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LS-01　ランチョンセミナー01 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第01会場（岡山コンベンションセンター�4F�405会議室）

日常の認知症診療に与えるアミロイドPETのインパクト
座長：岩坪　　威　東京大学大学院医学研究科神経病理学分野教授

LS-01-1 アミロイドPET検査の実際
塚本江利子　  社会医療法人禎心会 セントラルCIクリニック 名誉院長

LS-01-2 アミロイドPET導入の必要性と当院における治療
徳田　禎久　  社会医療法人禎心会 理事長 札幌禎心会病院 院長

共催：日本メジフィジックス株式会社�/�GEヘルスケアファーマ株式会社　�
後援：日本脳神経核医学研究会�/�日本核医学会

LS-02　ランチョンセミナー02 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第02会場（岡山コンベンションセンター�4F�407会議室）

神経症状の原因を追究する�-ファブリー病-
座長：関島　良樹　信州大学医学部脳神経内科、リウマチ・膠原病内科

LS-02-1 ファブリー病の早期診断戦略
伊藤　哲哉　  藤田医科大学医学部　小児科

LS-02-2 ファブリー病の脳血管障害
八木田佳樹　  川崎医科大学　脳卒中医学

共催：大日本住友製薬株式会社

LS-03　ランチョンセミナー03 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 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）

パーキンソン病治療薬の現在と今後��
～嚥下障害、手術時、高齢者等、非経口薬を含めて～

座長：長谷川一子　独立行政法人国立病院機構　相模原病院　神経内科

LS-03 野元　正弘　  済生会今治医療・福祉センター 今治病院脳神経内科

共催：協和キリン株式会社

LS-04　ランチョンセミナー04 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第04会場（岡山コンベンションセンター�3F�301会議室）

認知機能障害に対峙するMS診療�～早期に気付くために～
座長：越智　博文　愛媛大学大学院医学系研究科脳神経内科・老年医学講座

LS-04-1 MSの認知機能障害 ～画像的観点から～
藤盛　寿一　  東北医科薬科大学医学部 老年神経内科学

31
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LS-04-2 MSの認知機能障害に如何に早く気付けるか？
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 臨床研究部

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社�メディカル本部

LS-05　ランチョンセミナー05 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第05会場（岡山コンベンションセンター�3F�302会議室）

睡眠障害診療�Update：レストレスレッグス症候群を含めて
座長：山下　　徹　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経内科学

LS-05 岡　　靖哲　  愛媛大学医学部附属病院　睡眠医療センター

共催：アステラス製薬株式会社

LS-06　ランチョンセミナー06 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 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）

MCIとアルツハイマー病の新しい血清ペプチドバイオマーカー
座長：楠　　　進　近畿大学医学部脳神経内科学　教授

LS-06 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　教授

共催：株式会社プロトセラ

LS-07　ランチョンセミナー07 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第07会場（岡山コンベンションセンター�2F�展示ホール）

進化するゲノミクスと神経疾患研究、医療への進展
座長：東海林幹夫　公益財団法人老年病研究所付属病院

LS-07 佐竹　　渉　  東京大学大学院医学系研究科　神経内科学

共催：イルミナ株式会社

LS-08　ランチョンセミナー08 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

成人SMA患者の診断と治療
座長：田中　章景　横浜市立大学大学院医学研究科神経内科学・脳卒中医学

LS-08 綾木　　孝　  京都大学大学院医学研究科 脳神経内科

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社

31
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LS-09　ランチョンセミナー09 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第09会場（岡山県医師会館�4F�402会議室）

認知症におけるBPSDおよびiNPHのアルツハイマー病併存例をどうするか？��
－iNPH診療ガイドライン（第3版）の概要を含めて－

座長：岩田　　淳　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター脳神経内科部長

LS-09 數井　裕光　  高知大学医学部 神経精神科学講座 教授

共催：ヤンセンファーマ株式会社/Integra�Japan株式会社

LS-10　ランチョンセミナー10 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第10会場（岡山県医師会館�2F�三木記念ホール）

AFIRE研究から学ぶ－減らすエビデンス－
座長：豊田　一則　国立循環器病研究センター　副院長/脳血管部門長

LS-10-1 CAD合併心房細動患者に対する最適抗血栓療法を考える 
～最新ガイドラインとAFIRE Studyの結果を踏まえて～
的場　哲哉　  九州大学病院 循環器内科 講師

LS-10-2 AFIRE研究から考える脳卒中の抗血栓療法
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

共催：バイエル薬品株式会社

LS-11　ランチョンセミナー11 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第11会場（ANAクラウンプラザホテル岡山�1F�曲水）

急性期脳梗塞�血栓回収療法の現在
座長：北川　一夫　東京女子医科大学脳神経内科

LS-11-1 少数精鋭の脳神経センターにおける取組み
木村　尚人　  岩手県立中央病院脳神経外科

LS-11-2 脳神経内科医の取組み
藤堂　謙一　  大阪大学神経内科・脳卒中科

共催：日本ストライカー株式会社

LS-12　ランチョンセミナー12 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第12会場（岡山国際交流センター�8F�イベントホール）

パーキンソン病
座長：齋木　英資　愛知医科大学パーキンソン病総合治療センター

LS-12-1 早期パーキンソン病の治療選択肢を考える
藤岡　伸助　  福岡大学 医学部 脳神経内科学

31
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LS-12-2 パーキンソン病の非運動症状とQOL
前田　哲也　  岩手医科大学 脳神経内科・老年科

共催：武田薬品工業株式会社

LS-13　ランチョンセミナー13 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第14会場（岡山国際交流センター�2F�国際会議場）

21世紀の疾患・ATTRvアミロイドーシス（FAP）�最新の知見
座長：祖父江　元　愛知医科大学　理事長／名古屋大学医学系研究科　特任教授

LS-13 安東由喜雄　  長崎国際大学 薬学部 アミロイドーシス病態解析学分野 教授/熊本大学病院臨床研究部 客員教授

共催：Alnylam�Japan株式会社

LS-14　ランチョンセミナー14 Jp
8月31日（月）12：15～13：15� 第15会場（岡山国際交流センター�B1F�レセプションホール）

多発性硬化症を多角的に治療する
座長：三須　建郎　東北大学　神経内科

LS-14 磯部　紀子　  九州大学　脳神経内科

共催：田辺三菱製薬株式会社

ES-01　イブニングセミナー01 Jp
8月31日（月）18：00 ～19：00� 第01会場（岡山コンベンションセンター�4F�405会議室）

NMOSDにおけるIL-6阻害療法
座長：横山　和正　順天堂大学医学部脳神経内科

ES-01 NMOSDにおけるサトラリズマブの有効性及び安全性
荒木　　学　  河北総合病院 神経内科

共催：中外製薬株式会社

ES-02　イブニングセミナー02 Jp
8月31日（月）18：00 ～19：00� 第02会場（岡山コンベンションセンター�4F�407会議室）

パーキンソン病治療
座長：松川　則之　名古屋市立大学大学院医学研究科神経内科学教授

ES-02 パーキンソン病の治療と病態メカニズム up to date
波田野　琢　  順天堂大学医学部 神経学講座 准教授

共催：エーザイ株式会社
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ES-03　イブニングセミナー03 Jp
8月31日（月）18：00 ～19：00� 第04会場（岡山コンベンションセンター�3F�301会議室）

P/Q型カルシウムチャネル抗体とランバート・イートン筋無力症候群
座長：高守　正治　金沢西病院　脳神経センター

ES-03 本村　政勝　  長崎総合科学大学　工学研究科

共催：株式会社コスミックコーポレーション

ES-04　イブニングセミナー04 Jp
8月31日（月）18：00 ～19：00� 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）

バイオマーカー最前線
座長：望月　秀樹　大阪大学大学院医学系研究科神経内科学

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

ES-04-1 血液エクソソームに着目した認知症・神経変性疾患バイオマーカーの開発
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寄附講座

ES-04-2 パーキンソン病のバイオマーカー
望月　秀樹　  大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学

共催：エーザイ株式会社

ES-05　イブニングセミナー05 Jp
8月31日（月）18：00 ～19：00� 第07会場（岡山コンベンションセンター�2F�展示ホール）

多発性硬化症の障害進行と新たな治療戦略
座長：藤原　一男　福島県立医科大学医学部多発性硬化症治療学講座教授／一般財団法人脳神経疾患研究

所多発性硬化症・視神経脊髄炎センターセンター長

ES-05 吉良　潤一　  福岡中央病院 脳神経センター長 / 国際医療福祉大学 福岡薬学部 教授

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社

ES-06　イブニングセミナー06 Jp
8月31日（月）18：00 ～19：00� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

片頭痛診療の夜明け　~頭痛を今、振り返る~
座長：平田　幸一　獨協医科大学　副学長

ES-06-1 片頭痛の病態メカニズム アップデート2020
高橋　牧郎　  日本赤十字社 大阪赤十字病院　脳神経内科　主任部長

ES-06-2 片頭痛診療を振り返る
竹島多賀夫　  社会医療法人 寿会 富永病院　副院長

共催：大 製薬株式会社　メディカル・アフェアーズ部

31
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ES-07　イブニングセミナー07 JpJp同時通訳
8月31日（月）18：00 ～19：00� 第10会場（岡山県医師会館�2F�三木記念ホール）

Risk�Mitigation�Strategy�of�Natalizumab�Related�
� -Progressive�Multifocal�Leukoencephalopathy

座長：野村　恭一　埼玉医科大学総合医療センター神経内科

ES-07-1 The Risk Mitigation of Natalizumab Related PML
Pei-Ran Ho　  Global Medical Affairs, Biogen USA

ES-07-2 Current Treatment Strategy with Natalizumab -Benefit and Risk from Real 
World Evidence-
Helmut Butzkueven　  Department of Medicine, University of Melbourne

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社�/�エーザイ株式会社

ES-08　イブニングセミナー08 Jp
8月31日（月）18：00 ～19：00� 第11会場（ANAクラウンプラザホテル岡山�1F�曲水）

ALSを取り巻く療養環境と医療の介護連携支援
座長：青木　正志　東北大学　神経内科

ES-08 道勇　　学　  愛知医科大学　神経内科

共催：田辺三菱製薬株式会社

LS-15　ランチョンセミナー15 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第01会場（岡山コンベンションセンター�4F�405会議室）

時間軸をとらえ考える認知症診療；核医学検査への期待
座長：勝野　雅央　名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学　教授

LS-15-1 レビー小体型認知症～睡眠障害の重要性と診療のポイント～
宮本　智之　  獨協医科大学埼玉医療センター　脳神経内科　主任教授

LS-15-2 Alzneimer病の診断～適切な治療を目指して～
和田　健二　  川崎医科大学 認知症学　教授

共催：富士フイルム富山化学株式会社　後援：脳神経核医学研究会／日本核医学会

LS-16　ランチョンセミナー16 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第02会場（岡山コンベンションセンター�4F�407会議室）

病態から考える慢性便秘症の新治療戦略
座長：平山　正昭　名古屋大学大学院医学系研究科脳神経病態制御学神経内科学分野准教授

LS-16 眞部　紀明　  川崎医科大学 検査診断学（内視鏡・超音波）教授

共催：マイランEPD合同会社

31
日
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LS-17　ランチョンセミナー17 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 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）

病病診連携によるパーキンソン病デバイス療法の管理と有用性
座長：織茂　智之　関東中央病院神経内科

LS-17 意外と簡単！クリニックでもできるパーキンソン病のデバイス療法
藤本　健一　  自治医大ステーション・ブレインクリニック

共催：アッヴィ合同会社

LS-18　ランチョンセミナー18 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第04会場（岡山コンベンションセンター�3F�301会議室）

多発性硬化症の患者さんの人生に向き合う治療を��
－患者さんの結婚・妊娠・出産・育児への神経内科医としてのかかわり方

座長：山﨑　　亮　九州大学大学院医学研究院脳神経病研究施設神経内科学准教授

LS-18-1 母性内科からみる合併症妊娠
村島　温子　  国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 主任副センター長／妊娠と薬情報セン

ター センター長

LS-18-2 多発性硬化症患者の妊娠とFamily planning -最近の知見-
清水　優子　  東京女子医科大学脳神経内科 特命担当教授

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社

LS-19　ランチョンセミナー19 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第05会場（岡山コンベンションセンター�3F�302会議室）

パーキンソン病と神経炎症
座長：永井　将弘　愛媛大学医学部附属病院臨床薬理神経内科特任教授

LS-19-1 パーキンソン病の病態における神経炎症について
斉木　臣二　  順天堂大学大学院医学研究科神経学 准教授

LS-19-2 アストロサイトのセロトニン1A受容体を標的としたドパミン神経保護
宮崎　育子　  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経機構学　助教

共催：大 製薬株式会社
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LS-20　ランチョンセミナー20 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 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）

脳神経疾患の抗酸化治療　－Twendee�X　無限大の可能性－
座長：阿部　康二　岡山大学脳神経内科学

犬房　春彦　岐阜大学・科学研究基盤センター・共同研究講座・抗酸化研究部門

LS-20-1 脳神経疾患の抗酸化治療　−Twendee X　無限大の可能性−1
犬房　春彦　  岐阜大学・科学研究基盤センター・共同研究講座・抗酸化研究部門

LS-20-2 脳神経疾患の抗酸化治療　−Twendee X　無限大の可能性−2
阿部　康二　  岡山大学脳神経内科学

共催：TIMA�Tokyo株式会社

LS-21　ランチョンセミナー21 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第07会場（岡山コンベンションセンター�2F�展示ホール）

レビー小体型認知症
座長：鷲見　幸彦　国立長寿医療研究センター

LS-21-1 レビー小体型認知症の診断とパーキンソニズムの治療
木村　成志　  大分大学医学部神経内科学講座

LS-21-2 レビー小体型認知症における認知機能障害の特徴と治療
古和　久朋　  神戸大学大学院保健学研究科　リハビリテーション科学領域　脳機能・精神障害分野

共催：大日本住友製薬株式会社

LS-22　ランチョンセミナー22 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

症例に学ぶ高齢者てんかんの鑑別
座長：重藤　寛史　九州大学大学院医学研究院　保健学部門　検査技術科学分野

LS-22 神　　一敬　  東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野

共催：第一三共株式会社�/�ユーシービージャパン株式会社

LS-23　ランチョンセミナー23 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第09会場（岡山県医師会館�4F�402会議室）

髄膜炎・脳炎に対する迅速検査
座長：中嶋　秀人　日本大学医学部　内科学系神経内科学分野　主任教授

LS-23 感染症領域における迅速核酸増幅検査の進歩と髄膜炎・脳炎への臨床応用
鈴木　広道　  筑波メディカルセンター病院　感染症内科・臨床検査医学科　診療科長

共催：ビオメリュー・ジャパン株式会社

1
日

共
催
セ
ミ
ナ
ー
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LS-24　ランチョンセミナー24 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第10会場（岡山県医師会館�2F�三木記念ホール）

自己免疫性自律神経節障害：今、われわれがわかっていること
座長：神田　　隆　山口大学大学院医学系研究科　臨床神経学講座

LS-24 中根　俊成　  熊本大学病院分子神経治療学寄附講座（脳神経内科）

共催：株式会社コスミックコーポレーション

LS-25　ランチョンセミナー25 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第11会場（ANAクラウンプラザホテル岡山�1F�曲水）

今が結節性硬化症診療の見直し時�～てんかん発作治療を中心として～
座長：松本　理器　神戸大学大学院医学研究科　脳神経内科学分野

LS-25 赤松　直樹　  国際医療福祉大学医学部 脳神経内科 / 国際医療福祉大学成田病院

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社

LS-26　ランチョンセミナー26 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第12会場（岡山国際交流センター�8F�イベントホール）

パーキンソン病の非運動症状を再考する
座長：漆谷　　真　滋賀医科大学脳神経内科

LS-26-1 気分障害の病態と治療
永山　　寛　  日本医科大学 脳神経内科

LS-26-2 感覚障害の病態と治療
高橋　一司　  東京都立神経病院 脳神経内科

共催：エーザイ株式会社

LS-27　ランチョンセミナー27 En
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第14会場（岡山国際交流センター�2F�国際会議場）

Reconditioning�the�gut�microbiome:�evidence�that�gut-brain�targeted�
interventions�mays�serve�as�novel�strategies�to�attenuate�neuroinflammation

座長：小野賢二郎　昭和大学医学部内科学講座脳神経内科

LS-27 Giulio Maria Pasinetti　  Icahn School of Medicine at Mount Sinai

共催：エーザイ株式会社

1
日

共
催
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LS-28　ランチョンセミナー28 Jp
9月1日（火）12：30 ～13：30� 第15会場（岡山国際交流センター�B1F�レセプションホール）

神経疾患に対するアフェレシス療法のリアルワールド研究　�
－Japan-Plasmapheresis�Outcome�and�Practice�Patterns�Study�for�
Neurological�diseases�（J-POPPS）�－

座長：松尾　秀德　国立病院機構長崎病院

LS-28 王子　　聡　  埼玉医科大学総合医療センター　神経内科

共催：旭化成メディカル株式会社

ES-09　イブニングセミナー09 En
9月1日（火）18：00 ～19：00� 第01会場（岡山コンベンションセンター�4F�405会議室）

The�future�is�now�:��
Time�for�the�reappraisal�of�Dabigatran�with�specific�reversal�agent

座長：内山真一郎　国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授/山王病院・山王メディカルセンター脳血
管センター長

ES-09 Hans-Christoph Diener　  Professor of Neurology, Medical Faculty of the University Duisburg-Essen, 
Institute for Medical Informatics, Biometry and Epidemiology

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

ES-10　イブニングセミナー10 Jp
9月1日（火）18：00 ～19：00� 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）

Adaptive�DBS�－�脳内バイオマーカーを利用した新たなPD治療
座長：坪井　義夫　福岡大学医学部脳神経内科学

ES-10-1 PD治療におけるDBSの課題
下　　泰司　  順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経内科

ES-10-2 Adaptive DBSを用いたPD治療への期待
木村　活生　  横浜市立大学附属市民総合医療センター神経内科

共催：日本メドトロニック株式会社

ES-11　イブニングセミナー11 Jp
9月1日（火）18：00 ～19：00� 第04会場（岡山コンベンションセンター�3F�301会議室）

パーキンソン病ー病態生理と治療のホットトピックスー
座長：武田　　篤　独立行政法人国立病院機構　仙台西多賀病院　病院長

ES-11 髙橋　良輔　  京都大学大学院 医学研究科 臨床神経学（脳神経内科）　教授

共催：小野薬品工業株式会社

1
日

共
催
セ
ミ
ナ
ー
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ES-12　イブニングセミナー12 Jp
9月1日（火）18：00 ～19：00� 第05会場（岡山コンベンションセンター�3F�302会議室）

パーキンソン病に対する�Disease-modificaion�therapy�の展望
座長：戸田　達史　東京大学大学院医学系研究科神経内科学

ES-12 望月　秀樹　  大阪大学大学院医学系研究科神経内科学

共催：IQVIAサービシーズ�ジャパン株式会社

ES-13　イブニングセミナー13 Jp
9月1日（火）18：00 ～19：00� 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）

NMOSD治療の新しい幕開け
座長：亀井　　聡　上尾中央総合病院脳神経内科診療顧問（神経感染症センター長兼務）

ES-13-1 PREVENT試験の結果から考察するNMOSDにおけるソリリスの有用性
中島　一郎　  東北医科薬科大学 医学部 老年神経内科学教室

ES-13-2 NMOSD治療におけるソリリスの可能性
河内　　泉　  新潟大学 脳研究所・医歯学総合病院 脳神経内科 / 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 総合医学

教育センター

共催：アレクシオンファーマ合同会社

ES-14　イブニングセミナー14 Jp
9月1日（火）18：00 ～19：00� 第07会場（岡山コンベンションセンター�2F�展示ホール）

免疫チェックポイント阻害剤投与に伴うirAEの特徴及び対応について
座長：鈴木　重明　慶應義塾大学医学部　神経内科

ES-14 鳥越　俊彦　  札幌医科大学医学部　病理学第一講座

共催：中外製薬株式会社

LS-29　ランチョンセミナー29 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第01会場（岡山コンベンションセンター�4F�405会議室）

パーキンソン病の姿勢と歩行
座長：宇川　義一　福島県立医科大学　ヒト神経生理学

LS-29-1 パーキンソン病の姿勢と歩行 -神経生理学的考察-
高草木　薫　  旭川医科大学　生理学講座　神経機能分野

LS-29-2 パーキンソン病の姿勢と歩行 -臨床的アプローチ-
飯嶋　　睦　  東京女子医科大学　脳神経内科

共催：武田薬品工業株式会社�ジャパンメディカルオフィス

1
日
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LS-30　ランチョンセミナー30 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第02会場（岡山コンベンションセンター�4F�407会議室）

Fisher症候群：Guillain-Barré症候群臨床亜型の成立とその先
座長：楠　　　進　近畿大学医学部脳神経内科教授

LS-30 千葉　厚郎　  杏林大学医学部脳神経内科学教室教授

共催：日本製薬株式会社

LS-31　ランチョンセミナー31 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 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）

パーキンソン病
座長：髙橋　良輔　京都大学大学院医学研究科臨床神経学

LS-31-1 高齢者パーキンソン病の特徴とその対策
武田　　篤　  国立病院機構仙台西多賀病院

LS-31-2 パーキンソン病治療の将来展望
服部　信孝　  順天堂大学医学部神経学講座

共催：大日本住友製薬株式会社

LS-32　ランチョンセミナー32 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第04会場（岡山コンベンションセンター�3F�301会議室）

MG診療の最前線
座長：村井　弘之　国際医療福祉大学医学部脳神経内科

LS-32 鈴木　重明　  慶應義塾大学医学部神経内科

共催：アレクシオンファーマ合同会社

LS-33　ランチョンセミナー33 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第05会場（岡山コンベンションセンター�3F�302会議室）

MG診療の今後の展開～胸腺摘出術について考える～
座長：杉江　和馬　奈良県立医科大学　脳神経内科講座　教授

LS-33 松井　尚子　  徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医療教育学分野　特任助教

共催：一般社団法人　日本血液製剤機構

2
日

共
催
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LS-34　ランチョンセミナー34 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 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）

CIDP診療：ランチタイムでブラッシュアップ
座長：桑原　　聡　千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学教授

LS-34 三澤　園子　  千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学 准教授

共催：CSLベーリング株式会社

LS-35　ランチョンセミナー35 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第07会場（岡山コンベンションセンター�2F�展示ホール）

パーキンソン病
座長：前田　哲也　岩手医科大学医学部内科学講座　神経内科・老年科分野

LS-35 PD治療におけるMAO-B阻害剤の役割2020
坪井　義夫　  福岡大学医学部　脳神経内科学

共催：藤本製薬グループ　エフピー株式会社

LS-36　ランチョンセミナー36 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

これからの脳卒中診療の在り方～急性期病院でマネジメントすべき合併症とは
座長：平野　照之　杏林大学医学部　脳卒中医学教室

LS-36 猪原　匡史　  国立循環器病研究センター脳神経内科

共催：エーザイ株式会社

LS-37　ランチョンセミナー37 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第09会場（岡山県医師会館�4F�402会議室）

MSの免疫病態�up-to-date
座長：山村　　隆　国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター神経研究所

LS-37-1 MS病態におけるT細胞と血液脳関門破綻の役割
清水　文崇　  山口大学大学院医学系研究科 臨床神経学

LS-37-2 多発性硬化症とB細胞 ～再発寛解期から進行期まで～
宮﨑　雄生　  独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 脳神経内科

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社�メディカル本部
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LS-38　ランチョンセミナー38 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第10会場（岡山県医師会館�2F�三木記念ホール）

EGPAの診断と病態に基づいた急性期末梢神経障害の治療戦略
座長：竹内　　恵　東京女子医科大学脳神経内科

LS-38 竹下　幸男　  山口大学大学院医学系研究科臨床神経学

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

LS-39　ランチョンセミナー39 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第11会場（ANAクラウンプラザホテル岡山�1F�曲水）

パーキンソン病におけるレボドパ療法の位置付け
座長：戸田　達史　東京大学大学院医学系研究科神経内科学教授

LS-39 渡辺　宏久　  藤田医科大学 医学部 脳神経内科学 教授

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社

LS-40　ランチョンセミナー40 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第12会場（岡山国際交流センター�8F�イベントホール）

MS治療Update　～MS患者への新たな治療選択肢について～
座長：清水　優子　東京女子医科大学脳神経内科特命担当教授

LS-40 中原　　仁　  慶應義塾大学医学部神経内科教授

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社�/�エーザイ株式会社

LS-41　ランチョンセミナー41 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第14会場（岡山国際交流センター�2F�国際会議場）

高齢者における認知症をアルツハイマー病と脳卒中から考える
座長：玉岡　　晃　筑波大学医学医療系　神経内科学　教授

LS-41 アルツハイマー病と脳血管障害
水野　敏樹　  京都府立医科大学大学院医学研究科　神経内科学　教授

共催：小野薬品工業株式会社
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共
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LS-42　ランチョンセミナー42 Jp
9月2日（水）12：30 ～13：30� 第15会場（岡山国際交流センター�B1F�レセプションホール）

進行期のパーキンソン病治療�～運動合併症のコントロールを目指して～
座長：池田　佳生　群馬大学大学院医学系研究科脳神経内科学

LS-42 柏原　健一　  医療法人社団あおぞら会 岡山脳神経内科クリニック

共催：協和キリン株式会社

LS-43　ランチョンセミナー43 Jp
コロナ中等度～重度の場合のみWebにて開催

トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー
座長：山下　太郎　熊本大学病院脳神経内科/神経難病診療体制構築事業特任教授/アミロイドーシス診療

センターセンター長

LS-43 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

共催：ファイザー株式会社

LS-44　ランチョンセミナー44 Jp
コロナ中等度～重度の場合のみWebにて開催

よくある症状�見逃せない代謝疾患�～ゴーシェ病とポンペ病～
座長：西川　典子　順天堂大学医学部神経学講座

LS-44-1 日常診療に潜む～代謝性神経疾患
村山　　圭　  千葉県こども病院 遺伝診療センター /代謝科

LS-44-2 The story behind development of treatment for Pompe disease and the 
importance of early diagnosis
Priya Sunil Kishnani　  The Division of Medical Genetics, Department of Pediatrics and The YT and 

Alice Chen Center for Genomic Research, Duke University

共催：サノフィ株式会社

LS-45　ランチョンセミナー45 Jp
コロナ中等度～重度の場合のみWebにて開催

心原性脳塞栓症予防のための最新の知見
座長：下濱　　俊　札幌医科大学医学部神経内科学講座教授

LS-45-1 脳卒中・循環器病対策基本法時代の心原性脳塞栓症の二次予防
橋本洋一郎　  熊本市民病院 首席診療部長・脳神経内科科長

LS-45-2 最新の心房細動治療と周術期抗凝固療法
内藤　滋人　  群馬県立心臓血管センター 院長

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

2
日

共
催
セ
ミ
ナ
ー


