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IE-02　International�Education�Course�02 En
9月1日（火）10：45～12：15� 第10会場（岡山県医師会館�2F�三木記念ホール）

Chairs：ManMohanMehndiratta　
JanakpuriSuperSpecialityHospitalSociety

ShanPingYu　
EmoryUniversitySchoolofMedicine/VAMedicalCenter

IE-02-1 Management of Acute Stroke-Evolution so far and Future
Man Mohan Mehndiratta
Department of Neurology Janakpuri Super Speciality Hospital Society （An Autonomous Post-Graduate 
Institute）, India

IE-02-2 Diagnosis of Headache: Pearls and Pitfalls
David W. Dodick
Mayo Clinic, USA

IE-02-3 Role of the gut brain axis on gut microbiome mediated inflammation in 
Alzheimer's Disease
Giulio M. Pasinetti
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA ／ James J Peters Veterans Affairs Medical Center, USA

IE-02-4 The role of microbiota in Alzheimer disease animals and patients
Chaur-Jong Hu
Department of Neurology and Dementia Center, Shuang Ho Hospital, Taipei Medical University, Taiwan ／
Department of Neurology, School of Medicine, College of Medicine, Taipei Medical University, Taiwan

LM-07　レクチャーマラソン07 Jp
9月1日（火）9：00 ～10：00� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：小野寺　理　新潟大学脳研究所臨床神経学部門神経内科学分野

LM-07-1 神経変性疾患の分子生物学的病態解明
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

LM-08　レクチャーマラソン08 Jp
9月1日（火）10：00 ～11：00� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：葛目　大輔　社会医療法人　近森会　近森病院　脳神経内科

LM-08-1 脳神経内科医が行う脳血管内治療　できること・すべきこと
神谷　雄己　  昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科
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LM-09　レクチャーマラソン09 Jp
9月1日（火）11：00 ～12：00� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：下濱　　俊　札幌医科大学医学部神経内科学講座

LM-09-1 開業神経内科医の認知症対応 
～明るく楽しく過ごせる街で優しい神経内科医になるために～
神谷　達司　  神谷医院 神経内科／日本医科大学大学院 医学研究科 神経内科学分野

LM-10　レクチャーマラソン10 Jp
9月1日（火）14：30 ～15：30� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：豊田　一則　国立循環器病研究センター　脳血管内科

LM-10-1 脳卒中急性期診療の最新トピックス
藤本　　茂　  自治医科大学病院 神経内科

LM-11　レクチャーマラソン11 Jp
9月1日（火）15：30 ～16：30� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：髙嶋　　博　鹿児島大学病院脳神経内科

LM-11-1 伝播現象から遺伝性病態まで： 
メンブレントラフィックが織りなすパーキンソン病の分子病態
長谷川隆文　  東北大学大学院医学系研究科 神経・感覚器病態学講座 神経内科学分野

LM-12　レクチャーマラソン12 Jp
9月1日（火）16：30 ～17：30� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：足立　弘明　産業医科大学医学部神経内科学講座

LM-12-1 電気生理学検査による筋力低下・感覚障害へのアプローチの基本をマスターしよう
黒川　勝己　  川崎医科大学総合医療センター 脳神経内科

EC-07　教育コース07（中級向け） Jp
9月1日（火）9：00 ～10：30� 第14会場（岡山国際交流センター�2F�国際会議場）

てんかん発作か発作性運動異常症か、それが問題だ。（Seizures�or�involuntary�
movements,�that�is�the�question.）

司会：池田　昭夫　京都大学大学院医学研究科てんかん・運動異常生理学講座
宇川　義一　福島県立医科大学　ヒト神経生理学

講師 チャンネル機能、遺伝子異常から見た運動異常症とてんかん発作の違い
杉浦　嘉泰　  独立行政法人国立病院機構福島病院　脳神経内科
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教育コース対象者レベル解説
上級：神経内科専門医程度
中級：神経内科専攻医（後期研修医）程度
初級：医学生あるいは初期研修医程度
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講師 自己免疫性脳炎での運動異常症とてんかん発作の発現機構
飯塚　高浩　  北里大学医学部 脳神経内科学

講師 皮質性ミオクローヌスとミオクロニー発作：てんかん発作か運動異常症か
人見　健文　  京都大学病院 検査部

講師 てんかん発作と発作性運動異常症の生理学的病態の違い
池田　昭夫　  京都大学大学院医学研究科 てんかん・運動異常生理学講座

講師 治療的側面からみたてんかん発作と発作性運動異常症の違い
美馬　達哉　  立命館大学先端総合学研究科

EC-08　教育コース08（上級向け） Jp
9月1日（火）9：00 ～10：30� 第15会場（岡山国際交流センター�B1F�レセプションホール）

脳神経内科医に必要な脳死・臓器組織提供の知識
司会：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

西山　和利　北里大学医学部脳神経内科学

講師 国内外における脳死判定の歴史、現状と動向
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

講師 わが国における脳死判定・臓器組織提供の現状と今後の方向性
横田　裕行　  日本医科大学大学院外科系救急医学分野

講師 神経電気生理学的立場からみた脳死判定の現状
園生　雅弘　  帝京大学病院 脳神経内科

講師 脳死判定のおける脳波測定の意義と実際
赤松　直樹　  国際医療福祉大学 医学部　脳神経内科

EC-09　教育コース09（中級向け） Jp
9月1日（火）10：45～12：15� 第14会場（岡山国際交流センター�2F�国際会議場）

末梢神経疾患を知ろう
司会：楠　　　進　近畿大学医学部脳神経内科

辻　有希子　京都府立医科大学大学院　医学研究科　神経内科学

講師 神経生理学的検討
野寺　裕之　  金沢医科大学医学部 神経内科学

講師 病理学的検討
清水　　潤　  東京工科大学医療保健学部理学療法学科

講師 自己抗体解析
海田　賢一　  埼玉医科大学総合医療センター 神経内科
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講師 遺伝子解析
髙嶋　　博　  鹿児島大学病院 脳神経内科

EC-10　教育コース10（医学生・初期研修医対象） Jp
9月1日（火）10：45～12：15� 第15会場（岡山国際交流センター�B1F�レセプションホール）

頭痛学入門：明日から始める一歩踏み込んだ頭痛診療
司会：立岡　良久　立岡神経内科脳神経内科

永田栄一郎　東海大学医学部内科学系神経内科

講師 ICHD-3と片頭痛の疫学・遺伝子
古和　久典　  国立病院機構松江医療センター 統括診療部（脳神経内科）

講師 片頭痛診断と治療のコツ
仁平　敦子　  中村記念病院 神経内科

講師 慢性化した頭痛の鑑別診断と治療対策
海野　佳子　  杏林大学病院 脳卒中医学教室

講師 2次性頭痛を見逃さない心得
秋山　久尚　  聖マリアンナ医科大学 脳神経内科

EC-11　教育コース11（中級向け） Jp
9月1日（火）13：45～15：15� 第14会場（岡山国際交流センター�2F�国際会議場）

老年期神経疾患の画像診断tips；典型例と非典型例を識る
司会：冨本　秀和　三重大学病院脳神経内科

佐々木真理　岩手医科大学　医歯薬総合研究所超高磁場ＭＲＩ診断・病態研究部門

講師 非典型的アルツハイマー病
澤本　伸克　  京都大学医学研究科人間健康科学系専攻 近未来型人間健康科学融合ユニット

講師 大脳皮質基底核症候群
鈴木　正彦　  東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 脳神経内科

講師 混合型認知症
冨本　秀和　  三重大学病院 脳神経内科

講師 超高齢発症の認知症疾患
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
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- 77 -

EC-12　教育コース12（初級～上級向け） Jp
9月1日（火）13：45～15：15� 第15会場（岡山国際交流センター�B1F�レセプションホール）

知っていて、解っていない神経診察の基本
司会：宇川　義一　福島県立医科大学　ヒト神経生理学

市川弥生子　杏林大学医学部神経内科

講師 しゃべりにくいとは：構音障害だけでない
小林　俊輔　  帝京大学　神経内科学講座

講師 眼球運動：目力は大事
寺尾　安生　  杏林大学医学部　 病態生理学教室

講師 歩行：歩くとは転ぶ事
内藤　　寛　  伊勢赤十字病院 脳神経内科

講師 随意運動と不随意運動
宇川　義一　  福島県立医科大学　ヒト神経生理学

EC-13　教育コース13（初級～上級向け） Jp
9月1日（火）15：30 ～17：00� 第14会場（岡山国際交流センター�2F�国際会議場）

臨床病理カンファレンス
司会：村山　繁雄　東京都健康長寿医療センター神経内科・バイオリソースセンター・高齢者ブレインバ

ンク・神経病理

髙尾　昌樹　埼玉医科大学国際医療センター神経内科・脳卒中内科

講師 症例1：40歳代前半に緩徐進行する下腿・肩甲型筋力低下で発症、 
50歳代から難聴・失語・性格行動変化が続発した１例（病理）
種井　善一　  東京都健康長寿医療センター　高齢者バイオバンク・ブレインバンク

ディスカッサント 症例1の病理ディスカッサント
長谷川成人　  東京都医学総合研究所認知症・高次脳機能研究分野認知症プロジェクト

講師 症例1：40歳代前半に緩徐進行する下腿・肩甲型筋力低下で発症、 
50歳代から難聴・失語・性格行動変化が続発した１例（臨床）
諏訪園秀吾　  独立行政法人国立病院機構沖縄病院 脳・神経・筋疾患研究センター

ディスカッサント 症例1の臨床ディスカッサント
別宮　豪一　  大阪大学大学院医学系研究科 臨床医学専攻神経内科学

講師 症例2：長期に経過をみられた脊髄小脳変性症の1例（臨床）
尾方　克久　  国立病院機構東埼玉病院 神経内科／臨床研究部

ディスカッサント 症例2の臨床ディスカッサント
安部　鉄也　  山口県立総合医療センター　脳神経内科

講師 症例2：長期に経過をみられた脊髄小脳変性症の1例（病理）
髙尾　昌樹　  埼玉医科大学国際医療センター 神経内科・脳卒中内科
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ディスカッサント 症例2の病理ディスカッサント
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（脳神経内科学）

EC-14　教育コース14（中級向け） Jp
9月1日（火）15：30 ～17：00� 第15会場（岡山国際交流センター�B1F�レセプションホール）

もっと学びたい！今日から役立つ神経リハビリテーション
司会：古和　久典　国立病院機構松江医療センター統括診療部（脳神経内科）

野川　　茂　東海大学医学部附属八王子病院神経内科

講師 ロボットスーツHAL®の効果−最新情報
中島　　孝　  独立行政法人国立病院機構新潟病院 脳神経内科

講師 嚥下障害のメカニズムとリハビリテーション−神経変性疾患を中心に
野﨑　園子　  わかくさ竜間リハビリテーション病院

講師 失語症のメカニズムとリハビリテーション−神経変性疾患を中心に
大槻　美佳　  北海道大学大学院 保健科学研究院

講師 パーキンソン病のリハビリテーションー初期と進行期，時期に応じた対応法
中馬　孝容　  滋賀県立総合病院 リハビリテーション科
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上級：神経内科専門医程度
中級：神経内科専攻医（後期研修医）程度
初級：医学生あるいは初期研修医程度


