
第61回⽇本神経学会学術⼤会 第3⽇⽬ 2020年9⽉2⽇（⽔）プログラム

開催⽇ 時間
セッション

No.
セッション名1 セッションタイトル

発表⾔
語

会場名 演者 ⽒名 所属機関 演題名

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 HT-15 ホットトピックス15 Toward Early Diagnosis of ALS 英語
第01会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
405会議室)

演者 園⽣ 雅弘 帝京⼤学病院 脳神経内科
History and Limitations of Airlie House revision of El
Escorial Criteria

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 HT-15 ホットトピックス15 Toward Early Diagnosis of ALS 英語
第01会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
405会議室)

演者 野寺 裕之 ⾦沢医科⼤学病院 脳神経内科 The revised Awaji criteria

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 HT-15 ホットトピックス15 Toward Early Diagnosis of ALS 英語
第01会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
405会議室)

演者 宇川 義⼀ 福島県⽴医科⼤学 ヒト神経⽣理学 Byond Awaji Criteria

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 HT-15 ホットトピックス15 Toward Early Diagnosis of ALS 英語
第01会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
405会議室)

演者
Ekaterina
Rogaeva

Tanz Centre for Research in
Neurodegenerative Diseases, University

An epigenetic study of age acceleration in ALS

座⻑ 宇川 義⼀ 福島県⽴医科⼤学 ヒト神経⽣理学 −

座⻑ 野寺 裕之 ⾦沢医科⼤学病院 脳神経内科 −

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 HT-16 ホットトピックス16 舞踏病の最前線 ⽇本語
第02会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
407会議室)

演者 濱⽥ 雅 東京⼤学医学部附属病院脳神経内科 Overview

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 HT-16 ホットトピックス16 舞踏病の最前線 ⽇本語
第02会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
407会議室)

演者 鈴⽊ 裕 ⽇本⼤学病院 内科（神経・脳卒中） 糖尿病など内科疾患に伴う舞踏運動

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 HT-16 ホットトピックス16 舞踏病の最前線 ⽇本語
第02会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
407会議室)

演者 南部 篤
⾃然科学研究機構⽣理学研究所・⽣体シ
ステム研究部⾨

舞踏運動の病態⽣理について

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 HT-16 ホットトピックス16 舞踏病の最前線 ⽇本語
第02会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
407会議室)

演者 岡澤 均 東京医科⻭科⼤学病院 神経病理学分野 ハンチントン病の治療開発の動向

座⻑ 桑原 聡 千葉⼤学医学部脳神経内科 −

座⻑ ⻑⾕川 ⼀⼦ 国⽴病院機構相模原病院 神経内科 −

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 EMG-02 緊急シンポジウム02 新型コロナ感染症現場における脳神経内科医の挑戦2 ⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 川本 未知
神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 神経
内科

COVID-19神経診療の現状と課題

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 EMG-02 緊急シンポジウム02 「新型コロナ感染症現場における脳神経内科医の挑戦2」 ⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 平 健⼀郎
順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 脳神経
内科

順天堂医院における新型コロナウイルス感染症診療と
脳神経内科医の貢献

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 EMG-02 緊急シンポジウム02 「新型コロナ感染症現場における脳神経内科医の挑戦2」 ⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 ⼭下 徹
岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科脳神
経内科学

新型コロナによる神経内科教育臨床研究現場への影響

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 EMG-02 緊急シンポジウム02 「新型コロナ感染症現場における脳神経内科医の挑戦2」 ⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 永⼭ 正雄
国際医療福祉⼤学⼤学院医学研究科・医
学部 脳神経内科学

COVID-19重症例の神経障害と神経学先進国における
Neuro-ICUの役割

座⻑ 阿部 康⼆ 岡⼭⼤学医学部脳神経内科 −

座⻑ 永⼭ 正雄
国際医療福祉⼤学⼤学院医学研究科 脳神
経内科学

−

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-44 シンポジウム44 脳神経内科基本領域化に向けて ⽇本語
第04会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
301会議室)

演者 堀岡 伸彦 厚⽣労働省 医師の働き⽅改⾰と三位⼀体改⾰のゆくえ

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-44 シンポジウム44 脳神経内科基本領域化に向けて ⽇本語
第04会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
301会議室)

演者 髙橋 良輔 京都⼤学医学研究科臨床神経学
脳神経内科の基本領域化はなぜ必要か−これまでの歩
み−

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-44 シンポジウム44 脳神経内科基本領域化に向けて ⽇本語
第04会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
301会議室)

演者 冨本 秀和 三重⼤学病院 脳神経内科
脳神経内科の基本領域化が必要な理由：認知症・脳卒
中診療から

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-44 シンポジウム44 脳神経内科基本領域化に向けて ⽇本語
第04会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
301会議室)

演者 ⼭脇 健盛 広島市⺠病院 脳神経内科
脳神経内科における内科の重要性  −脳神経内科は内科
のsubspecialityか−

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-44 シンポジウム44 脳神経内科基本領域化に向けて ⽇本語
第04会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
301会議室)

演者 安藤 哲朗 安城更⽣病院 脳神経内科 地⽅の病院の⽴場からみた新専⾨医制度

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-44 シンポジウム44 脳神経内科基本領域化に向けて ⽇本語
第04会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
301会議室)

演者 園⽣ 雅弘 帝京⼤学病院 脳神経内科
専⾨医制度の国際⽐較とそれを踏まえた内科との連携
のあり⽅

座⻑ ⼾⽥ 達史 東京⼤学⼤学院医学系研究科神経内科学 −

座⻑ 髙橋 良輔 京都⼤学医学部附属病院脳神経内科 −
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9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-45 シンポジウム45 明⽇の臨床につなげるMRIの可能性と臨床応⽤ ⽇本語
第05会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
302会議室)

演者 佐光 亘
徳島⼤学⼤学院 医⻭薬学研究部 臨床神
経科学分野

Tractographyの可能性

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-45 シンポジウム45 明⽇の臨床につなげるMRIの可能性と臨床応⽤ ⽇本語
第05会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
302会議室)

演者 波⽥野 琢
順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 脳神経
内科

パーキンソニズムにおける構造画像の可能性

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-45 シンポジウム45 明⽇の臨床につなげるMRIの可能性と臨床応⽤ ⽇本語
第05会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
302会議室)

演者 原⽥ 雅史 徳島⼤学⼤学院 放射線医学分野 最新のMRI撮像法の可能性

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-45 シンポジウム45 明⽇の臨床につなげるMRIの可能性と臨床応⽤ ⽇本語
第05会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
302会議室)

演者 林 拓也 理化学研究所 ⽣命機能科学研究センター 霊⻑類MRI研究によるヒトの脳構造・機能・病態解明

座⻑ 佐光 亘
徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部 臨床神経
科学分野

−

座⻑ 徳丸 阿耶
東京都健康⻑寿医療センター放射線診断
科

−

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-46 シンポジウム46 Cerebral small vessel disease up-to-date 英語
第06会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
レセプションホール)

演者 ⼭下 徹 岡⼭⼤学病院 脳神経内科学 Classification of cerebral small vessel disease

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-46 シンポジウム46 Cerebral small vessel disease up-to-date 英語
第06会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
レセプションホール)

演者 佐治 直樹
国⽴⻑寿医療研究センター ものわすれセ
ンター

Cerebral small vessel disease and dementia: a role of
arterial stiffness

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-46 シンポジウム46 Cerebral small vessel disease up-to-date 英語
第06会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
レセプションホール)

演者 吉澤 浩志 東京⼥⼦医科⼤学 脳神経内科
Neuropsychological Profile of Cerebral Small Vessel
Disease

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-46 シンポジウム46 Cerebral small vessel disease up-to-date 英語
第06会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
レセプションホール)

演者 薬師寺 祐介 佐賀⼤学医学部 内科学講座 脳神経内科 Treatment strategy for cerebral small vessel disease

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-46 シンポジウム46 Cerebral small vessel disease up-to-date 英語
第06会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
レセプションホール)

演者 伊藤 義彰
⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学研究科神経内科
学

Cerebral small vessel disease and glymphatic system

座⻑ 北川 ⼀夫 東京⼥⼦医科⼤学脳神経内科学 −

座⻑ ⼭下 徹
岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科脳神
経内科学

−

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-47 シンポジウム47 働き⽅改⾰：今、必ず押さえるべきこと ⽇本語
第07会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
展⽰ホール)

演者 饗場 郁⼦ 国⽴病院機構 東名古屋病院 脳神経内科
⼥性脳神経内科医における働き⽅の現状と課題〜バー
ンアウトのアンケート結果から⾒えてきたもの〜

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-47 シンポジウム47 働き⽅改⾰：今、必ず押さえるべきこと ⽇本語
第07会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
展⽰ホール)

演者 下畑 享良 岐⾩⼤学病院 脳神経内科
脳神経内科の状況（燃え尽き症候群のアンケート結果
を踏まえて）

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-47 シンポジウム47 働き⽅改⾰：今、必ず押さえるべきこと ⽇本語
第07会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
展⽰ホール)

演者 ⼩野 賢⼆郎 昭和⼤学医学部内科学講座 脳神経内科 医師の働き⽅改⾰を巡る医療現場の実際

座⻑ 武⽥ 篤 国⽴病院機構仙台⻄多賀病院脳神経内科 −

座⻑ 三澤 園⼦ 千葉⼤学⼤学院医学研究院脳神経内科学 −

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:00 LM-13 レクチャーマラソン13 ⽇本語 第08会場(岡⼭県医師会館 4F 401会議室) 演者 ⽔野 敏樹 京都府⽴医科⼤学神経内科学 認知症とcerebral small vessel disease最新情報

座⻑ ⼋⽊⽥ 佳樹 川崎医科⼤学脳卒中医学 −

9⽉2⽇（⽔） 10:00〜11:00 LM-14 レクチャーマラソン14 ⽇本語 第08会場(岡⼭県医師会館 4F 401会議室) 演者 菱川 望 岡⼭⼤学病院 脳神経内科学 超⾼齢社会における認知症の実態

座⻑ 浦上 克哉
⿃取⼤学医学部保健学科⽣体制御学講
座・環境保健学分野

−
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9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 EC-15 教育コース15 ここまで来ている！最新の脳卒中診療 ⽇本語 第09会場(岡⼭県医師会館 4F 402会議室) 講師 斎藤 こずえ
奈良県⽴医科⼤学 脳神経内科・脳卒中セ
ンター

最新の脳卒中超⾳波診断

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 EC-15 教育コース15 ここまで来ている！最新の脳卒中診療 ⽇本語 第09会場(岡⼭県医師会館 4F 402会議室) 講師 井上 学
国⽴研究開発法⼈国⽴循環器病研究セン
ター 脳⾎管内科/脳卒中集中治療科

最新の脳卒中画像診断

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 EC-15 教育コース15 ここまで来ている！最新の脳卒中診療 ⽇本語 第09会場(岡⼭県医師会館 4F 402会議室) 講師 ⼭上 宏
国⽴病院機構⼤阪医療センター 脳卒中内
科

⾎栓回収療法のすべて

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 EC-15 教育コース15 ここまで来ている！最新の脳卒中診療 ⽇本語 第09会場(岡⼭県医師会館 4F 402会議室) 講師 ⻑尾 毅彦 ⽇本医科⼤学多摩永⼭病院 脳神経内科 最新の抗⾎栓療法

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 EC-15 教育コース15 ここまで来ている！最新の脳卒中診療 ⽇本語 第09会場(岡⼭県医師会館 4F 402会議室) 講師 ⾓⽥ 亘
国際医療福祉⼤学医学部リハビリテー
ション医学講座

最新の脳卒中リハビリテーション

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 EC-15 教育コース15 ここまで来ている！最新の脳卒中診療 ⽇本語 第09会場(岡⼭県医師会館 4F 402会議室) 講師 吉村 壮平
国⽴研究開発法⼈国⽴循環器病研究セン
ター 脳⾎管内科

脳卒中研究の世界メソッド

司会 古賀 政利 国⽴循環器病研究センター 脳⾎管内科 −

司会 井上 学
国⽴研究開発法⼈国⽴循環器病研究セン
ター 脳⾎管内科/脳卒中集中治療科

−

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 NFS-02
Neuroscience Frontier
Symposium 02

Original discovery and therapy for SCA from Japan to the world 英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者 ⽯川 欽也
東京医科⻭科⼤学病院 ⻑寿・健康⼈⽣推
進センター

Pathogenesis of spinocerebellar ataxia type 31
(SCA31)

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 NFS-02
Neuroscience Frontier
Symposium 02

Original discovery and therapy for SCA from Japan to the world 英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者 太⽥ 康之 岡⼭⼤学病院 脳神経内科 Current clinical characteristics of Asidan (SCA36)

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 NFS-02
Neuroscience Frontier
Symposium 02

Original discovery and therapy for SCA from Japan to the world 英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者 永井 義隆
⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 神経難病認
知症探索治療学

Development of disease-modifying therapy for
polyglutamine-linked SCA

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 NFS-02
Neuroscience Frontier
Symposium 02

Original discovery and therapy for SCA from Japan to the world 英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者
Henry L.
Paulson

University of Michigan
Antisense oligonucleotide therapy in spinocerebellar
ataxia type 3 (SCA3)/Machado-Joseph disease

座⻑ 永井 義隆
⼤阪⼤学⼤学院医学研究科神経難病認知
症探索治療学

−

座⻑ ⽯川 欽也
東京医科⻭科⼤学医学部附属病院⻑寿・
健康⼈⽣推進センター

−

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-48 シンポジウム48 State-of-the-art basic research for Alzheimer's disease 英語
第12会場(岡⼭国際交流センター 8F イベン
トホール)

演者 樋⼝ 真⼈
量⼦科学技術研究開発機構 放射線医学総
合研究所 脳機能イメージング研究部

Uncovering molecular etiology of dementia through
nonclinical developments of therapeutics

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-48 シンポジウム48 State-of-the-art basic research for Alzheimer's disease 英語
第12会場(岡⼭国際交流センター 8F イベン
トホール)

演者 岩坪 威 東京⼤学医学系 神経病理学
Propagation of pathogenic proteins and therapeutic
intervention in Alzheimer's disease

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-48 シンポジウム48 State-of-the-art basic research for Alzheimer's disease 英語
第12会場(岡⼭国際交流センター 8F イベン
トホール)

演者 笹栗 弘貴
理化学研究所脳神経科学研究センター
神経⽼化制御研究チーム

Generation of Alzheimer's disease animal models -
from mice to non-human primates

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-48 シンポジウム48 State-of-the-art basic research for Alzheimer's disease 英語
第12会場(岡⼭国際交流センター 8F イベン
トホール)

演者 間野 達雄 東京⼤学病院 脳神経内科 Genomic integrity in Alzheimer's disease

9⽉2⽇（⽔） 09:00〜10:30 S-48 シンポジウム48 State-of-the-art basic research for Alzheimer's disease 英語
第12会場(岡⼭国際交流センター 8F イベン
トホール)

演者 武⽥ 朱公
⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科臨床遺伝⼦
治療学

Progression of Alzheimer's disease, tau propagation,
and tau-targeting therapies

座⻑ 樋⼝ 真⼈
量⼦科学技術研究開発機構 放射線医学総
合研究所

−

座⻑ 岩⽥ 淳
地⽅独⽴⾏政法⼈東京都健康⻑寿医療セ
ンター脳神経内科

−

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 HT-17 ホットトピックス17
Update of Oligonucleotide Therapy for CNS diseases；From
Basic to Clinic

英語
第01会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
405会議室)

演者 永⽥ 哲也 東京医科⻭科⼤学病院 脳神経病態学分野 BBB-penetrating heteroduplex oligonucleotide

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 HT-17 ホットトピックス17
Update of Oligonucleotide Therapy for CNS diseases；From
Basic to Clinic

英語
第01会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
405会議室)

演者
Holly
Kordasiewicz

Ionis Pharmaceuticals
Antisense oligonucleotides for the treatment of
neurodegenerative diseases

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 HT-17 ホットトピックス17
Update of Oligonucleotide Therapy for CNS diseases；From
Basic to Clinic

英語
第01会場(岡⼭コンベンションセンター 4F
405会議室)

演者 佐橋 健太郎 名古屋⼤学病院 脳神経内科 Basic biology and clinical application of ASO to SMA

座⻑ 横⽥ 隆徳
東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研究
科脳神経病態学分野

−

座⻑ ⼾⽥ 達史 東京⼤学⼤学院医学系研究科神経内科学 −
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9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 CS-02
中四国特別シンポジウ
ム02

中四国ブロック企画 特別シンポジウム 〜中国四国地域発で世界的
に展開した学術業績〜 From the local Chushikoku to the World

⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 阿部 康⼆ 岡⼭⼤学病院 脳神経内科 ⽇本脳炎ウイルス説実証

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 CS-02
中四国特別シンポジウ
ム02

中四国ブロック企画 特別シンポジウム 〜中国四国地域発で世界的
に展開した学術業績〜 From the local Chushikoku to the World

⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 清⽔ ⽂崇
⼭⼝⼤学⼤学院医学系研究科 臨床神経
学

GRP78抗体とNMO：この研究の発展から⾒えてきたこ
と

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 CS-02
中四国特別シンポジウ
ム02

中四国ブロック企画 特別シンポジウム 〜中国四国地域発で世界的
に展開した学術業績〜 From the local Chushikoku to the World

⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 阿部 康⼆ 岡⼭⼤学医学部脳神経内科 SMONキノホルム説実証⽝

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 CS-02
中四国特別シンポジウ
ム02

中四国ブロック企画 特別シンポジウム 〜中国四国地域発で世界的
に展開した学術業績〜 From the local Chushikoku to the World

⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 ⾼橋 哲也
広島国際⼤学 総合リハビリテーション
学部

ARJP（PARK2）原因遺伝⼦解明までの30年の道のり

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 CS-02
中四国特別シンポジウ
ム02

中四国ブロック企画 特別シンポジウム 〜中国四国地域発で世界的
に展開した学術業績〜 From the local Chushikoku to the World

⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 服部 信孝 順天堂⼤学医学部脳神経内科
ARJP（PARK2）世界初症例（後半）−原因遺伝⼦
parkinの単離・同定

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 CS-02
中四国特別シンポジウ
ム02

中四国ブロック企画 特別シンポジウム 〜中国四国地域発で世界的
に展開した学術業績〜 From the local Chushikoku to the World

⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 安⽥ 雄 倉敷紀念病院 脳神経内科
良性成⼈型家族性ミオクローヌスてんかん（Benign
adult familial myoclonic epilepsy:BAFME）の発⾒

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 CS-02
中四国特別シンポジウ
ム02

中四国ブロック企画 特別シンポジウム 〜中国四国地域発で世界的
に展開した学術業績〜 From the local Chushikoku to the World

⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 ⽯浦 浩之 東京⼤学医学部附属病院 脳神経内科 BAFMEにおけるリピート伸⻑変異の同定

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 CS-02
中四国特別シンポジウ
ム02

中四国ブロック企画 特別シンポジウム 〜中国四国地域発で世界的
に展開した学術業績〜 From the local Chushikoku to the World

⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 和泉 唯信
徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部臨床神経
科学分野

ALSの新しい診断基準：Awaji 基準

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 CS-02
中四国特別シンポジウ
ム02

中四国ブロック企画 特別シンポジウム 〜中国四国地域発で世界的
に展開した学術業績〜 From the local Chushikoku to the World

⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 ⼭下 徹 岡⼭⼤学病院 脳神経内科学 末梢神経障害を引き起こすプリオン病

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 CS-02
中四国特別シンポジウ
ム02

中四国ブロック企画 特別シンポジウム 〜中国四国地域発で世界的
に展開した学術業績〜 From the local Chushikoku to the World

⽇本語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 神⽥ 隆 ⼭⼝⼤学⼤学院 臨床神経学
GRP78抗体とNMO：この研究はどのようにはじまった
か

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 座⻑ ⽔澤 英洋 国⽴精神・神経医療研究センター −

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 座⻑ 髙橋 良輔 京都⼤学医学部附属病院脳神経内科 −

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-49 シンポジウム49 ⽣命⾦属で切り開く神経疾患の解明 ⽇本語
第04会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
301会議室)

演者 津本 浩平
東京⼤学⼤学院⼯学系研究科バイオエン
ジニアリング

⽣命⾦属科学の新展開

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-49 シンポジウム49 ⽣命⾦属で切り開く神経疾患の解明 ⽇本語
第04会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
301会議室)

演者 ⻑野 清⼀ ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科神経内科学 認知症、筋萎縮性側索硬化症と微量元素

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-49 シンポジウム49 ⽣命⾦属で切り開く神経疾患の解明 ⽇本語
第04会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
301会議室)

演者 浅沼 幹⼈
岡⼭⼤学医⻭薬学総合研究科脳神経機構
学

パーキンソン病と⽣体⾦属，⾦属結合蛋⽩

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-49 シンポジウム49 ⽣命⾦属で切り開く神経疾患の解明 ⽇本語
第04会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
301会議室)

演者 保住 功 岐⾩薬科⼤学 薬物治療学 神経難病と微量元素

座⻑ 保住 功 岐⾩薬科⼤学薬物治療学 −

座⻑ 宮嶋 裕明 浜松医科⼤学内科学第⼀講座 −

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-50 シンポジウム50 キソから学ぶ筋疾患 ⽇本語
第05会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
302会議室)

演者 久留 聡 鈴⿅病院 脳神経内科 筋疾患の診察法

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-50 シンポジウム50 キソから学ぶ筋疾患 ⽇本語
第05会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
302会議室)

演者 濵野 忠則 福井⼤学病院 脳神経内科 神経筋疾患における筋MRI所⾒の特徴

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-50 シンポジウム50 キソから学ぶ筋疾患 ⽇本語
第05会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
302会議室)

演者 ⽊村 正剛 名古屋⼤学⼤学院医学研究科神経内科 筋⽣検の⽅法と筋病理診断

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-50 シンポジウム50 キソから学ぶ筋疾患 ⽇本語
第05会場(岡⼭コンベンションセンター 3F
302会議室)

演者 鈴⽊ 重明 慶應義塾⼤学医学部 神経内科 炎症性筋疾患と⾃⼰抗体

座⻑ 濵野 忠則 福井⼤学医学部 脳神経内科 −

座⻑ 久留 聡 鈴⿅病院 脳神経内科 −
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9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-51 シンポジウム51 α-シヌクレイン研究の現状と未来 -up to date- ⽇本語
第06会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
レセプションホール)

演者 岩坪 威 東京⼤学⼤学院医学系研究科 神経病理学 αシヌクレイン：Lewy⼩体における同定と病的意義

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-51 シンポジウム51 α-シヌクレイン研究の現状と未来 -up to date- ⽇本語
第06会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
レセプションホール)

演者 ⼩野 賢⼆郎 昭和⼤学医学部内科学講座 脳神経内科 αシヌクレイン凝集の動的観察

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-51 シンポジウム51 α-シヌクレイン研究の現状と未来 -up to date- ⽇本語
第06会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
レセプションホール)

演者 佐藤 克也
⻑崎⼤学医⻭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）

バイオマーカーとしてのαシヌクレイン

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-51 シンポジウム51 α-シヌクレイン研究の現状と未来 -up to date- ⽇本語
第06会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
レセプションホール)

演者 望⽉ 秀樹 ⼤阪⼤学病院 神経内科学 治療標的としてのαシヌクレイン

座⻑ 岩坪 威 東京⼤学⼤学院医学系神経病理学 −

座⻑ ⼩野 賢⼆郎
昭和⼤学医学部内科学講座 脳神経内科学
部⾨

−

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-52 シンポジウム52 神経感染症、新たな時代 ⽇本語
第07会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
展⽰ホール)

演者 ⻲井 聡 上尾中央総合病院 脳神経内科 神経感染症におけるUp to date

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-52 シンポジウム52 神経感染症、新たな時代 ⽇本語
第07会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
展⽰ホール)

演者 三浦 義治 都⽴駒込病院 脳神経内科
本邦における進⾏性多巣性⽩質脳症患者の集計研究と
診療体制整備

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-52 シンポジウム52 神経感染症、新たな時代 ⽇本語
第07会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
展⽰ホール)

演者 浜⼝ 毅 ⾦沢⼤学病院 脳神経内科 プリオン病

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-52 シンポジウム52 神経感染症、新たな時代 ⽇本語
第07会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
展⽰ホール)

演者 松浦 英治
⿅児島⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 脳神
経内科・⽼年病学

HTLV-1関連脊髄症とHTLV-1炎症の広がり

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-52 シンポジウム52 神経感染症、新たな時代 ⽇本語
第07会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
展⽰ホール)

演者 原 英夫 佐賀⼤学病院 神経内科 神経梅毒の現況と治療

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-52 シンポジウム52 神経感染症、新たな時代 ⽇本語
第07会場(岡⼭コンベンションセンター 2F
展⽰ホール)

演者 﨑⼭ 佑介
⿅児島⼤学⼤学院医⻭学総合研究科神経
内科・⽼年病学

次世代シーケンサーを活⽤した神経感染症のショット
ガンメタゲノム解析

座⻑ 原 英夫 佐賀⼤学医学部内科学講座神経内科 −

座⻑ 三浦 義治 都⽴駒込病院脳神経内科 −

9⽉2⽇（⽔） 11:00〜12:00 LM-15 レクチャーマラソン15 ⽇本語 第08会場(岡⼭県医師会館 4F 401会議室) 演者 越智 博⽂
愛媛⼤学⼤学院医学系研究科 脳神経内
科・⽼年医学

多発性硬化症とNMOの最新情報

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 HS 歴史セッション こんなにも⾯⽩い神経学の歴史 ⽇本語 第09会場(岡⼭県医師会館 4F 402会議室) 演者 廣瀬 源⼆郎 浅ノ川総合病院 脳神経内科 神経学の進歩に貢献した患者たち

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 HS 歴史セッション こんなにも⾯⽩い神経学の歴史 ⽇本語 第09会場(岡⼭県医師会館 4F 402会議室) 演者 岩⽥ 誠 メディカルクリニック柿の⽊坂 神経内科 神経科学の発展に貢献したイラストレーターたち

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 HS 歴史セッション こんなにも⾯⽩い神経学の歴史 ⽇本語 第09会場(岡⼭県医師会館 4F 402会議室) 演者 福武 敏夫 ⻲⽥メディカルセンター 脳神経内科 新『解体新書』−漢字と神経学⽤語−

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 HS 歴史セッション こんなにも⾯⽩い神経学の歴史 ⽇本語 第09会場(岡⼭県医師会館 4F 402会議室) 演者 ⾼橋 昭 名古屋⼤学名誉教授 神経学こぼればなし

座⻑ 岩⽥ 誠 メディカルクリニック柿の⽊坂 −

座⻑ ⼭脇 健盛 広島市⽴広島市⺠病院 脳神経内科 −
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開催⽇ 時間
セッション

No.
セッション名1 セッションタイトル

発表⾔
語

会場名 演者 ⽒名 所属機関 演題名

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 IE-03
International
Education Course 03

英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者
Sonia Ancoli-
Israel

University of California, San Diego Sleep in Older Adults

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 IE-03
International
Education Course 03

英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者
Ekaterina
Rogaeva

Tanz Centre for Research in
Neurodegenerative Disease, University

Genetics of AD: lessons from a family with identical
triplets

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 IE-03
International
Education Course 03

英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者
Aleksandar
Videnovic

Harvard Medical School /
Massachusetts General Hospital

REM Sleep Behavior Disorder

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 IE-03
International
Education Course 03

英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者
Henry L.
Paulson

University of Michigan
Routes to therapy for the spinocerebellar ataxias
(SCAs)

座⻑ Lin Wei Emory University −

座⻑
Ekaterina
Rogaeva

Tanz Centre for Research in
Neurodegenerative Disease, University

−

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-53 シンポジウム53 パーキンソン病の摂⾷嚥下障害対策 ⽇本語
第12会場(岡⼭国際交流センター 8F イベン
トホール)

演者 ⼭本 敏之
国⽴精神・神経医療研究センター病院脳
神経内科

パーキンソン病の摂⾷嚥下障害の問題

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-53 シンポジウム53 パーキンソン病の摂⾷嚥下障害対策 ⽇本語
第12会場(岡⼭国際交流センター 8F イベン
トホール)

演者 ⽊村 百合⾹
東京都保健医療公社 荏原病院 ⽿⿐咽喉
科

パーキンソン病の嚥下機能評価 Up to Date

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-53 シンポジウム53 パーキンソン病の摂⾷嚥下障害対策 ⽇本語
第12会場(岡⼭国際交流センター 8F イベン
トホール)

演者 ⻄⽥ ⼤輔
国⽴精神・神経医療研究センター ⾝体リ
ハビリテーション科

パーキンソン病の摂⾷嚥下リハビリテーション update

9⽉2⽇（⽔） 10:45〜12:15 S-53 シンポジウム53 パーキンソン病の摂⾷嚥下障害対策 ⽇本語
第12会場(岡⼭国際交流センター 8F イベン
トホール)

演者 ⼆藤 隆春
埼⽟医科⼤学総合医療センター ⽿⿐咽喉
科

パーキンソン病の嚥下機能⼿術 update

座⻑ ⼭本 敏之
国⽴精神・神経医療研究センター脳神経
内科

−

座⻑ ⽊村 百合⾹ 東京都保健医療公社荏原病院⽿⿐咽喉科 −

9⽉2⽇（⽔） 13:45〜15:15 NFS-03
Neuroscience Frontier
Symposium 03

Leading edge of ALS research 英語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 漆⾕ 真 滋賀医科⼤学病院 内科学講座脳神経内科
Antibody-based Therapeutic strategies for ALS
targeting misfolded proteins

9⽉2⽇（⽔） 13:45〜15:15 NFS-03
Neuroscience Frontier
Symposium 03

Leading edge of ALS research 英語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者
Clotilde Lagier-
Tourenne

Sean M. Healey & AMG Center for ALS
at the Massachusetts General Hospital

Disruption of RNA metabolism in neurodegenerative
diseases and emerging therapeutic strategies

9⽉2⽇（⽔） 13:45〜15:15 NFS-03
Neuroscience Frontier
Symposium 03

Leading edge of ALS research 英語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 ⼭中 宏⼆
名古屋⼤学環境医学研究所 病態神経科学
分野

Glia-immune communication in ALS

9⽉2⽇（⽔） 13:45〜15:15 NFS-03
Neuroscience Frontier
Symposium 03

Leading edge of ALS research 英語
第03会場“メインホール”(岡⼭コンベンショ
ンセンター 3F コンベンションホール)

演者 勝野 雅央
名古屋⼤学⼤学院医学系研究科神経内科
学

TDP-43 facilitates exoctyosis: unexpected link
between ALS and diabetes

座⻑
Clotilde Lagier-
Tourenne

Massachusetts General Hospital /
Harvard Medical School

−

座⻑ 勝野 雅央
名古屋⼤学⼤学院医学系研究科脳神経内
科

−

9⽉2⽇（⽔） 13:45〜14:45 LM-16 レクチャーマラソン16 ⽇本語 第08会場(岡⼭県医師会館 4F 401会議室) 演者 ⽊村 成志 ⼤分⼤学病院 神経内科
ウェアラブル⽣体センサを⽤いた地域在住⾼齢者にお
ける認知症リスク因⼦の発掘 〜USUKI STUDY〜

座⻑ 福迫 俊弘 ⼭⼝県⽴総合医療センター脳神経内科 −

9⽉2⽇（⽔） 13:45〜15:15 Em-02
Emerging Asian
Neurology Session 02

Emerging Asian Neurology Session 02 for Dementia and stem
cell therapy

英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者 Shan Ping Yu Emory University School of Medicine
Roles of the NMDA Receptor GluN3A (NR3A) Subunit
in Brain Development and Neurological Diseases

9⽉2⽇（⽔） 13:45〜15:15 Em-02
Emerging Asian
Neurology Session 02

Emerging Asian Neurology Session 02 for Dementia and stem
cell therapy

英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者 Jingwei Shang
Department of Neurology, Affiliated
Hospital of Guilin Medical University

Strong impact of chronic cerebral hypoperfusion on
neurovascular unit in AD model mouse

9⽉2⽇（⽔） 13:45〜15:15 Em-02
Emerging Asian
Neurology Session 02

Emerging Asian Neurology Session 02 for Dementia and stem
cell therapy

英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者 Shinn-Zong Lin
Superintendent of Hualie Tzu Chi
Hospital

Stem Cell Therapy from Acute to Chronic Stroke
Patients

9⽉2⽇（⽔） 13:45〜15:15 Em-02
Emerging Asian
Neurology Session 02

Emerging Asian Neurology Session 02 for Dementia and stem
cell therapy

英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者 出澤 真理
東北⼤学⼤学院医学系研究科細胞組織学
分野

Challenge to medical innovation by non-tumorigenic
endogenous pluripotent Muse cells

9⽉2⽇（⽔） 13:45〜15:15 Em-02
Emerging Asian
Neurology Session 02

Emerging Asian Neurology Session 02 for Dementia and stem
cell therapy

英語
第10会場(岡⼭県医師会館 2F 三⽊記念ホー
ル)

演者
Man Mohan
Mehndiratta

Department of Neurology Janakpuri
Super Speciality Hospital Society (An

Dementia Stem Cell Therapy-Current Status and Way
Forward

座⻑ 阿部 康⼆ 岡⼭⼤学医学部脳神経内科 −

座⻑ Shinn-Zong Lin Hualien University −


