会
特別講演演者：清水　俊夫
パネルディスカッション演者：

内田　　学、山本　直史、
高橋香代子、村上奈央子

13:50 ～ 16:45

教育講演 4
「アミロイドーシスの診断と治療 update

－ガイドラインとその先の展望－」
座長：山田　正仁 / 演者：関島　良樹

10:20 ～ 11:00

メディカルスタッフレクチャー 4
「パーキンソン病ナース：

その役割と海外の現状」
座長：高橋　一司 / 演者：関　　守信

10:10 ～ 10:50

教育講演 7
「脳卒中後てんかんの診断と

治療における最前線」
座長：竹川　英宏 / 演者：星山　栄成

15:10 ～ 15:50

メディカルスタッフレクチャー 7
「明日から役立つ実践・脳波判読のコツ」

座長：飯島　　睦 / 演者：神　　一敬
15:00 ～ 15:40

マラソンレクチャー 2
「急性脳炎診療の進め方とポイント」

座長：法化図　陽一 / 演者：中嶋　秀人
9:40 ～ 10:20

ランチョンセミナー 17
「変わる、変える　これからのてんかん診療」

座長：小野賢二郎
演者：渡辺　雅子
共催：大塚製薬（株）、
　　　ユーシービージャパン（株）

12:00 ～ 13:30

優秀演題セッション

医師ポスター
座長：中島　健二

（APD1-1 ～ APD1-5）
座長：國本　雅也

（APD2-1 ～ APD2-5）
11:10 ～ 12:20

ワークショップ

Let's debate in English
総合司会：服部　信孝
ファシリテーター：
　　　波田野　琢、木村　活生

11:10 ～ 12:10

メディカルスタッフレクチャー 5
「神経難病と療養支援の現状と今後の課題

～療養行程の伴走者として～」
座長：成田　有吾 / 演者：中山　優季

10:50 ～ 11:30

教育講演 8
「脳内ネットワーク異常を考慮した

パーキンソン病の治療戦略」
座長：野川　　茂 / 演者：渡辺　宏久

16:00 ～ 16:40

メディカルスタッフレクチャー 8
「臨床に役立つ誘発電位・
事象関連電位検査の実際」

座長：鈴木　ゆめ / 演者：黒岩　義之
15:40 ～ 16:20

マラソンレクチャー 3
「中枢神経系の炎症性脱髄疾患の画像所見」

座長：水野　敏樹 / 演者：田添　　潤
10:20 ～ 11:00

マラソンレクチャー 4
「一目でわかる中枢神経病理」

座長：道勇　　学 / 演者：吉田　眞理
13:50 ～ 14:30

ランチョンセミナー 15
「パーキンソン病薬物治療の新たな展開」

座長：渡辺　宏久
演者：伊東　秀文
共催：大日本住友製薬（株）

12:30 ～ 13:30

メディカルスタッフレクチャー 6
「脳卒中診療における超音波検査の実際」

座長：星野　晴彦 / 演者：永野　恵子
11:30 ～ 12:10

教育講演 9
「L–ドパ誘発ジスキネジアの

病態機序と治療」
座長：赫　寛雄 / 演者：冨山　誠彦

16:40 ～ 17:20

メディカルスタッフレクチャー 9
「神経心理学的評価　失語」

座長：髙橋　愼一 / 演者：鈴木　匡子
16:30 ～ 17:10

医師口演 12
「リハビリテーション 1」

座長： 中島　　孝
（OD12-1 ～ OD12-5）

11:10 ～ 12:10

マラソンレクチャー 5
「失敗しない筋病理標本の

作りかた読みかたのエッセンス」
座長：伊藤　瑞規 / 演者：杉江　和馬

14:30 ～ 15:10

優秀演題セッション

メディカルスタッフポスター
13:50 ～ 14:20

医師ポスター 1
17:00 ～ 18:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

「血管障害 1」
座長：伊藤　康男

（PD1-1 ～ PD1-8）

「パーキンソン病 1」
座長：山元　敏正

（PD2-1 ～ PD2-7）

「神経変性疾患 1」
座長：松川　則之

（PD3-1 ～ PD3-7）

「多発性硬化症など 1」
座長：中辻　裕司

（PD4-1 ～ PD4-6）

「重症筋無力症 1」
座長：鈴木　靖士

（PD5-1 ～ PD5-6）

「末梢神経障害」
座長：海田　賢一

（PD6-1 ～ PD6-6）

「筋疾患」
座長：渡嘉敷　崇

（PD7-1 ～ PD7-6）

「神経疾患 1」
座長：宮嶋　裕明

（PD8-1 ～ PD8-6）

座長：古谷　博和
（APM1-1 ～ APM1-3）
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シンポジウム 12
「自己免疫性脳炎の診療 update」

座長：髙嶋　　博、山村　　隆
演者：渡辺　恭良、髙嶋　　博、
　　　原　　　誠、山村　　隆

9:00 ～ 11:00

閉会挨拶

ランチョンセミナー 20
「神経変性疾患における核医学検査の有用性」
座長：水村　　直
演者：織茂　智之
共催：日本メジフィジックス（株）

12:30 ～ 13:30

医師口演 17
「多発性硬化症など」

座長：中根　俊成
（OD17-1 ～ OD17-4）

13:50 ～ 14:50

医師口演 13
「神経変性疾患」
座長：相澤　仁志

（OD13-1 ～ OD13-4）
11:10 ～ 12:10

シンポジウム 13
「ぜひ知っておきたい神経感染症の

診断・治療 update」
座長：中嶋　秀人、山野　嘉久
演者：中原　　仁、多屋　馨子、
　　　山野　嘉久、西條　政幸

9:00 ～ 11:00

モーニングセミナー 2
「結節性硬化症のてんかん診療のこれ

から―エベロリムスへの期待―」
座長：赤松　直樹 / 演者：吉永　治美
共催：ノバルティス ファーマ（株）

8:00 ～ 8:45

ランチョンセミナー 18
「パーキンソン病における運動症状と非運動症状 

―認知機能障害を中心に―」
座長：宇川　義一
演者：馬場　　徹
共催：武田薬品工業（株）

12:30 ～ 13:30

医師口演 14
「重症筋無力症」
座長：本村　政勝

（OD14-1 ～ OD14-5）
11:10 ～ 12:10

シンポジウム 14
「遺伝性筋疾患におけるトランス

レーショナル・リサーチ」
座長：西野　一三、中村　治雅
演者：中村　治雅、青木　吉嗣、
　　　青木　正志、砂田　芳秀

9:00 ～ 11:00

体験実技セミナー

医師の為の鍼灸体験講座

～神経疾患に対する鍼灸治療の実際～
座長：荒木　信夫
演者：山口　　智、
　　　埼玉医科大学東洋医学科スタッフ
共催：（公社）全日本鍼灸学会

13:50 ～ 15:20

シンポジウム 16

（PMDA ジョイント）
「治験におけるアウトカム、

有効性評価指標の考え方」
座長：加藤　直人、中村　治雅
演者：前田さゆり、荒木　亮祐、
　　　飛田　英佑、三澤　園子

13:50 ～ 15:50

ランチョンセミナー 19
「女性のライフイベントと神経疾患」

座長：清水　優子、河内　　泉
演者：河内　　泉、清水　優子
共催：アレクシオンファーマ（同）

12:30 ～ 13:30

医師口演 15
「リハビリテーション 2」

座長：卜部　貴夫
（OD15-1 ～ OD15-5）

11:10 ～ 12:10

ランチョンセミナー 21
座長：安東由喜雄
演者：三澤　園子、関島　良樹
共催：Alnylam Japan（株）

12:30 ～ 13:30

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

「 治療可能なニューロパチーを的確に診断する：初
診外来での診かたのコツ」

演者：三澤　園子
「 進歩を遂げた遺伝性 ATTR アミロイドーシス /FAP

治療 -siRNA 製剤の可能性 -」
演者：関島　良樹
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ランチョンセミナー 22
「ALS 治療の変遷と未来展望」

座長：青木　正志
演者：漆谷　　真
共催：田辺三菱製薬（株）

12:30 ～ 13:30

教育講演 13
「新ガイドラインにみるパーキンソン病

の治療戦略と実践」
座長：伊東　秀文 / 演者：武田　　篤

10:50 ～ 11:30

シンポジウム 15
「片頭痛診療の最前線」

座長：平田　幸一、竹島多賀夫
演者：鈴木　圭輔、端詰　勝敬、
　　　柴田　　護、菊井　祥二

9:00 ～ 11:00

メディカルスタッフ口演
「リハビリテーション 3、他職種連携など」

座長：郡山　達男
（OM3-1 ～ OM3-6）

9:20 ～ 10:20

教育講演 14
「炎症性筋疾患の治療 update」
座長：杉本　英樹 / 演者：清水　　潤

11:30 ～ 12:10

医師口演 16
「傍腫瘍性神経症候群など」

座長：飯塚　高浩
（OD16-1 ～ OD16-5）

11:10 ～ 12:10

メディカルスタッフレクチャー 11
「明日から役立つ、パーキンソン病の

外来リハビリテーション指導」
座長：林　　明人 / 演者：神成　一哉

10:50 ～ 11:30

ランチョンセミナー 24
「進行型 MS に対しどの様にアプローチ

するか？」
座長：野村　恭一
演者：新野　正明
共催：ノバルティス ファーマ（株）　メディカル本部

12:30 ～ 13:30

マラソンレクチャー 7
「虚血性脳血管障害に対する rt-PA 静注

療法と血管内治療」
座長：八木田佳樹 / 演者：木村　和美

9:20 ～ 10:00

マラソンレクチャー 10
「神経疾患の画像診断：神経疾患の診断

のための各種画像検査」
座長：吉良　潤一 / 演者：森　　　墾

11:30 ～ 12:10

メディカルスタッフポスター
13:50 ～ 14:50

メディカルスタッフレクチャー 12
「神経疾患のリハビリテーション；Sports　

Neurology とリハビリテーション医学の立場から」
座長：三原　雅史 / 演者：原　　元彦

11:30 ～ 12:10

教育講演 11
「免疫チェックポイント阻害薬の副作用

とその対応」
座長：安東由喜雄 / 演者：鈴木　重明

9:20 ～ 10:00

教育講演 15
「神経疾患と深部静脈血栓症」

座長：棚橋　紀夫 / 演者：濵口　浩敏
13:50 ～ 14:30

マラソンレクチャー 8
「免疫介在性末梢神経疾患の治療 update」

座長：神田　　隆 / 演者：千葉　厚郎
10:00 ～ 10:40

ランチョンセミナー 25
「自己免疫性てんかんの攻略法」

座長：松本　理器
演者：三枝　隆博
共催：第一三共（株）、
　　　ユーシービージャパン（株）

12:30 ～ 13:30

ランチョンセミナー 23
「GBS の最近の話題」
座長：楠　　　進
演者：千葉　厚郎
共催：日本製薬（株）

12:30 ～ 13:30

教育講演 12
「視神経脊髄炎関連疾患の病態生理と治療

—update—」
座長：清水　優子 / 演者：松井　　真

10:00 ～ 10:40

マラソンレクチャー 9
「ジストニアの治療 Update」

座長：阿部　康二 / 演者：梶　　龍兒
10:50 ～ 11:30

ケースカンファレンス 3
テーマ：パーキンソン病
総合司会：織茂　智之
ファシリテーター：
　市川　　忠、飯島　　睦、
　前田　哲也、波田野　琢、
　西田　　卓、和手　麗香、
　栗崎　玲一

13:50 ～ 15:50
医師ポスター 2

14:50 ～ 15:50

ポスター撤収

医師口演 18
「末梢神経障害 2」
座長：小池　春樹

（OD18-1 ～ OD18-4）
13:50 ～ 14:50

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

「パーキンソン病」
座長：峠　　哲男

（PM1-1 ～ PM1-6）

「リハビリテーション」
座長：城倉　　健

（PM2-1 ～ PM2-6）

「リハビリテーション、看護」
座長：小野　真一

（PM3-1 ～ PM3-5）

「看護、治験、臨床研究」
座長：伊藤　義彰

（PM4-1 ～ PM4-6）

「血管障害 2」
座長：井川　正道

（PD9-1 ～ PD9-7）

「パーキンソン病 2」
座長：仙石　錬平

（PD10-1 ～ PD10-7）

「神経変性疾患 2」
座長：松原　悦朗

（PD11-1 ～ PD11-6）

「多発性硬化症など 2」
座長：深浦　彦彰

（PD12-1 ～ PD12-6）

「重症筋無力症 2」
座長：岩佐　和夫

（PD13-1 ～ PD13-6）

「感染・炎症性疾患」
座長：渡邊　　修

（PD14-1 ～ PD14-6）

「神経疾患 2」
座長：新藤　和雅

（PD15-1 ～ PD15-5）


