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LS-01　ランチョンセミナー�01 Jp
5月23日（水）12：05～13：05� 第5会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�清流の間）

今改めて考えるフィンゴリモドのリスクベネフィットバランス�~症例からの考察~
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

免疫研究部部長

LS-01-1 三須　建郎　東北大学大学院医学系研究科多発性硬化症治療学講座講師

LS-01-2 新野　正明　国立病院機構北海道医療センター臨床研究部部長

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社　メディカル本部

LS-02　ランチョンセミナー�02 Jp
5月23日（水）12：05～13：05� 第6会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�玉葉の間）

CIDPのIVIg療法と維持療法
座長：桑原　　聡　千葉大学大学院医学研究院　神経内科学　教授

LS-02-1 野村　恭一　埼玉医科大学総合医療センター　神経内科　教授

共催：一般社団法人�日本血液製剤機構

LS-03　ランチョンセミナー�03 En
5月23日（水）12：05～13：05� 第8会場�（ロイトン札幌2F�エンプレス・ホール）

See�the�possibility�for�generalized�myasthenia�gravis�patients　�
－What�Soliris�can�do?－

Chair：MasakatsuMotomura　
Professor,DoctorofMedicineMedicalEngineeringCourseDepartmentofEngineering,The
FacultyofEngineering,NagasakiInstituteofAppliedScience（NiAS）

LS-03-1 JamesF.Howard,Jr.
DistinguishedProfessorofNeuromuscularDiseaseatTheUniversityofNorthCarolinaatChapelHill

Co-hosted�by:�Alexion�Pharma�GK

LS-04　ランチョンセミナー�04 Jp
5月23日（水）12：05～13：05� 第9会場�（ロイトン札幌2F�リージェント・ホール）

アルツハイマー病の治療戦略
座長：岡澤　　均　東京医科歯科大学難治疾患研究所難治病態研究部門神経病理学教授

LS-04-1 小野賢二郎　昭和大学医学部内科学講座神経内科学部門　教授

共催：エーザイ株式会社

23
日
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LS-05　ランチョンセミナー�05 Jp
5月23日（水）12：05～13：05� 第10会場�（ロイトン札幌2F�ハイネス・ホール）

多発性硬化症の長期予後を見据えた治療選択
座長：深澤　俊行　さっぽろ神経内科病院

LS-05-1 斎田　孝彦　多発性硬化症治療研究所

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-06　ランチョンセミナー�06 Jp
5月23日（水）12：05～13：05� 第11会場�（ロイトン札幌2F�クリスタル・ルームA）

新ガイドラインにみるパーキンソン病のRe-evaluation
座長：武田　　篤　国立病院機構　仙台西多賀病院

LS-06-1 パーキンソン病の早期診断と初期治療　～新ガイドラインにみる新たな展開～
織茂　智之　公立学校共済組合　関東中央病院

LS-06-2 進行期L-ドパ代謝を考える～新ガイドラインにみるジスキネジア～
冨山　誠彦　青森県立中央病院

共催：武田薬品工業株式会社メディカルアフェアーズ部

LS-07　ランチョンセミナー�07 Jp
5月23日（水）12：05～13：05� 第12会場�（ロイトン札幌2F�クリスタル・ルームB）

神経変性疾患と嗅覚障害について
座長：高橋　一司　埼玉医科大学　神経内科

LS-07-1 飯嶋　　睦　東京女子医科大学　神経内科学講座

共催：第一薬品産業株式会社

LS-08　ランチョンセミナー�08 Jp
5月23日（水）12：05～13：05� 第13会場�（ロイトン札幌2F�クリスタル・ルームC）

ファブリー病　～病態と酵素補充療法の最近の知見～
座長：八木田佳樹　川崎医科大学

LS-08-1 米澤　久司　岩手医科大学

LS-08-2 中里　良彦　埼玉医科大学

共催：大日本住友製薬株式会社

23
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LS-09　ランチョンセミナー�09 Jp
5月23日（水）12：05～13：05� 第14会場�（ロイトン札幌20F�パールホールAB）

パーキンソン病と便秘症～快便を得るためのコツ～
座長：柏原　健一　一般財団法人操風会岡山旭東病院神経内科部長脳卒中センター長

LS-09-1 中島　　淳　横浜市立大学大学院医学研究科肝胆膵消化器病学教室　主任教授

共催：マイランEPD合同会社

23
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LS-10　ランチョンセミナー�10 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第2会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�瑞雪の間）

パーキンソン病の「症状」を再考する
座長：服部　信孝　順天堂大学医学部脳神経内科　教授

LS-10-1 運動症状：振戦から
花島　律子　鳥取大学医学部脳神経医科学講座　脳神経内科学分野教授

LS-10-2 非運動症状：RBDから
高橋　一司　埼玉医科大学　神経内科　教授

共催：大日本住友製薬株式会社

LS-11　ランチョンセミナー�11 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第3会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�蓬莱の間）

DOACによる急性期抗凝固療法�~RELAXED研究から学ぶ~
座長：峰松　一夫　国立循環器病研究センター　名誉院長

LS-11-1 矢坂　正弘　独立行政法人国立病院機構九州医療センター脳血管センター　部長

共催：バイエル薬品株式会社

LS-12　ランチョンセミナー�12 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第4会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�黎明の間）

認知症診断における画像技術の果たす役割と将来展望
座長：岩坪　　威　東京大学大学院医学系研究科神経病理学分野教授

LS-12-1 アルツハイマー病のMRI：アミロイド病理・鉄沈着を反映するQSM画像
工藤　與亮　北海道大学病院放射線部准教授

LS-12-2 認知症医療におけるアミロイドイメージングの位置付けと展望
石井　賢二　東京都健康長寿医療センター研究所　神経画像研究チーム　研究部長

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社／日本メジフィジックス株式会社

LS-13　ランチョンセミナー�13 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第5会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�清流の間）

パーキンソン病・新ガイドラインのポイントと各治療薬の位置づけについて
座長：髙橋　牧郎　日本赤十字社大阪赤十字病院神経内科

LS-13-1 パーキンソン病・新ガイドラインのポイントについて
下　　泰司　順天堂大学医学部脳神経内科

24
日

共
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LS-13-2 新ガイドラインでの各治療薬の位置づけについて
濱田　　雅　東京大学医学部神経内科

共催：エフピー株式会社

LS-14　ランチョンセミナー�14 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第6会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�玉葉の間）

睡眠障害の診断・治療�Update
座長：井上　雄一　東京医科大学　睡眠学講座　兼任教授／

医療法人社団絹和会　睡眠総合ケアクリニック代々木　理事長

LS-14-1 岡　　靖哲　愛媛大学医学部附属病院　睡眠医療センター　センター長

共催：アステラス製薬株式会社

LS-15　ランチョンセミナー�15 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第7会場�（ロイトン札幌1F�キャッスル）

結節性硬化症の診断と治療�～てんかん原性の病態にせまる～
座長：吉良　潤一　九州大学大学院医学研究院　神経内科学　教授

LS-15-1 神　　一敬　東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野准教授

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社

LS-16　ランチョンセミナー�16 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第8会場�（ロイトン札幌2F�エンプレス・ホール）

ALSセンターの現状と課題
座長：青木　正志　東北大学大学院医学系研究科神経内科学

LS-16-1 上山　秀嗣　独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院

共催：田辺三菱製薬株式会社

LS-17　ランチョンセミナー�17 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第9会場�（ロイトン札幌2F�リージェント・ホール）

認知症診療からみた改正道路交通法施行1年後の現況と問題点
座長：長田　　乾　横浜総合病院　臨床研究センター

LS-17-1 川畑　信也　八千代病院　認知症疾患医療センター

共催：第一三共株式会社

24
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LS-18　ランチョンセミナー�18 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第10会場�（ロイトン札幌2F�ハイネス・ホール）

座長：赤松　直樹　国際医療福祉大学医学部神経内科教授
/福岡山王病院脳神経機能センター神経内科

LS-18-1 高齢者てんかん：最新のトピックス
山野　光彦　東海大学医学部神経内科学講師

LS-18-2 QOLを高めるてんかん薬物療法
中野　美佐　市立吹田市民病院　神経内科　部長

共催：グラクソ・スミスクライン（株）

LS-19　ランチョンセミナー�19 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第11会場�（ロイトン札幌2F�クリスタル・ルームA）

CIDPのIVIG療法による維持療法について
座長：楠　　　進　近畿大学医学部　神経内科　教授

LS-19-1 横田　隆徳　東京医科歯科大学　脳神経病態学分野（神経内科）　教授

共催：日本製薬株式会社

LS-20　ランチョンセミナー�20 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第12会場�（ロイトン札幌2F�クリスタル・ルームB）

そのヒント見逃さないで！疑うことから始まる�治療可能な筋疾患
座長：西野　一三　国立精神・神経医療研究センター疾病研究第一部部長

LS-20-1 遅発型ポンペ病ハイリスクスクリーニング；
諸外国の報告と日本における調査研究
尾方　克久　国立病院機構東埼玉病院臨床研究部長

LS-20-2 呼吸不全が先行した高齢発症の成人型Pompe病の一例
松井　未紗　国立病院機構刀根山病院神経内科

共催：サノフィ株式会社

LS-21　ランチョンセミナー�21 Jp
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第13会場�（ロイトン札幌2F�クリスタル・ルームC）

将来の神経治療戦略－集束超音波療法－�内科的アプローチ・外科的アプローチ
座長：望月　秀樹　大阪大学大学院医学系研究科神経内科

LS-21-1 本態性振戦・パーキンソン病へのMRガイド下集束超音波治療経験
～神経内科医のアプローチ～
金藤　公人　社会医療法人北斗北斗病院脳神経内科

24
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LS-21-2 経頭蓋集束超音波治療の進歩
平　　孝臣　東京女子医科大学脳神経外科

共催：InSightec�Japan�株式会社

LS-22　ランチョンセミナー�22 En
5月24日（木）11：30 ～12：30� 第15会場�（札幌市教育文化会館1F�大ホール）

Spinal�muscular�atrophy（SMA）:�Became�a�Treatable�Disease
Chair：ToshioSaito　

ToneyamaNationalHospital

LS-22-1 ShafeeqS.Ladha
GregoryW.FultonALSandNeuromuscularDiseaseCenter
BarrowNeurologicalInstitute
Phoenix,AZ

Co-hosted�by:�Biogen�Japan�Ltd.

ES-01　イブニングセミナー�01 Jp
5月24日（木）19：05～20：05� 第4会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�黎明の間）

進行期パーキンソン病に対するDAT適応基準と脳神経内科主導のDBS治療
座長：斎木　英資　公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院神経内科

ES-01-1 大山　彦光　順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経内科

共催：日本メドトロニック株式会社

ES-02　イブニングセミナー�02 Jp
5月24日（木）19：05～20：05� 第5会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�清流の間）

末梢神経疾患の診断と治療�~FAPの最新の話題を含めて~
座長：安東由喜雄　熊本大学大学院生命科学研究部　神経内科学分野教授

ES-02-1 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

ES-03　イブニングセミナー�03 Jp
5月24日（木）19：05～20：05� 第9会場�（ロイトン札幌2F�リージェント・ホール）

球脊髄性筋萎縮症の治療
座長：佐々木秀直　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　特任教授

ES-03-1 神経変性疾患のdisease-modifyingtherapyの開発に向けて
祖父江　元　名古屋大学大学院医学系研究科　特任教授

共催：武田薬品工業株式会社

24
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ES-04　イブニングセミナー�04 Jp
5月24日（木）19：05～20：05� 第10会場�（ロイトン札幌2F�ハイネス・ホール）

生活習慣因子による認知症予防とアミロイドPETを用いた早期診断
座長：下濱　　俊　札幌医科大学　神経内科学講座　教授

ES-04-1 木村　成志　大分大学医学部　神経内科学講座　准教授

共催：ヤンセンファーマ株式会社

PES-01　プレミアムイブニングセミナー�01 Jp
5月24日（木）19：05～20：20� 札幌プリンスホテル　国際館パミール　3F「大沼」

全身型重症筋無力症の最新治療戦略　-抗補体薬ソリリスを中心に-
座長：槍澤　公明　総合花巻病院　神経内科　部長

PES-01-1 村井　弘之　国際医療福祉大学　医学部　神経内科学主任教授

PES-01-2 鵜沢　顕之　千葉大学大学院医学研究院神経内科学助教

PES-01-3 鈴木　秀和　近畿大学医学部　神経内科　非常勤講師
医療法人　育和会　育和会記念病院　脳神経疾患センター　部長

共催：アレクシオンファーマ合同会社

24
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LS-23　ランチョンセミナー�23 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第2会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�瑞雪の間）

パーキンソン病の薬物治療における新規薬剤の位置付け　�
-MAOB阻害薬ラサギリンへの期待-

座長：髙橋　良輔　京都大学大学院医学研究科　臨床神経学教授

LS-23-1 早期パーキンソン病治療におけるラサギリンの位置付け
服部　信孝　順天堂大学医学部附属順天堂医院　脳神経内科教授

LS-23-2 進行期パーキンソン病治療におけるラサギリンの位置付け
武田　　篤　国立病院機構仙台西多賀病院院長

共催：武田薬品工業株式会社

LS-24　ランチョンセミナー�24 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第3会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�蓬莱の間）

頸椎症の診療
座長：竹島多賀夫　富永病院

LS-24-1 頸椎症の診療－頸椎症は神経内科の疾患である－
安藤　哲朗　安城更生病院

共催：ファイザー株式会社／エーザイ株式会社

LS-25　ランチョンセミナー�25 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第4会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�黎明の間）

認知症
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-25-1 精神科医の立場から
水上　勝義　筑波大学大学院　人間総合科学研究科　教授

LS-25-2 神経内科医の立場から
髙橋　牧郎　日本赤十字社　大阪赤十字病院　神経内科　部長

共催：大日本住友製薬株式会社　メディカルアフェアーズ部

LS-26　ランチョンセミナー�26 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第5会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�清流の間）

進行期パーキンソン病治療の新たな選択肢
座長：坪井　義夫　福岡大学　医学部　神経内科学

LS-26-1 柏原　健一　岡山旭東病院　神経内科

共催：アッヴィ合同会社

25
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LS-27　ランチョンセミナー�27 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第6会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�玉葉の間）

急性期脳梗塞�血管内治療　～神経内科医の役割とその重要性～
座長：山上　　宏　国立循環器病研究センター

LS-27-1 熊本県での取組みK-EARTHプロジェクト
進藤　誠悟　熊本赤十字病院

LS-27-2 神経内科医二刀流のススメ
尾原　信行　神戸市立医療センター中央市民病院

共催：日本ストライカー株式会社

LS-28　ランチョンセミナー�28 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第7会場�（ロイトン札幌1F�キャッスル）

パーキンソン病関連疾患の病理とその進展をイメージングで解析する
座長：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講座　教授

LS-28-1 澤本　伸克　京都大学大学院医学研究科　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教授

共催：日本メジフィジックス株式会社�
後援：日本脳神経核医学研究会�

日本核医学会

LS-29　ランチョンセミナー�29 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第8会場�（ロイトン札幌2F�エンプレス・ホール）

てんかんの薬物療法－新ガイドラインからの考察－
座長：宇川　義一　公立大学法人福島県立医科大学神経再生医療学講座/福島県立医科大学脳疾患センター

LS-29-1 寺田　清人　独立行政法人国立病院機構　静岡てんかん・神経医療センター　神経内科

共催：大塚製薬株式会社／ユーシービージャパン株式会社

LS-30　ランチョンセミナー�30 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第9会場�（ロイトン札幌2F�リージェント・ホール）

多発性硬化症：診断、病態、治療の最近の話題
座長：神田　　隆　山口大学大学院医学系研究科神経内科学教授

LS-30-1 藤原　一男　福島県立医科大学医学部多発性硬化症治療学教授

共催：田辺三菱製薬株式会社

25
日

共
催
セ
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ー
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LS-31　ランチョンセミナー�31 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第10会場�（ロイトン札幌2F�ハイネス・ホール）

心房細動と認知症　－包括的な認知症予防－
座長：北川　一夫　東京女子医科大学医学部神経内科学教授・講座主任

LS-31-1 橋本洋一郎　熊本市民病院首席診療部長・神経内科部長

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

LS-32　ランチョンセミナー�32 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第11会場�（ロイトン札幌2F�クリスタル・ルームA）

糖脂質と神経疾患の交差点：脂質ラフトを如何に制御するか？
座長：上杉　春雄　王子総合病院　神経内科主任科長

LS-32-1 武藤多津郎　藤田保健衛生大学　医学部　脳神経内科学　主任教授

共催：日本臓器製薬

LS-33　ランチョンセミナー�33 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第12会場�（ロイトン札幌2F�クリスタル・ルームB）

ニーマン・ピック病C型を見逃さないために　�
～眼球運動障害、失調、精神症状、ジストニアからの気づき～

座長：水澤　英洋　国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

LS-33-1 NP-Cの診断のポイント;新しくなったサスピション・インデックス
酒井　規夫　大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻成育小児科学

LS-33-2 ニーマン・ピック病C型の3例：臨床的多様性と診断のピットフォール
川添　僚也　国立精神・神経医療研究センター病院神経内科（現東京都立神経病院脳神経内科）

共催：アクテリオン�ファーマシューティカルズ�ジャパン株式会社

LS-34　ランチョンセミナー�34 Jp
5月25日（金）11：30 ～12：30� 第17会場�（札幌市教育文化会館3F�研修室301）

重症筋無力症　MG診療のスペシャリストに聞いてみよう！
座長：村井　弘之　国際医療福祉大学　医学部　神経内科学主任教授

LS-34-1 長根百合子　総合花巻病院　神経内科　医長

共催：アレクシオンファーマ合同会社

25
日

共
催
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ES-05　イブニングセミナー�05 Jp
5月25日（金）17：30 ～18：30� 第8会場�（ロイトン札幌2F�エンプレス・ホール）

新ガイドラインにおけるL-dopa治療の位置づけ
座長：村田　美穂　国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター　理事・病院長

ES-05-1 波田野　琢　順天堂大学医学部　神経学講座　准教授

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
5月25日（金）17：30 ～18：30� 第9会場�（ロイトン札幌2F�リージェント・ホール）

認知症診断のパラダイムシフト　～機能画像から病理画像へ～
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（神経内科学）教授

ES-06-1 岩田　　淳　東京大学医学部附属病院神経内科講師

ES-06-2 島田　　斉　国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所臨床研究クラスタ脳機能イ
メージング研究部脳疾患トランスレーショナル研究チーム主幹研究員

共催：日本イーライリリー（株）

ES-07　イブニングセミナー�07 Jp
5月25日（金）17：30 ～18：30� 第10会場�（ロイトン札幌2F�ハイネス・ホール）

多発性硬化症（MS）治療におけるPMLマネジメント
座長：松井　　真　金沢医科大学医学部神経内科学

ES-07-1 PMLサーベイランスとPML診療ガイドラインにおける診断基準の改訂
濵口　　毅　金沢大学附属病院神経内科

ES-07-2 多発性硬化症における薬剤性PMLoverview
中島　一郎　東北医科薬科大学医学部老年神経内科学

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社／エーザイ株式会社

25
日

共
催
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LS-35　ランチョンセミナー�35 Jp
5月26日（土）12：00 ～13：00� 第2会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�瑞雪の間）

超高齢社会におけるパーキンソン病の適正医療を考える�
-はるか診療ガイドラインを越えて-

座長：菊地　誠志　北海道医療センター　院長

LS-35-1 山本　光利　医療法人高松神経内科クリニック院長

共催：大塚製薬株式会社

LS-36　ランチョンセミナー�36 Jp
5月26日（土）12：00 ～13：00� 第3会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�蓬莱の間）

痙縮に対する治療　－ボツリヌス療法とリハビリテーション－
座長：今井　富裕　札幌医科大学保健医療学部／札幌医科大学附属病院　神経内科

LS-36-1 土岐めぐみ　北海道立心身障害者総合相談所/札幌医科大学医学部リハビリテーション医学講座

共催：グラクソ・スミスクライン（株）

LS-37　ランチョンセミナー�37 Jp
5月26日（土）12：00 ～13：00� 第4会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�黎明の間）

抗てんかん薬投与開始に必要な鑑別診断
座長：亀井　　聡　日本大学医学部内科学系神経内科学分野

LS-37-1 三枝　隆博　大津赤十字病院神経内科部

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-38　ランチョンセミナー�38 Jp
5月26日（土）12：00 ～13：00� 第5会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�清流の間）

パーキンソン病の睡眠覚醒障害update
座長：平田　幸一　獨協医科大学　神経内科　教授

LS-38-1 鈴木　圭輔　獨協医科大学　神経内科　准教授

共催：協和発酵キリン株式会社

26
日

共
催
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LS-39　ランチョンセミナー�39 Jp
5月26日（土）12：00 ～13：00� 第6会場�（さっぽろ芸術文化の館3F�玉葉の間）

アルツハイマー病の現状と展望
座長：花島　律子　鳥取大学医学部医学科　脳神経医科学講座　脳神経内科学分野

LS-39-1 志村　秀樹　順天堂大学医学部附属浦安病院　脳神経内科

共催：小野薬品工業株式会社

LS-40　ランチョンセミナー�40 Jp
5月26日（土）12：00 ～13：00� 第9会場�（ロイトン札幌2F�リージェント・ホール）

レビー小体病の画像診断を考える
座長：三條　伸夫　東京医科歯科大学大学院脳神経病態学分野

LS-40-1 レビー小体病関連ガイドラインからみる画像診断の役割
鈴木　正彦　東京慈恵会医科大学葛飾医療センター神経内科

LS-40-2 診療に役立つ画像所見最近の知見
石渡　明子　日本医科大学大学院医学研究科神経内科学分野

共催：富士フイルムRIファーマ株式会社

LS-41　ランチョンセミナー�41 Jp
5月26日（土）12：00 ～13：00� 第11会場�（ロイトン札幌2F�クリスタル・ルームA）

stroke�survivorが直面する問題～てんかんとその他の合併症～
座長：幸原　伸夫　地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院

LS-41-1 田中　智貴　国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院

共催：エーザイ株式会社

LS-42　ランチョンセミナー�42 Jp
5月26日（土）12：00 ～13：00� 第12会場�（ロイトン札幌2F�クリスタル・ルームB）

日常診療にみられるつじつまの合わない神経障害（慢性疼痛・麻痺）の原因と治療
座長：海田　賢一　防衛医科大学校内科学講座神経・抗加齢血管内科

LS-42-1 髙嶋　　博　鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　神経病学講座　神経内科・老年病学

共催：帝人ファーマ株式会社／一般財団法人化学及血清療法研究所

26
日

共
催
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