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Meet the Expert 01

MEx-01
5月19日（木） 7：20～7：50 第6会場（神戸国際展示場 2号館3F 3B会議室）

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社
多発性硬化症 ～どのようなMS患者にナタリズマブを使用すべきか？～

座長：野村 恭一（埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 教授）

Definition & treatment option for sub-optimal responder in platform therapy of MS
演者：Ralf Gold（Professor and Chair, St. Josef-Hospital/Ruhr-University Bochum, Germany）

Meet the Expert 02

MEx-02
5月19日（木） 7：20～7：50 第15会場（神戸国際会議場 5F Room502）

共催：エフピー株式会社
Meet the Expert - Diagnosis and Treatment of Early Parkinson disease (PD) based on ELLDOPA Study

座長：髙橋 良輔（京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 臨床神経学 教授）
演者：Stanley Fahn（H. Houston Merritt Professor of Neurology/Columbia University Director

Emeritus, Movement Disorder Division, Neurological Institute, USA）

Meet the Expert 03

MEx-03
5月20日（金） 7：20～7：50 第6会場（神戸国際展示場 2号館3F 3B会議室）

共催：サイバーダイン株式会社
HALの医療機器承認

座長：梶 龍兒（徳島大学大学院）

HAL医療用下肢タイプの治験をめぐって
演者：中島 孝（国立病院機構新潟病院）

Meet the Expert 04

MEx-04
5月20日（金） 7：20～7：50 第15会場（神戸国際会議場 5F Room502）

共催：セント・ジュード・メディカル株式会社
難治性神経疾患に対する刺激治療について

座長：後藤 惠（徳島大学大学院医歯薬学研究部医科学部門 難治性神経疾患病態研究分野 教授）
演者：上利 崇（岡山大学医学部・歯学部附属病院脳神経外科助教）
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共催セミナー

5月18日（水） 12：05～13：05
ランチョンセミナー 01

LS-01 第2会場（神戸国際展示場 1号館2F 展示室A）
共催：大塚製薬株式会社

Freezing of Gait in Parkinson’s disease
座長：栁澤 信夫（関東労災病院 名誉院長）
演者：Mark Hallett（Chief, Human Motor Control Section, National Institute of Neurological

Disorders and Stroke, National Institutes of Health, USA）

ランチョンセミナー 02

LS-02 第3会場（神戸国際展示場 1号館2F 展示室B）
共催：ヤンセンファーマ株式会社メディカルアフェアーズ本部

アルツハイマー病の超早期段階の解明
座長：東海林幹夫（弘前大学大学院医学研究科 脳神経内科学講座）

プレクリニカルADとMCI：アルツハイマー病の超早期段階
演者：岩坪 威（東京大学大学院医学系研究科 脳神経医学専攻 神経病理学分野）

ランチョンセミナー 03

LS-03 第4会場（神戸国際展示場 2号館3F 3A会議室）
共催：第一三共株式会社

ユーシービージャパン株式会社
てんかん診療 Q and A －診断・治療から社会制度まで－

座長：宇川 義一（福島県立医科大学医学部 神経内科学講座 教授）
演者：溝渕 雅広（社会医療法人 医仁会 中村記念病院 神経内科 部長）

ランチョンセミナー 04

LS-04 第5会場（神戸国際展示場 2号館2F 2A会議室）
共催：アステラス製薬株式会社

重症筋無力症診療の実際
座長：吉川 弘明（金沢大学保健管理センター）

1 MG診断のピットフォール
演者：鈴木 重明（慶應義塾大学病院 神経内科）

2 重症筋無力症における免疫抑制療法
演者：川口 直樹（神経内科千葉）
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ランチョンセミナー 05

LS-05 第6会場（神戸国際展示場 2号館3F 3B会議室）
共催：日本メドトロニック株式会社

急性期脳梗塞に対する再開通療法 UP TO DATE
座長：豊田 一則（国立循環器病研究センター 脳血管内科）

演者：石井 暁（京都大学大学院医学研究科 脳神経外科）

山上 宏（国立循環器病研究センター 脳神経内科）

ランチョンセミナー 06

LS-06 第7会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽1）
共催：日本イーライリリー株式会社

アルツハイマー病類似の非アルツハイマー型認知症
座長：中島 健二（独立行政法人国立病院機構松江医療センター 院長）
演者：山田 正仁（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（神経内科学）

教授）

ランチョンセミナー 07

LS-07 第10会場（神戸国際会議場 B1F･1F メインホール）
共催：田辺三菱製薬株式会社

脊髄小脳変性症に対するニューロリハビリテーション
座長：佐々木秀直（北海道大学大学院医学研究科 神経病態学講座 神経内科学分野）
演者：宮井 一郎（社会医療法人大道会 森之宮病院）

ランチョンセミナー 08

LS-08 第11会場（神戸国際会議場 3･4F 国際会議室）
共催：日本ストライカー株式会社

急性期脳梗塞に対するハイブリット治療と血管内治療専門医取得への道
座長：岡田 靖（独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター）

1 急性期脳主幹動脈閉塞に対する治療の現状と神経内科医の重要性
演者：早川 幹人（国立循環器病研究センター）

2 ニューロロジストよ！インターベンショニストになろう！
演者：柴田 益成（伊勢赤十字病院）

ランチョンセミナー 09

LS-09 第13会場（神戸国際会議場 4F Room401+402）
共催：株式会社コスミックコーポレーション

筋疾患・神経筋接合部疾患における抗体測定の意義
座長：槍沢 公明（総合花巻病院 神経内科 部長）
演者：村井 弘之（九州大学大学院医学研究院 脳神経治療学寄附講座 教授）
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ランチョンセミナー 10

LS-10 第14会場（神戸国際会議場 5F Room501）
共催：日本メドトロニック株式会社

DBSを治療選択肢にするための知識と知恵
座長：柏原 健一（岡山旭東病院）

演者：渡辺 宏久（名古屋大学）

藤本 健一（自治医大ステーション・ブレインクリニック）

ランチョンセミナー 11

LS-11 第15会場（神戸国際会議場 5F Room502）
共催：ファイザー株式会社

エーザイ株式会社
脳卒中後疼痛

座長：寺山 靖夫（岩手医科大学医学部内科学講座 神経内科・老年科分野 教授）
演者：正門 由久（東海大学 医学部 専門診療学系 リハビリテーション科学 教授）

5月19日（木） 11：45～12：45
ランチョンセミナー 12

LS-12 第2会場（神戸国際展示場 1号館2F 展示室A）
共催：第一三共株式会社

心原性脳塞栓症の二次予防
座長：木村 和美（日本医科大学大学院医学研究科神経内科学分野 大学院教授）

心原性脳塞栓症の二次予防～より有効に，より安全に～
演者：藤本 茂（自治医科大学 内科学講座 神経内科学部門 教授）

ランチョンセミナー 13

LS-13 第3会場（神戸国際展示場 1号館2F 展示室B）
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

神経内科医による、神経内科医のためのてんかん学講座
座長：赤松 直樹（国際医療福祉大学福岡保健医療学部 教授

福岡山王病院脳神経機能センター）
演者：神 一敬（東北大学大学院てんかん学分野 准教授）

ランチョンセミナー 14

LS-14 第4会場（神戸国際展示場 2号館3F 3A会議室）
共催：田辺三菱製薬株式会社

多発性硬化症に関する最近の話題とフィンゴリモド全例調査の中間報告
座長：野村 恭一（埼玉医科大学総合医療センター 神経内科）
演者：越智 博文（愛媛大学老年・神経・総合診療内科学）
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ランチョンセミナー 15

LS-15 第5会場（神戸国際展示場 2号館2F 2A会議室）
共催：日本臓器製薬株式会社

片頭痛のメカニズムと治療についての最新情報
座長：荒木 信夫（埼玉医科大学神経内科 教授）
演者：柴田 護（慶應義塾大学医学部神経内科 専任講師）

ランチョンセミナー 16

LS-16 第6会場（神戸国際展示場 2号館3F 3B会議室）
共催：アステラス製薬株式会社

レストレスレッグス症候群 Update
座長：堀 有行（金沢医科大学 医学教育学 教授 / 金沢医科大学病院 睡眠医学センター長）
演者：岡 靖哲（愛媛大学医学部附属病院 睡眠医療センター センター長）

ランチョンセミナー 17

LS-17 第7会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽1）
共催：小野薬品工業株式会社

アルツハイマー型認知症の診断と治療
座長：村松 和浩（東京歯科大学市川総合病院 神経内科 教授）
演者：小野賢二郎（昭和大学医学部 内科学講座 神経内科学部門 教授）

ランチョンセミナー 18

LS-18 第8会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽2）
共催：大日本住友製薬株式会社

パーキンソン病治療の今後の展開
座長：織茂 智之（公立学校共済組合 関東中央病院 神経内科 部長）
演者：村田 美穂（国立精神・神経医療研究センター病院 院長）

ランチョンセミナー 19

LS-19 第9会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽3）
共催：バイオジェン・ジャパン株式会社

実臨床医のための多発性硬化症：DMD治療 診断から治療まで
座長：松井 真（金沢医科大学医学部 神経内科学 主任教授）

1 DMD治療開始にあたっての課題
演者：中辻 裕司（大阪大学大学院医学系研究科神経内科 准教授）

2 実臨床でのポイント：DMD選択・治療にあたって
演者：深浦 彦彰（埼玉医科大学総合医療センター神経内科 准教授）
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ランチョンセミナー 20

LS-20 第10会場（神戸国際会議場 B1F･1F メインホール）
共催：エフピー株式会社

How to treat people who have just been diagnosed with Parkinson disease
座長：水野 美邦（順天堂大学 名誉教授）
演者：Stanley Fahn（H. Houston Merritt Professor of Neurology/Columbia University Director

Emeritus, Movement Disorder Division, Neurological Institute, USA）

ランチョンセミナー 21

LS-21 第11会場（神戸国際会議場 3･4F 国際会議室）
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

アルツハイマー病の症候学-診断と治療
座長：阿部 康二（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学講座）

1 アルツハイマー病の症候学
演者：森 悦朗（東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学）

2 初期アルツハイマー病の治療戦略
演者：古和 久朋（神戸大学大学院医学研究科・内科学講座 神経内科学分野）

ランチョンセミナー 22

LS-22 第13会場（神戸国際会議場 4F Room401+402）
共催：ファイザー株式会社

彷徨う頭痛患者に差し伸べる次の一手
座長：五十嵐久佳（富士通クリニック）
演者：竹島多賀夫（富永病院）

ランチョンセミナー 23

LS-23 第14会場（神戸国際会議場 5F Room501）
共催：大塚製薬株式会社

脳小血管病の病態と最新の治療について
座長：北川 一夫（東京女子医科大学医学部 神経内科学 教授・講座主任）
演者：冨本 秀和（三重大学大学院医学系研究科 神経病態内科学 教授）

ランチョンセミナー 24

LS-24 第15会場（神戸国際会議場 5F Room502）
共催：ジェンザイム・ジャパン株式会社

日常診療に潜む遅発型ポンペ病 ～診断に結びつくポイントは？～
座長：西野 一三（国立精神・神経医療研究センター神経研究所）

1 ポンペ病の概要
演者：西野 一三（国立精神・神経医療研究センター神経研究所）
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2 発症から約30年後に遅発型ポンペ病と診断された一例
演者：田中 信行（国立病院機構下志津病院）

3 遅発型ポンペ病ハイリスクスクリーニング；諸外国の報告と日本における取り組み
演者：尾方 克久（国立病院機構東埼玉病院）

5月20日（金） 12：10～13：10
ランチョンセミナー 25

LS-25 第1会場(神戸国際展示場2号館1F コンベンションホール)
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コッドマン＆CMF事業部

同時中継共催セミナー
●第57回日本神経学会学術大会
●第36回日本脳神経外科コングレス総会
テーマ：『iNPHの併存例診療のコンセンサス』

座長 日本神経学会学術大会ランチョンセミナー会場
森 悦朗（東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学分野）

日本脳神経外科コングレス総会ランチョンセミナー会場
石川 正恒（洛和会音羽病院 正常圧水頭症センター）

プログラム1 「iNPHの併存例診療の実際（認知障害・脳血管障害 等）」（40分）
日本神経学会学術大会ランチョンセミナー会場より

数井 裕光（大阪大学大学院医学系研究科精神医学分野）
日本脳神経外科コングレス総会ランチョンセミナー会場より

村井 尚之（千葉大学大学院医学研究院 脳神経外科）

プログラム2 「ディスカッション＆コンセンサス 併存例をどうするか？」（20分）

5月20日（金） 12：00～13：00
ランチョンセミナー 26

LS-26 第2会場（神戸国際展示場 1号館2F 展示室A）
共催：大日本住友製薬株式会社

パーキンソン病に於ける非運動症状：ドパミン系と非ドパミン系の関与
座長：服部 信孝（順天堂大学医学部 脳神経内科 教授）
演者：武田 篤（国立病院機構 仙台西多賀病院 院長）

ランチョンセミナー 27

LS-27 第3会場（神戸国際展示場 1号館2F 展示室B）
共催：共和医理器株式会社

GEヘルスケア・ジャパン株式会社
神経難病と認知症におけるイメージングリサーチ

座長：原田 雅史（徳島大学大学院医歯薬学研究部 放射線医学分野）

1 Familial vs. Sporadic Dystonia: Specificity of Underlying Network Abnormalities
演者：David Eidelberg, MD（Center for Neurosciences, The Feinstein Institute for Medical

Research）
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2 アミロイドPETの診断的意義を再考する
演者：石井 賢二（東京都健康長寿医療センター研究所PET画像診断研究）

ランチョンセミナー 28

LS-28 第4会場（神戸国際展示場 2号館3F 3A会議室）
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

ファイザー株式会社
心原性脳塞栓症を征圧する3つの方法

座長：峰松 一夫（国立循環器病研究センター）
演者：井口 保之（東京慈恵会医科大学 内科学講座 神経内科）

ランチョンセミナー 29

LS-29 第5会場（神戸国際展示場 2号館2F 2A会議室）
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

パーキンソン病医療のパラダイムシフト ： from PD to person with PD
座長：廣瀬源二郎（医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 脳神経センター長）
演者：山本 光利（高松神経内科クリニック 院長）

ランチョンセミナー 30

LS-30 第6会場（神戸国際展示場 2号館3F 3B会議室）
共催：帝人ファーマ株式会社

ギラン・バレー症候群に類似したニューロパチー
座長：有村 公良（医療法人三州会 大勝病院）

1 この症例はギラン・バレー症候群？
演者：古賀 道明（山口大学大学院医学系研究科 神経内科学）

2 自己免疫性自律神経節障害を考える．そして治療する
演者：中根 俊成（熊本大学医学部附属病院 神経内科（分子神経治療学寄附講座））

ランチョンセミナー 31

LS-31 第7会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽1）
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

ジスキネジアの発現機序と対処＆予防
座長：太田 晃一（国家公務員共済組合連合会 立川病院 神経内科）

1 間欠的ドパミン受容体刺激と神経可塑性
演者：冨山 誠彦（青森県立中央病院 神経内科）

2 レボドパ血中動態からみた臨床的対応
演者：西川 典子（愛媛大学大学院医学系研究科薬物療法・神経内科学）

- 117 -

共
催
セ
ミ
ナ
ー



プログラム_3.smd  Page 8 16/04/20 13:54  v2.01

ランチョンセミナー 32

LS-32 第8会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽2）
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

脳深部刺激療法の新しい展開 ーバーサイス DBS システムの可能性ー
座長：坪井 義夫（福岡大学医学部 神経内科学 教授）

1 神経内科医から見たデバイスの選択
演者：大山 彦光（順天堂大学医学部 神経学講座 准教授）

2 The True Worth of New DBS Technology - The Key Findings from VANTAGE Study
演者：Lars Timmermann（Professor, Department of Neurology, University of Cologne,

Germany ）

ランチョンセミナー 33

LS-33 第9会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽3）
共催：エーザイ株式会社

レビー小体型認知症
座長：山田 正仁（金沢大学大学院 脳老化・神経病態学（神経内科学） 教授）

DLBの症状とその治療
演者：西尾 慶之（東北大学大学院高次機能障害学分野 講師）

ランチョンセミナー 34

LS-34 第10会場（神戸国際会議場 B1F･1F メインホール）
共催：一般社団法人 日本血液製剤機構

Treatment of immune mediated neuropathies with IVIg
座長：梶 龍兒（徳島大学大学院 医歯薬学研究部 医科学部門 内科系 臨床神経科学分野）
演者：Austin Sumner（Department of Neurology at Louisiana State University Health Sciences

Center in New Orleans, USA）

ランチョンセミナー 35

LS-35 第11会場（神戸国際会議場 3･4F 国際会議室）
共催：第一三共株式会社

アルツハイマー型認知症治療薬
座長：大八木保政（愛媛大学大学院医学系研究科老年・神経・総合診療内科学）

1 アルツハイマー型認知症の神経病理と治療戦略における局所NMDA受容体の役割
演者：枝川 義邦（早稲田大学 研究戦略センター）

2 アルツハイマー型認知症 ～薬物治療の役割とは～
演者：馬場 康彦（東海大学医学部内科学系神経内科学）
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ランチョンセミナー 36

LS-36 第13会場（神戸国際会議場 4F Room401+402）
共催：大塚製薬株式会社

ユーシービージャパン株式会社
てんかんと認知症 －見過ごされやすい高齢者てんかんー

座長：平田 幸一（獨協医科大学 神経内科 主任教授）
演者：吉野 相英（防衛医科大学校 精神科学講座 教授）

ランチョンセミナー 37

LS-37 第14会場（神戸国際会議場 5F Room501）
共催：バイエル薬品株式会社

MS治療ガイドライン2010 活用法
座長：神田 隆（山口大学大学院医学系研究科 神経内科学講座 教授）
演者：松井 真（金沢医科大学医学部 神経内科学 主任教授）

ランチョンセミナー 38

LS-38 第15会場（神戸国際会議場 5F Room502）
共催：塩野義製薬株式会社／東ソー株式会社

株式会社LSIメディエンス／アボット ジャパン株式会社
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
積水メディカル株式会社／富士レビオ株式会社
アリーア メディカル株式会社

脳梗塞急性期に役に立つバイオマーカー ～心不全の検査BNPを中心に～
座長：内山真一郎（医療法人財団順和会 山王病院 脳血管センター センター長）

演者：木村 和美（日本医科大学 神経・脳血管内科 主任教授）

坂本 悠記（日本医科大学 神経・脳血管内科）

5月21日（土） 11：45～12：45
ランチョンセミナー 39

LS-39 第1会場（神戸国際展示場 2号館1F コンベンションホール）
共催：田辺三菱製薬株式会社

筋萎縮性側索硬化症（ALS）における治療の最前線
座長：青木 正志（東北大学大学院医学系研究科神経内科学）

1 ALSの病態と治療の展望
演者：伊東 秀文（和歌山県立医科大学神経内科学講座）

2 ALS患者の在宅ケアに関する留意点
演者：難波 玲子（神経内科クリニックなんば）
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ランチョンセミナー 40

LS-40 第2会場（神戸国際展示場 1号館2F 展示室A）
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

実臨床におけるパーキンソン病治療の実際と今後の展望
座長：未定
演者：永山 寛（日本医科大学大学院 医学研究科 神経内科学分野 准教授）

ランチョンセミナー 41

LS-41 第4会場（神戸国際展示場 2号館3F 3A会議室）
共催：武田薬品工業株式会社

多発性硬化症の診断と治療
座長：山村 隆（国立精神・神経医療研究センター 神経研究所免疫研究部 部長）

グラチラマー酢酸塩の位置づけ
演者：河内 泉（新潟大学脳研究所・医歯学総合病院 神経内科 講師・外来医長）

ランチョンセミナー 42

LS-42 第5会場（神戸国際展示場 2号館2F 2A会議室）
共催：大日本住友製薬株式会社

ファブリー病における早期診断と早期治療の重要性
座長：伊藤 義彰（大阪市立大学大学院医学研究科 神経内科学 教授）

神経内科で遭遇する希少疾病“ファブリー病”
演者：矢部 一郎（北海道大学大学院医学研究科 神経内科学分野 准教授）

ランチョンセミナー 43

LS-43 第7会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽1）
共催：ファイザー株式会社

末梢神経障害の鑑別と治療の最前線
座長：安東由喜雄（熊本大学大学院 生命科学研究部 神経内科学分野 教授）

1 しびれの臨床と病理 ～末梢神経疾患を中心に～
演者：小池 春樹（名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科学 准教授）

2 FAPの治療戦略
演者：安東由喜雄（熊本大学大学院 生命科学研究部 神経内科学分野 教授）

ランチョンセミナー 44

LS-44 第10会場（神戸国際会議場 B1F･1F メインホール）
共催：協和発酵キリン株式会社

Non-dopaminergic therapy for Parkinson's disease
座長：大熊 泰之（順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経内科）
演者：下 泰司（順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科）
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shinkei1
取り消し線

shinkei1
タイプライターテキスト
山本　光利（高松神経内科クリニック 院長）
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ランチョンセミナー 45

LS-45 第14会場（神戸国際会議場 5F Room501）
共催：ヤンセンファーマ株式会社

武田薬品工業株式会社
BPSDのコントロールと疾患修飾・神経細胞保護を考慮した認知症の治療戦略

座長：下濱 俊（札幌医科大学医学部 神経内科学講座）
演者：高橋 牧郎（日本赤十字社大阪赤十字病院 神経内科）

ランチョンセミナー 46

LS-46 第15会場（神戸国際会議場 5F Room502）
共催：エーザイ株式会社

Perampanel: Review of Pivotal Data and Practical Application in the Clinic
座長：池田 昭夫（京都大学 てんかん・運動異常生理学講座）
演者：Robert T. Wechsler（Idaho Comprehensive Epilepsy Center, USA）

5月19日（木） 18：55～20：25
イブニングセミナー 01

ES-01 第4会場（神戸国際展示場 2号館3F 3A会議室）
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

多発性硬化症： (DMTの光と影）
座長：越智 博文（愛媛大学大学院医学系研究科老年・神経・総合診療内科学）

演者：深澤 俊行（医療法人セレス さっぽろ神経内科病院）

中原 仁（慶應義塾大学医学部 神経内科）

イブニングセミナー 02

ES-02 第8会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽2）
共催：富士フイルムRIファーマ株式会社

後援：日本脳神経核医学研究会
日本核医学会

ガイドライン update
座長：鷲見 幸彦（国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 副院長）

小野賢二郎（昭和大学 医学部 内科学講座 神経内科学部門 教授）

1 認知症疾患治療ガイドライン2016に向けて
演者：和田 健二（鳥取大学医学部 脳神経医科学講座 脳神経内科学分野 講師）

2 日常診療に役立つ核医学画像の用い方：そのコツとピットフォール
演者：中嶋 憲一（金沢大学附属病院 臨床教授・核医学）

国際診断基準のホットトピックス－レビー小体病－
指定発言：織茂 智之（公立学校共済組合 関東中央病院 神経内科 部長）
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5月19日（木） 18：55～19：55
イブニングセミナー 03

ES-03 第11会場（神戸国際会議場 3･4F 国際会議室）
共催：バイエル薬品株式会社

心房細動に伴う脳梗塞の再発予防 Up to date ～Made for Japan・イグザレルト錠への期待～
座長：棚橋 紀夫（埼玉医科大学国際医療センター 神経内科 教授）
演者：矢坂 正弘（国立病院機構九州医療センター 脳血管・神経内科 科長）

5月20日（金） 17：15～18：45
イブニングセミナー 04

ES-04 第4会場（神戸国際展示場 2号館3F 3A会議室）
共催：武田薬品工業株式会社 メディカルアフェアーズ部

多発性硬化症の基礎と臨床
座長：吉良 潤一（九州大学大学院医学研究院 神経内科学）

1 多発性硬化症の遺伝病因・環境病因
演者：新野 正明（独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 神経内科）

2 多発性硬化症の適正診断
演者：横山 和正（順天堂大学大学院医学研究科 神経学講座）

イブニングセミナー 05

ES-05 第7会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽1）
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

痙縮に対する最新治療戦略 ～臨床研究と臨床現場のクロストーク～
座長：林 明人（順天堂大学医学部附属浦安病院 教授 リハビリテーション科 科長）

1 脳卒中後痙縮に対するボツリヌス治療
演者：塚本 愛（徳島大学病院 神経内科 特任助教）

2 一般病院におけるボツリヌス療法の導入
演者：畑中 裕己（帝京大学病院 神経内科）

3 痙縮治療戦略としてのリハビリテーションとボツリヌス療法
演者：上野 友之（筑波大学附属病院リハビリテーション部 病院講師）

イブニングセミナー 06

ES-06 第8会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽2）
共催：日本メジフィジックス株式会社

後援：日本脳神経核医学研究会
日本核医学会

黒質変性疾患のDaT-SPECTイメージングの役割
座長：武田 篤（国立病院機構仙台西多賀病院）

1 レビー小体病診療におけるドパミントランスポータイメージングの役割
演者：織茂 智之（公立学校共済組合関東中央病院神経内科）
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2 画像診断の鑑別に役だつ黒質病変を伴う神経疾患の病理像
演者：吉田 眞理（愛知医科大学加齢医科学研究所）

イブニングセミナー 07

ES-07 第9会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽3）
共催：日本製薬株式会社

神経疾患のための免疫グロブリン静注療法の臨床応用
座長：楠 進（近畿大学医学部 神経内科 教授）
演者：野村 恭一（埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 教授）

イブニングセミナー 08

ES-08 第11会場（神戸国際会議場 3･4F 国際会議室）
共催：日本イーライリリー株式会社

The Role of Neuroimaging Biomarkers in Neurodegenerative Disorders
座長：石井 賢二（地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所 神経画像研究チーム

研究部長）
演者：Michael Devous（Vice President, Avid Radiopharmaceuticals, Inc. USA）

イブニングセミナー 09

ES-09 第13会場（神戸国際会議場 4F Room401+402）
共催：サノフィ株式会社

ALS研究・臨床・ケアのアップデート ‒ 新規治療法の開発に向けて -
座長：祖父江 元（名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科 特任教授）

1 幹細胞技術を用いた神経疾患研究
演者：井上 治久（京都大学 iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門 教授）

2 ALS患者コホート(JaCALS)からみたALSの臨床像と関連遺伝子
演者：熱田 直樹（名古屋大学医学部附属病院 神経内科 病院講師）

3 ALSにおける栄養障害とその対策
演者：清水 俊夫（東京都立神経病院 脳神経内科 部長）
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5月19日（木） 18：55～20：55
プレミアムイブニングセミナー

PE-01 第9会場（神戸ポートピアホテル 本館B1F 偕楽3）
共催：アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン 株式会社

ニーマン・ピック病C型の早期発見へのポイントを学ぶ-眼球運動障害、精神症状、嚥下障害からの気づき-
座長：望月 秀樹（大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学）

戸田 達史（神戸大学大学院医学研究科 神経内科学分野）

演者：大野 耕策（独立行政法人労働者健康福祉機構 山陰労災病院）

中村 毅（大阪赤十字病院 神経内科）

久保 仁（一般財団法人脳神経疾患研究所 総合南東北病院神経内科）

山本 敏之（国立精神・神経医療研究センター病院神経内科）

衞藤 義勝（財団法人脳神経疾患研究所 先端医療研究センター&遺伝病治療研究所
/東京慈恵会医科大学）
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