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EC-01　教育コース01（上級向け） Jp
5月19日（水）9：50 ～11：50� 第12会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-1）

神経放射線科医からみた神経画像診断のKnack�&�Pitfallと新しい画像技術
座長：山脇　健盛　広島逓信病院内科

櫻井　圭太　国立長寿医療研究センター放射線診療科

講師 錐体外路性神経変性疾患におけるKnack & Pitfallと新しい画像技術
櫻井　圭太　  国立長寿医療研究センター放射線診療科

講師 認知症性変性疾患におけるKnack & Pitfallと新しい画像技術
德丸　阿耶　  東京都健康長寿医療センター放射線診断科

講師 脳血管障害におけるKnack & Pitfallと新しい画像技術
山田　　惠　  京都府立医科大学 放射線医学

講師 炎症性脱髄疾患におけるKnack & Pitfallと新しい画像技術
三木　幸雄　  大阪市立大学 放射線診断学・IVR学

EC-02　教育コース02（中級向け） Jp
5月19日（水）9：50 ～11：50� 第13会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-2）

片頭痛診療のルネッサンス
座長：古和　久典　国立病院機構松江医療センター脳神経内科

寺山　靖夫　医療法人社団健育会湘南慶育病院脳神経センター

講師 片頭痛の診断と鑑別診断
工藤　雅子　  岩手医科大学内科学講座脳神経内科・老年科分野

講師 症状から進める片頭痛頓挫療法
辰元　宗人　  獨協医科大学病院医療安全推進センター

講師 病態から考える片頭痛予防療法
五十嵐久佳　  富士通クリニック内科（頭痛外来）

講師 CGRPを標的にした片頭痛治療薬
菊井　祥二　  社会医療法人寿会富永病院脳神経内科

EC-03　教育コース03（中級向け） Jp
5月19日（水）9：50 ～11：50� 第14会場（国立京都国際会館�5F�Room�553）

新しい筋疾患のガイドライン、筋強直性ジストロフィーと重症筋無力症診療ガイドライ
ンのエッセンスと最近のトピックを学ぼう

座長：松村　　剛　独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター脳神経内科

村井　弘之　国際医療福祉大学成田病院脳神経内科学

講師 筋強直性ジストロフィー診療ガイドラインのエッセンス
松村　　剛　  独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター脳神経内科
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講師 筋強直性ジストロフィー最近のトピックス
高橋　正紀　  大阪大学大学院医学系研究科生体病態情報科学講座　臨床神経生理学

講師 重症筋無力症診療ガイドラインのエッセンス
村井　弘之　  国際医療福祉大学成田病院脳神経内科学

講師 重症筋無力症の最近のトピックス
槍澤　公明　  総合花巻病院神経内科

EC-04　教育コース04（中級向け） Jp
5月19日（水）14：15～16：15� 第12会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-1）

多発性硬化症と視神経脊髄炎の最新の治療を学ぼう
座長：吉良　潤一　国際医療福祉大学福岡中央病院脳神経センター・脳神経内科

中辻　裕司　富山大学学術研究部医学系　脳神経内科

講師 NMOSDの抗IL-6受容体療法
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

講師 NMOSDの抗補体療法
中島　一郎　  東北医科薬科大学医学部老年神経内科学

講師 MSとNMOSDの抗B細胞療法
横山　和正　  順天堂大学医学部脳神経内科

講師 二次進行型MSの最新の治療と障害進行評価
吉良　潤一　  国際医療福祉大学福岡中央病院脳神経センター・脳神経内科

EC-05　教育コース05（初級～上級向け） Jp
5月19日（水）14：15～16：15� 第13会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-2）

脳神経内科医に必要な脊椎脊髄疾患の診かた・考え方
座長：安藤　哲朗　愛知県厚生連安城更生病院脳神経内科

亀山　　隆　労働者健康安全機構　中部ろうさい病院神経内科

講師 脊椎脊髄疾患診療のoverview
安藤　哲朗　  愛知県厚生連安城更生病院脳神経内科

講師 問診でここまでわかる脊椎脊髄疾患の鑑別診断
黒川　勝己　  川崎医科大学総合医療センター脳神経内科

講師 ALSと脊椎疾患の鑑別診断の仕方
亀山　　隆　  労働者健康安全機構　中部ろうさい病院神経内科

講師 dural AVFを見逃さないためにどうしたらいいか
高井　敬介　  都立神経病院　脳神経外科
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EC-06　教育コース06（中級向け） Jp
5月19日（水）14：15～16：15� 第14会場（国立京都国際会館�5F�Room�553）

目で診るMovement�disordersの臨床
座長：山本　光利　高松神経内科クリニック

長谷川一子　国立病院機構相模原病院臨床研究センター神経難病研究室

講師 不随意運動： 診かた、撮りかた、考えかた
波田野　琢　  順天堂大学医学部付属順天堂医院脳神経内科

講師 運動異常症の診療のTips
渡辺　宏久　  藤田医科大学医学部脳神経内科学

講師 日常診療でみる運動異常症
山本　光利　  高松神経内科クリニック

EC-07　教育コース07（医学生・初期研修医対象） Jp
5月20日（木）7：30 ～ 9：30� 第12会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-1）

神経感染症を知る、診る、治す
座長：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）

亀井　　聡　上尾中央総合病院　脳神経内科神経感染症センター

講師 どのように神経感染症を診断し治療するか：単純ヘルペス脳炎を中心に
中嶋　秀人　  日本大学医学部内科学系神経内科学分野

講師 免疫抑制状態でみられる神経感染症
三浦　義治　  都立駒込病院脳神経内科

講師 プリオン病と類縁疾患：アルツハイマー病も伝播するか？
浜口　　毅　  金沢大学医薬保健研究域医学系脳老化・神経病態学

EC-08　教育コース08（中級向け） Jp
5月20日（木）7：30 ～ 9：30� 第13会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-2）

脳神経内科医が知っておきたい睡眠ポリグラフ検査（PSG）
座長：小栗　卓也　公立陶生病院脳神経内科

立花　直子　関西電力病院睡眠関連疾患センター

講師 一般総合病院脳神経内科における睡眠専門診療の現状と運用
立花　直子　  関西電力病院睡眠関連疾患センター

講師 PSGの実際：記録から解析まで
村木　久恵　  朝日大学病院　検査部/睡眠医療センター

講師 睡眠呼吸障害のPSG
大倉　睦美　  朝日大学病院睡眠医療センター /脳神経内科
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講師 PSGを神経疾患に応用する
小栗　卓也　  公立陶生病院脳神経内科

EC-09　教育コース09（中級向け） Jp
5月20日（木）7：30 ～ 9：30� 第14会場（国立京都国際会館�5F�Room�553）

30万人が支援を待つ高次脳機能障害
座長：中島八十一　国立障害者リハビリテーションセンター

森　　悦朗　大阪大学大学院連合小児発達学研究科行動神経学・神経精神医学寄附講座

講師 高次脳機能障害者が生活を取り戻すために
中島八十一　  国立障害者リハビリテーションセンター

講師 高次脳機能障害の症状理解と診断
森　　悦朗　  大阪大学大学院連合小児発達学研究科行動神経学・神経精神医学寄附講座

講師 高次脳機能障害に向けた厚生労働省の事業
田中　裕記　  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課　課長補佐

EC-10　教育コース10（医学生・初期研修医対象） Jp
5月20日（木）16：15～18：15� 第12会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-1）

頭痛診療のお作法入門
座長：立岡　良久　立岡神経内科脳神経内科

粟木　悦子　鳥取県済生会境港総合病院脳神経内科

講師 一次性頭痛と二次性頭痛；鑑別法を含めて
古和　久典　  国立病院機構松江医療センター脳神経内科

講師 片頭痛と緊張型頭痛の病態仮説
柴田　　護　  東京歯科大学市川総合病院神経内科

講師 片頭痛を見逃さないために
石﨑公郁子　  偕行会リハビリテーション病院内科・リハビリテーション科

講師 一次性頭痛の治療法；慢性化を防ぐために
渡邉　由佳　  獨協医科大学日光医療センター神経内科

EC-11　教育コース11（初級～上級向け） Jp
5月20日（木）16：15～18：15� 第13会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-2）

てんかん・意識障害の診かた～デジタル脳波を使いこなそう！
座長：松本　理器　神戸大学大学院医学研究科内科学講座　脳神経内科学分野

重藤　寛史　九州大学大学院医学研究院保健学部門

講師 デジタル脳波の使い方・読み方の基本
松本　理器　  神戸大学大学院医学研究科内科学講座　脳神経内科学分野
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講師 意識障害のデジタル脳波判読
下竹　昭寛　  京都大学医学研究科臨床神経学

講師 てんかんのデジタル脳波判読
神　　一敬　  東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野

講師 神経疾患のデジタル脳波判読アラカルト
重藤　寛史　  九州大学大学院医学研究院保健学部門

協力：日本光電工業株式会社

EC-12　教育コース12（中級向け） Jp
5月20日（木）16：15～18：15� 第14会場（国立京都国際会館�5F�Room�553）

筋電図塾�in�京都

塾長 考える針筋電図
幸原　伸夫　  神戸市立医療センター中央市民病院リハビリテーション科

教頭 neurogenic? or myogenic?
関口　兼司　  神戸大学大学院医学研究科脳神経内科学

症例コーディネーター 症例検討
田村　暁子　  住友病院　脳神経内科

EC-13　教育コース13（医学生・初期研修医対象） Jp
5月21日（金）7：30 ～ 9：30� 第12会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-1）

ライフスタイルに鍵あり！？�
科学的アプローチから認知症の予防、早期発見、治療、ケアを学ぼう！

座長：葛谷　　聡　京都大学大学院医学研究科臨床神経学

篠原もえ子　金沢大学　認知症先制医学講座

講師 筋肉に着目した認知症の予防科学
秋口　一郎　  康生会武田病院神経脳血管センター

講師 漢字書字能力の低下は日本人アルツハイマー病の早期症状！？
宮本　将和　  京都大学大学院医学研究科臨床神経学

講師 認知症地域コホートを起点とする食品関連因子による認知症予防法開発
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）

講師 認知症における適切なケア提供　 
～地域密着型認知症カフェへの取り組みを中心に～
武地　　一　  藤田医科大学医学部認知症・高齢診療科
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EC-14　教育コース14（初級～上級向け） Jp
5月21日（金）7：30 ～ 9：30� 第13会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-2）

脳神経内科医に必要なニューロモニタリングの進歩
座長：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 ER・高度救命救急センターにおけるニューロモニタリングの実際
横堀　将司　  日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野

講師 急性神経筋疾患のニューロモニタリングの進歩
畑中　裕己　  帝京大学医学部附属病院脳神経内科

講師 脳波モニタリングの実際
吉村　　元　  神戸市立医療センター中央市民病院脳神経内科

講師 ベッドサイドにおけるニューロモニタリングの進歩と実際
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

EC-15　教育コース15（医学生・初期研修医対象） Jp
5月21日（金）7：30 ～ 9：30� 第14会場（国立京都国際会館�5F�Room�553）

神経筋接合部疾患がわかる！
座長：今井　富裕　国立病院機構箱根病院

本村　政勝　長崎総合科学大学工学部工学科医療工学コース

講師 神経筋接合部疾患の問診と診察のポイント
今井　富裕　  国立病院機構箱根病院

講師 神経筋接合部疾患の電気生理診断
逸見　祥司　  川崎医科大学脳 神経内科

講師 神経筋接合部疾患の免疫病態と抗体検査
鈴木　重明　  慶應義塾大学医学部神経内科

講師 神経筋接合部疾患の治療の実際
本村　政勝　  長崎総合科学大学工学部工学科医療工学コース

EC-16　教育コース16（中級向け） Jp
5月21日（金）14：40 ～16：40� 第12会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-1）

ALSの人工呼吸器装着後の治療とケア
座長：近藤　清彦　社会医療法人財団慈泉会　相澤病院脳卒中・脳神経センター

日根野晃代　信州大学医学部附属病院難病診療センター

講師 ALS患者の人工呼吸器療法　ALSに適した条件設定
山本　　真　  大分協和病院内科
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講師 ALS患者の人工呼吸器装着後の療養生活とコミュニケーション方法の進歩
駒井　清暢　  国立病院機構医王病院北陸脳神経筋疾患センター脳神経内科

講師 ALS患者の人工呼吸器装着後の看護と在宅支援
中山　優季　  東京都医学総合研究所　社会健康医学研究センター　難病ケア看護ユニット

講師 ALS患者のスピリチュアルケアとしての音楽療法
近藤　清彦　  社会医療法人財団慈泉会　相澤病院脳卒中・脳神経センター

EC-17　教育コース17（上級向け） Jp
5月21日（金）14：40 ～16：40� 第13会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-2）

アクセプトされる論文の書き方
座長：鈴木　則宏　湘南慶育病院脳神経内科

飯ヶ谷美峰　北里大学北里研究所病院神経内科

講師 英文論文の書き方―研究成果を世界に問うには
木村　　淳　  Department of Neurology, University of Iowa Health Care

講師 研究成果の論文へのまとめ方の要点
下畑　享良　  岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科

講師 原著論文の書き方と過酷なレビューを克服するrebuttalの方法
中原　　仁　  慶應義塾大学医学部神経内科

講師 症例報告の意義と書き方 
―症例からの新知見の発掘と効果的な記述の方法
根来　　清　  ねごろ神経内科クリニック

講師 総説とは何か？－引用される総説の書き方
鈴木　則宏　  湘南慶育病院脳神経内科

EC-18　教育コース18（医学生・初期研修医対象） Jp
5月21日（金）14：40 ～16：40� 第14会場（国立京都国際会館�5F�Room�553）

医療面接と神経診察の基本ー触れなくてもできる神経診察ー
座長：三井　良之　近畿大学医学部教育センター・脳神経内科

廣西　昌也　和歌山県立医科大学附属病院紀北分院内科・脳神経内科

講師 三井　良之　  近畿大学医学部教育センター・脳神経内科

講師 廣西　昌也　  和歌山県立医科大学附属病院紀北分院内科・脳神経内科

講師 稲田　莉乃　  近畿大学病院脳神経内科

講師 中山　宜昭　  和歌山県立医科大学脳神経内科
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EC-19　教育コース19（上級向け） Jp
5月22日（土）8：00 ～10：00� 第12会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-1）

誰でもわかる核酸医薬の基礎と臨床
座長：横田　隆徳　東京医科歯科大学　脳神経病態学分野

武田　伸一　国立精神・神経医療研究センター神経研究所

講師 核酸医薬総論、作用機序、化学、生物学
横田　隆徳　  東京医科歯科大学　脳神経病態学分野

講師 脊髄性筋萎縮症に対するヌシネルセンの臨床
田中　章景　  横浜市立大学大学院医学研究科脳神経内科学・脳卒中医学

講師 家族性アミロイドーシスに対するパティシランの臨床
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

講師 デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対するビルトラルセンの臨床
小牧　宏文　  国立精神・神経医療研究センター　トランスレーショナル・メディカルセンター

EC-20　教育コース20（中級向け） Jp
5月22日（土）8：00 ～10：00� 第13会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-2）

神経遺伝学入門：明日から使える臨床遺伝と遺伝カウンセリングの基礎知識
座長：竹内　千仙　東京都立北療育医療センター脳神経内科

矢部　一郎　北海道大学大学院医学研究院神経病態学分野神経内科学教室

講師 神経遺伝学　基礎の基礎
矢部　一郎　  北海道大学大学院医学研究院神経病態学分野神経内科学教室

講師 遺伝カウンセリングって，何をすれば良いのだろう？
西郷　和真　  近畿大学病院 遺伝子診療部・脳神経内科（兼任）

講師 症例提示とロールプレイ
竹内　千仙　  東京都立北療育医療センター脳神経内科

講師 症例提示とロールプレイ　ディスカッサント
吉田　邦広　  鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院脳神経内科

EC-21　教育コース21（初級～上級向け） Jp
5月22日（土）8：00 ～10：00� 第14会場（国立京都国際会館�5F�Room�553）

知っておかなければならない小児神経
座長：望月　秀樹　大阪大学大学院医学系研究科神経内科学

齊藤　利雄　国立病院機構大阪刀根山医療センター神経内科・小児神経内科

講師 小児科・小児神経の基礎知識や診察法
水口　　雅　  東京大学大学院医学系研究科 国際保健学専攻 発達医科学分野
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講師 成人神経内科からみた小児期発症の神経疾患
尾方　克久　  国立病院機構東埼玉病院 神経内科／臨床研究部

講師 小児てんかん治療の留意点
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 小児神経疾患の遺伝子治療
村松　慎一　  自治医科大学  神経遺伝子治療部門

EC-22　教育コース22（中級向け） Jp
5月22日（土）15：00 ～17：00� 第12会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-1）

とらえどころのない大脳皮質症状を病理からとらえなおす
座長：内原　俊記　新渡戸記念中野総合病院脳神経内科・脳神経研究室

川勝　　忍　福島県立医科大学会津医療センター精神医学講座

講師 失語症症状ではじまる変性疾患の臨床病理
川勝　　忍　  福島県立医科大学会津医療センター精神医学講座

講師 大脳皮質巣症状ではじまる変性疾患の臨床病理
石原　健司　  旭神経内科リハビリテーション病院神経内科

講師 行動異常で始まる変性疾患の臨床病理
河上　　緒　  公益財団法人東京都医学総合研究所認知症プロジェクト

講師 精神症状で始まる変性疾患の臨床病理
横田　　修　  きのこエスポアール病院精神科

EC-23　教育コース23（初級～上級向け） Jp
5月22日（土）15：00 ～17：00� 第13会場（国立京都国際会館�1F�Room�C-2）

120分で分かる脳梗塞再灌流療法のすべて
座長：豊田　一則　国立研究開発法人国立循環器病研究センター

長谷川泰弘　新百合ヶ丘総合病院脳卒中センター

講師 再灌流療法のための画像診断の要点
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

講師 血栓溶解療法のゴールデンタイムはいつまで？
板橋　　亮　  岩手医科大学医学部　内科学講座　脳神経内科・老年科分野/脳卒中センター

講師 新規血栓溶解薬の導入
平野　照之　  杏林大学医学部脳卒中医学教室

講師 最新の機械的血栓回収療法
藤堂　謙一　  大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学
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講師 救急治療プロセスと地域ネットワーク
木村　和美　  日本医科大学脳神経内科

EC-24　教育コース24（初級～上級向け） Jp
5月22日（土）15：00 ～17：00� 第14会場（国立京都国際会館�5F�Room�553）

脳神経内科臨床における失語症学の役割
座長：松田　　実　清山会医療福祉グループいずみの杜診療所

鈴木　匡子　東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学

講師 失語症症候学の過去・現在・未来
松田　　実　  清山会医療福祉グループいずみの杜診療所

講師 脳血管障害の臨床おける失語症症候学
稲富雄一郎　  済生会熊本病院脳神経内科

講師 変性疾患の臨床における失語症症候学
鈴木　匡子　  東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学

講師 神経画像からみた失語症症候学の新展開
東山　雄一　  横浜市立大学 神経内科学・脳卒中医学
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