
 

めまい、MMT、高次機能診療に強くなろう 

日本神経学会 第 14 回専門医育成教育セミナー開催にあたって 

 

今回から、日本神経学会専門医育成教育ワーキンググループ部会部会長を園生先生から引き継がせ

ていただく、新潟大学の小野寺です。よろしくお願いします。秋（冬）の専門医育成教育セミナーの開催

をご連絡させていただきます。 

本セミナーは年に 2回行っており、神経学会学術大会の時に行なう講義のみの春のセミナーと、講義に

加えて、少人数のハンズオン形式の演習を行なう秋（冬）のセミナーがあります。レベルは、神経内科専

門医取得を目指す方々を想定していますが、秋（冬）のセミナーはそれ以外の方々も毎年多く参加され

ています。 

本年の講義は、神経診察のスキルアップを図る上では、最高の講師陣をお願いしています。お一人は、

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 副病院長/脳神経内科部長の城倉 健先生です。城倉先生から

は、“めまいの鑑別と治療”と題した講義をお願いしています。城倉先生は “めまい診療シンプルアプロ

ーチ（医学書院）”を執筆されている、言わずと知れためまいのプロ中のプロの先生です。よく経験する

のに、皆が、どこかで苦手と思っているめまいを、すっきりと解る講義が伺えると思います。もうお一方は、

帝京大学医学部 神経内科学講座 主任教授の園生雅弘先生から、“MMT はもっと役に立つ！”と題

した講義をお願いしています。園生先生の“MMT・針筋電図ガイドブック（中外医学社）”は、MMT の新

潟大学神経内科のバイブルです。MMT 嫌いだった私の MMT に対する見方を 180 度変えてくれた本

です。園生先生の独特の語り口調で、園生 MMT 学の一端をうかがえるでしょう。最後は東京都立松沢

病院 精神科・神経内科  医長の西尾慶之先生から“神経学的診察としての認知機能評価”と題して、

正しい認知機能評価方法について教えていただきます。どのテーマも、明日の診療に直ぐに役立つ、

皆が少し、あやふやになっている事をスキルアップできる講義です。きっと貴方の神経内科診療を豊か

な物に変えるでしょう。一日でこれだけの講師陣のお話しを伺える機会はそうありません。 

少人数チュートリアルは、本セミナーの売り物です。このセッションでは、実際の神経診察の tips を、複

数のエキスパートから直接学ぶことができます。神経内科の診察は、様々な問診情報から独創的に組

み立てるプロセスが重要です。そのプロセスは、個々人の経験に基づき、様々です。色々な先生や他

大学の皆さんと、診察について語り合えるこの機会は、皆さんの神経診察の幅をより広く、豊かな物とし、

明日からの診療スキルアップに直結します。また高次機能のチュートリアルは、実際の症例に対峙した

ときに、何に着目し、どのように明らかとしていくか、その直前に聞いた講義の内容を再度復習し実践す

ることで、臨床に役立つ高次機能評価技能を身に付けることが出来ると思います 

少人数チュートリアル終了後には 10 分程のグループ討論を設け、さらにすべてが終了した後に、全員

集まっての総合討論の時間を設ける予定です。そこで色々な考え方を交換して、自分にあったエッセン

スを吸収し、あなたの神経診断学を醸成していって下さい。神経診察は、画一的でないところがエレガ

ントだと思っています。何を経験してきて、どのような背景知識があるかで、目の前の患者さんの症状の

捉え方は異なります。このセミナーは、その構造的診察方法のエッセンスを垣間見られる大変貴重な場

となっています。前部会長の園生先生は、“講師も受講者もフリーに討論し、刺激を受ける「異文化交流」

こそが、このセミナーの場の最大の意義と考えています。そこから新しい日本の神経学が産まれることを

願って！”とおっしゃっていました。今年も、その理念を引き継ぎ、船橋の地で、神経内科のスキルアッ

プを図る機会となる事を願っています。 

 

日本神経学会専門医育成教育ワーキンググループ部会 

部会長 小野寺理 

  



申し込み受付を延長します 

申し込みメール先着順とさせていただきます。定員８０名になり次第締め切ります。 

日 時 ： 2019 年 12 月 15 日（日曜日）時間：8:25～16:30（当日の受付 7：45～8：25） 

場 所 ： セミナーハウス クロス・ウェーブ船橋 （１階講堂ほか） 

【住所】〒273-0005 千葉県船橋市本町 2-9-3 

【ＴＥＬ】047-436-0111  【ＦＡＸ】047-436-0112 

【交通】  Ｊ Ｒ 線  船橋駅より徒歩 10 分 (東京駅から総武線快速で 25 分) 

京成線   船橋駅より徒歩 7 分 

なお、駐車場（平面駐車 3 台・立体駐車 23 台）はご予約制で無料にてご利用可能です。 

 

Tutor： 神経診察：安藤哲朗（安城更生病院 副院長） 

尾方克久（国立病院機構東埼玉病院 臨床研究部長） 

小野寺理（新潟大学脳研究所 臨床神経科学部門 神経内科学分野 教授） 

園生雅弘（帝京大学医学部 神経内科学講座 主任教授） 

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 センター長） 

橋本洋一郎（熊本市民病院 首席診療部長） 

高次脳機能診察：今村 徹（新潟医療福祉大学大学院  

医療福祉学研究科 保健学専攻言語聴覚学分野 教授） 

櫻井靖久（三井記念病院 神経内科） 

鈴木匡子（東北大学大学院医学系研究科 高次機能障害学 教授） 

西尾慶之（東京都立松沢病院 精神科・神経内科 医長） 

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 教授） 

講 演 ：城倉 健，園生雅弘，西尾慶之 

 

参加人員： 申込先着 80 名 

対 象 ： 神経内科専門医試験受験予定の神経内科医が主体．診察技能のブラッシュアップ 

や知識整理希望の専門医も歓迎します。但し、専門医クレジットは付与されません。 

申込方法： メール（jｓn‐2@gol.com）にてお申し込みください。 

（㊟ ｼﾞｪｲ ｴｽ ｴﾇ - ２＠ｼﾞｰｵｰｴﾙ . ｼｰｵｰｴﾑ となります。宛先入力はお間違えのないようお願い致します。） 

件名に「第１４回専門医育成教育セミナー参加申し込み」，本文に「会員番号」「所属」 

「氏名」を記載し送信してください。（お車でのお越しをご希望の方は、その旨もご記載 

ください。） 

参加申し込みのメールを拝受後すぐに、参加費の郵便振替用紙を会員管理登録にされて

いる郵送物発送先にお送りします。その後、お振り込みの確認が出来次第、受講書（ハガ

キ）を郵送します。 

参 加 費 ： 20,000 円（昼食代を含む） 

 

セミナーテキスト：神経学会 HP の会員専用ページ内の専門育成教育セミナー欄に upload さ 

れますので、各自プリントアウトしてお持ちください。 

ダウンロード用 ID・PW は、開催の２週間程前にメールにてお知らせ致します。 

当日の予備はございませんのでご注意ください。 

 



 第 14回専門医育成教育セミナープログラム 

部会長挨拶 ： 8：25～8：30（会場:１階講堂） 

1．8：30～9：20（会場:１階講堂） 

座長 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 センター長） 

演者 城倉 健（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 副病院長/脳神経内科部長） 

演題 めまいの鑑別と治療 

 

2．9：20～10：20（会場:１階講堂） 

座長 尾方克久（国立病院機構東埼玉病院 臨床研究部長） 

演者 園生雅弘（帝京大学医学部 神経内科学講座 主任教授） 

演題 MMTはもっと役に立つ！ 

 

10：20～10：40 コーヒーブレイク（会場:１階 112 中研修室） 

 

3．10：40～11：30（会場:１階講堂） 

座長 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 教授） 

演者 西尾慶之（東京都立松沢病院 精神科・神経内科 医長） 

演題 神経学的診察としての認知機能評価 

 

11：30～12：20 昼食 （会場:４階レストラン） 

 

4．12：20～15：30（会場：２階、３階各部屋） 

演習 1 グループ 10 名で①～⑧グループに各自移動し分かれる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．15：40～16：20（会場:１階講堂）   総合討論  司会進行 ： 小野寺理、鈴木匡子 

 

6．16：20～16：30（会場:１階講堂）   アンケート記入および部会長挨拶 

 

16：30 終了 

 神経診察 高次脳機能診察 

12：20～ 

 

 

 

13：40～ 

   13：50 

 

14：00～ 

 

 

 

15：20～ 

   15：30 

111

211 

212 

213 

グループ①：園生雅弘 

グループ②：安藤哲朗 

グループ③：尾方克久 

グループ④：亀井 聡 

各グループ討論 

221

222

223

224 

グループ⑤：森 悦朗 

グループ⑥：櫻井靖久 

グループ⑦：西尾慶之 

グループ⑧：今村 徹 

各グループ討論 

 小休止  小休止 

111 

211 

212 

213 

グループ⑤：園生雅弘 

グループ⑥：安藤哲朗 

グループ⑦：小野寺理 

グループ⑧：橋本洋一郎 

各グループ討論 

221 

222 

223 

224 

グループ①：鈴木匡子 

グループ②：櫻井靖久 

グループ③：西尾慶之 

グループ④：今村 徹 

各グループ討論 


