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LS-01　ランチョンセミナー�01 Jp
5月22日（水）12：05～13：05� 第1会場（大阪国際会議場5F�大ホール）

遺伝性ATTRアミロイドーシス（FAP）の今後の展望
座長：安東由喜雄　熊本大学大学院生命科学研究部脳神経内科学分野教授

LS-01-1 早期診断の重要性
植田　光晴　熊本大学医学部附属病院神経内科　講師

LS-01-2 病態と病理
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

LS-01-3 治療の現状と課題
関島　良樹　信州大学医学部内科学（脳神経内科、リウマチ・膠原病内科）教授

共催：アルナイラム・ジャパン株式会社

LS-02　ランチョンセミナー�02 Jp
5月22日（水）12：05～13：05� 第3会場（大阪国際会議場10F�会議室1003）

パーキンソン病における歩行障害への対策
座長：大熊　泰之　順天堂大学医学部附属静岡病院

LS-02-1 飯嶋　　睦　東京女子医科大学

共催：協和発酵キリン株式会社

LS-03　ランチョンセミナー�03 Jp
5月22日（水）12：05～13：05� 第4会場（大阪国際会議場10F�会議室1001-1002）

MS治療Update　～MS患者への新たな治療選択肢について～
座長：近藤　誉之　関西医科大学総合医療センター神経内科

LS-03-1 中原　　仁　慶應義塾大学医学部神経内科

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-04　ランチョンセミナー�04 Jp
5月22日（水）12：05～13：05� 第6会場（大阪国際会議場10F�会議室1009）

パーキンソン病の⾮運動症状とその治療　～QOL改善を目指して～
座長：宇川　義一　福島県立医科大学神経再生医療学講座

LS-04-1 武田　　篤　国立病院機構仙台西多賀病院

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

22
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LS-05　ランチョンセミナー�05 Jp
5月22日（水）12：05～13：05� 第7会場（大阪国際会議場10F�会議室1008）

生活習慣因子による認知症予防
座長：池内　　健　新潟大学脳研究所遺伝子機能解析学分野教授

LS-05-1 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

LS-06　ランチョンセミナー�06 Jp
5月22日（水）12：05～13：05� 第9会場（大阪国際会議場12F�特別会議場）

パーキンソン病患者の慢性便秘症治療－ルビプロストンの新たな知見－
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-06-1 内山　智之　国際医療福祉大学医学部・市川病院神経内科教授

共催：マイランEPD合同会社

LS-07　ランチョンセミナー�07 Jp
5月22日（水）12：05～13：05� 第11会場（大阪国際会議場12F�会議室1202）

パーキンソン病外来診療に役に立つDBSの知識�
－どんな症例に有効か、導入後の外来フォローはどうするべきか－

座長：橋本　隆男　相澤病院脳神経内科

LS-07-1 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

LS-08　ランチョンセミナー�08 Jp
5月22日（水）12：05～13：05� 第12会場（大阪国際会議場11F�会議室1101-1102）

自己免疫性脳症の診断と治療の実際
座長：亀井　　聡　日本大学医学部内科学系神経内科学分野

LS-08-1 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脳神経内科・老年病学

共催：旭化成メディカル株式会社

22
日

共
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LS-09　ランチョンセミナー�09 Jp
5月22日（水）12：05～13：05� 第13会場（大阪国際会議場8F�会議室801-802）

脳梗塞急性期再開通療法の新時代
座長：北川　一夫　東京女子医科大学脳神経内科

LS-09-1 脳血管内治療医の取組み
近藤　竜史　埼玉石心会病院低侵襲脳神経センター

LS-09-2 神経内科医による血栓回収のリアルワールド
板橋　　亮　広南病院脳血管内科

共催：日本ストライカー株式会社

LS-10　ランチョンセミナー�10 Jp
5月22日（水）12：05～13：05� 第14会場（大阪国際会議場7F�会議室701-702）

認知症早期鑑別診断の意義　�
～専門医、サポート医の連携と機能画像の活用法～

座長：山田　正仁　金沢大学大学院医薬保健学総合研究科医学専攻脳老化・神経病態学
（脳神経内科学）教授

LS-10-1 鷲見　幸彦　国立研究開発法人国立長寿医療研究センター病院長

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-11　ランチョンセミナー�11 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第1会場（大阪国際会議場5F�大ホール）

アルツハイマー病の早期発見・早期介入，そして予防をめざした取り組み
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教授

LS-11-1 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教授

共催：エーザイ株式会社

LS-12　ランチョンセミナー�12 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第3会場（大阪国際会議場10F�会議室1003）

Hyposkillia（deficiency�of�clinical�skill）：パーキンソン病の場合は
座長：戸田　達史　東京大学大学院医学系研究科神経内科学

LS-12-1 山本　光利　医療法人高松神経内科クリニック

共催：大 製薬株式会社

22
日

23
日

共
催
セ
ミ
ナ
ー



- 89 -

LS-13　ランチョンセミナー�13 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第4会場（大阪国際会議場10F�会議室1001-1002）

補体と神経免疫疾患
座長：本村　政勝　長崎総合科学大学工学部医療工学コース

LS-13-2
 

鵜沢　顕之　千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学

LS-13-1 川口　辰哉　熊本保健科学大学保健科学部医学検査学科

共催：アレクシオンファーマ合同会社 メディカルアフェアーズ本部

LS-14　ランチョンセミナー�14 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第5会場（大阪国際会議場10F�会議室1005-1007）

多発性硬化症の治療とモニタリング：日本における課題と将来の展望
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-14-1 吉良　潤一　九州大学大学院医学研究院神経内科学教授

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
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第6会場（大阪国際会議場10F�会議室1009）

革新的なアプローチによる認知症治療へ向けた研究の最前線
座長：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教授

LS-15-1 神経疾患における遺伝子治療の発展
村松　慎一　自治医科大学神経内科学特命教授／東京大学医科学研究所遺伝子・細胞治療セン

ター特任教授

LS-15-2 認知症の新たな治療戦略と遺伝子治療の可能性
岡澤　　均　東京医科歯科大学難治疾患研究所／脳統合機能研究センター神経病理学分野教

授／センター長

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社�メディカル本部

LS-16　ランチョンセミナー�16 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第7会場（大阪国際会議場10F�会議室1008）

アルツハイマー型認知症治療の現状と展望
座長：冨本　秀和　三重大学大学院医学系研究科神経病態内科学教授

LS-16-1 中村　　祐　香川大学医学部精神神経医学講座教授

共催：小野薬品工業株式会社

23
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LS-17　ランチョンセミナー�17 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第8会場（大阪国際会議場10F�会議室1004）

嗅覚障害を合併する疾患への診断・治療～耳鼻咽喉科・神経内科からのアプローチ～
座長：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-17-1 嗅覚障害の診断と治療
近藤　健二　東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚運動機能講座耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学分野

LS-17-2 認知症早期発見のための嗅覚障害・睡眠障害評価
野田　明子　中部大学大学院生命健康科学研究科

共催：第一薬品産業株式会社

LS-18　ランチョンセミナー�18 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第9会場（大阪国際会議場12F�特別会議場）

臨床現場からみるパーキンソン病の薬物療法�～L-dopa治療の位置付け～
座長：望月　秀樹　大阪大学大学院医学系研究科神経内科学教授

LS-18-1 下　　泰司　順天堂大学医学部附属練馬病院脳神経内科先任准教授

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
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第10会場（大阪国際会議場12F�グラントック）

DOAC時代の新たなAF治療戦略
座長：橋本洋一郎　熊本市民病院首席診療部長

LS-19-1 山城　一雄　順天堂大学医学部神経学講座准教授

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-20　ランチョンセミナー�20 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第11会場（大阪国際会議場12F�会議室1202）

睡眠障害の診断と治療�Update
座長：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

LS-20-1 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

共催：アステラス製薬株式会社

23
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LS-21　ランチョンセミナー�21 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第12会場（大阪国際会議場11F�会議室1101-1102）

CIDPの最近の話題
座長：野寺　裕之　金沢医科大学医学部神経内科学

LS-21-1 「自己抗体陽性」CIDP
緒方　英紀　九州大学病院脳神経内科

LS-21-2 最近の知見から探るCIDPの最良の評価と治療
能登　祐一　京都府立医科大学大学院医学研究科神経内科学

共催：一般社団法人�日本血液製剤機構

LS-22　ランチョンセミナー�22 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第13会場（大阪国際会議場8F�会議室801-802）

日常診療に潜在する「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-22-1 ファブリー病の病態・診断・治療
大橋　十也　東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター遺伝子治療研究部

LS-22-2 ファブリー病自験例とファブリー病に類似する疾患の症例提示
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

共催：大日本住友製薬株式会社

LS-23　ランチョンセミナー�23 Jp
5月23日（木）12：00 ～13：00� 第14会場（大阪国際会議場7F�会議室701-702）

EGPA（好酸球性多発血管炎性肉芽腫症）の診断と治療～Up�to�date～
座長：神田　　隆　山口大学大学院医学系研究科神経内科学講座教授

LS-23-1 谷口　正実　国立病院機構相模原病院臨床研究センター長

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

ES-01　イブニングセミナー�01 Jp
5月23日（木）19：20 ～20：20� 第10会場（大阪国際会議場12F�グラントック）

CIDP/MMN最新の話題、維持療法のreal-world�evidence
座長：楠　　　進　近畿大学医学部神経内科教授

ES-01-1 横山　和正　順天堂大学医学部神経学講師

共催：日本製薬株式会社

23
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ES-02　イブニングセミナー�02 Jp
5月23日（木）19：20 ～20：20� 第11会場（大阪国際会議場12F�会議室1202）

“21世紀の疾患”�アミロイドーシス　～治す神経難病の実践～
座長：青木　正志　東北大学神経内科学教授

ES-02-1 安東由喜雄　熊本大学大学院生命科学研究部脳神経内科学分野教授

共催：ファイザー株式会社

LS-24　ランチョンセミナー�24 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第1会場（大阪国際会議場5F�大ホール）

多発性硬化症
座長：菊地　誠志　独立行政法人国立病院機構北海道医療センター

LS-24-1 多発性硬化症・視神経脊髄炎：臨床と基礎研究の進歩
山村　　隆　国立精神・神経医療研究センター神経研究所／多発性硬化症センター

共催：武田薬品工業株式会社

LS-25　ランチョンセミナー�25 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第3会場（大阪国際会議場10F�会議室1003）

Lewy小体病の早期診断・鑑別
座長：服部　信孝　順天堂大学医学部神経学講座

LS-25-1 Lewy小体病の画像診断Update
渡辺　宏久　藤田医科大学脳神経内科

LS-25-2 Lewy小体病のprodromalsymptoms
織茂　智之　関東中央病院神経内科

共催：エーザイ株式会社

LS-26　ランチョンセミナー�26 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第4会場（大阪国際会議場10F�会議室1001-1002）

視神経疾患の診断
座長：中島　一郎　東北医科薬科大学医学部老年神経内科学教室教授

LS-26-1 敷島　敬悟　東京慈恵会医科大学眼科学講座教授

共催：株式会社コスミックコーポレーション

23
日
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LS-27　ランチョンセミナー�27 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第5会場（大阪国際会議場10F�会議室1005-1007）

治療可能な神経難病　～脊髄性筋萎縮症（SMA）の診断と治療～
座長：勝野　雅央　名古屋大学神経内科

LS-27-1 成人SMA患者の治療と評価の実際
橋口　昭大　鹿児島大学脳神経内科

LS-27-2 SMAと他疾患との鑑別のポイント
関口　兼司　神戸大学神経内科

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社

LS-28　ランチョンセミナー�28 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第6会場（大阪国際会議場10F�会議室1009）

パーキンソン病の“運動緩慢”
座長：武田　　篤　仙台西多賀病院院長

LS-28-1 パーキンソン病の”運動緩慢”に対する非薬物療法
濱田　　雅　東京大学医学部附属病院神経内科

LS-28-2 パーキンソン病の”運動緩慢”に対する薬物療法
西川　典子　国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科

共催：大日本住友製薬株式会社

LS-29　ランチョンセミナー�29 En
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第7会場（大阪国際会議場10F�会議室1008）

Transforming�Alzheimer's�Disease:��
Diagnostics�solutions�along�the�patient�journey

Chair：AtsushiIwata　
TheUniversityofTokyoHospitalDepartmentofNeurology

LS-29-1 RichardBatrla,MD,PhD,MBA
GlobalClinicalLeader,ClinicalScience,RocheDiagnosticsAG,Switzerland

共催：中外製薬株式会社

24
日

共
催
セ
ミ
ナ
ー



- 94 -

LS-30　ランチョンセミナー�30 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第8会場（大阪国際会議場10F�会議室1004）

これから始める、DBSの術後マネジメント�
－脳神経外科との連携から薬剤・刺激調整の考え方のコツまで－

座長：下　　泰司　順天堂大学脳神経内科

LS-30-1 細見　晃一　大阪大学脳神経外科

LS-30-2 眞木　二葉　聖マリアンナ医科大学内科学脳神経内科

共催：日本メドトロニック株式会社

LS-31　ランチョンセミナー�31 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第9会場（大阪国際会議場12F�特別会議場）

パーキンソン病治療におけるMAO-B阻害薬の現状
座長：伊東　秀文　和歌山県立医科大学脳神経内科学講座

LS-31-1 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

共催：エフピー株式会社

LS-32　ランチョンセミナー�32 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第10会場（大阪国際会議場12F�グラントック）

結節性硬化症の治療　Up�to�Date
座長：赤松　直樹　国際医療福祉大学神経内科／福岡山王病院　脳・神経機能センター

LS-32-1 池田　浩子　国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター小児科

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社

LS-33　ランチョンセミナー�33 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第11会場（大阪国際会議場12F�会議室1202）

筋萎縮性側索硬化症における早期診断・早期治療開始の意義とその課題
座長：下畑　享良　岐阜大学大学院医学系研究科神経内科・老年学分野

LS-33-1 金井　数明　福島県立医科大学医学部神経内科学講座

共催：田辺三菱製薬株式会社
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LS-34　ランチョンセミナー�34 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第12会場（大阪国際会議場11F�会議室1101-1102）

リスクを有する心房細動患者に対する抗凝固療法を考える
座長：井口　保之　東京慈恵会医科大学神経内科教授

LS-34-1 AF合併CKD患者の抗凝固療法
石井　秀樹　名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学講師

LS-34-2 心房細動を合併する脳梗塞患者の抗凝固療法
豊田　一則　国立循環器病研究センタ-副院長/脳血管内科部長

共催：バイエル薬品株式会社

LS-35　ランチョンセミナー�35 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第13会場（大阪国際会議場8F�会議室801-802）

エビデンス・実臨床から見た進行期パーキンソン病治療におけるLCIGの位置づけ
座長：冨山　誠彦　弘前大学大学院医学研究科　脳神経内科学講座　教授

LS-35-1 LCIG総論とエビデンス
大江田知子　独立行政法人国立病院機構宇多野病院神経内科臨床研究部長

LS-35-2 実臨床におけるLCIGの安全性及び有効性
濱田　征宏　和泉市立総合医療センター脳神経内科部長

共催：アッヴィ合同会社

LS-36　ランチョンセミナー�36 Jp
5月24日（金）11：30 ～12：30� 第14会場（大阪国際会議場7F�会議室701-702）

今改めて考える、多発性硬化症の「進行」とは？
座長：中原　　仁　慶應義塾大学医学部神経内科教授

LS-36-1 多発性硬化症の進行をみるバイオマーカー
渡邉　　充　九州大学病院脳神経内科講師

LS-36-2 進行型多発性硬化症の臨床的な捉え方
越智　博文　愛媛大学大学院医学系研究科老年・神経・総合診療内科学准教授

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社�メディカル本部

24
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ES-03　イブニングセミナー�03 Jp
5月24日（金）17：30 ～18：30� 第5会場（大阪国際会議場10F�会議室1005-1007）

認知症診療と疾患鑑別に役立つ画像診断の概要：�
核医学検査によるケーススタディを中心に

座長：坪井　義夫　福岡大学医学部神経内科学教授

ES-03-1 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

共催：富士フイルム富山化学株式会社

ES-04　イブニングセミナー�04 Jp
5月24日（金）17：30 ～18：30� 第6会場（大阪国際会議場10F�会議室1009）

MSとADにおける認知機能障害の違いを考える　-その臨床的特徴と検査法-
座長：吉良　潤一　九州大学大学院医学研究院神経内科・九州大学病院脳神経内科

ES-04-1 多発性硬化症（MS）の認知機能障害
新野　正明　国立病院機構北海道医療センター臨床研究部

ES-04-2 アルツハイマー型認知症（AD）の認知機能障害
下濱　　俊　札幌医科大学医学部神経内科学講座

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-05　イブニングセミナー�05 Jp
5月24日（金）17：30 ～18：30� 第10会場（大阪国際会議場12F�グラントック）

脳機能局在から読み解くてんかん発作症状
座長：松本　理器　神戸大学大学院医学研究科内科学講座神経内科学分野教授

ES-05-1 木下真幸子　国立病院機構宇多野病院神経内科医長

共催：第一三共株式会社／ユーシービージャパン株式会社

ES-06　イブニングセミナー�06 Jp
5月24日（金）17：30 ～18：30� 第11会場（大阪国際会議場12F�会議室1202）

CIDP維持療法の新たな治療選択肢～皮下注免疫グロブリン製剤
座長：祖父江　元　名古屋大学大学院医学系研究科特任教授

ES-06-1 海田　賢一　防衛医科大学校内科学講座神経・抗加齢血管内科准教授（脳神経内科科長）

共催：CSLベーリング株式会社

24
日

共
催
セ
ミ
ナ
ー



- 97 -

LS-37　ランチョンセミナー�37 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第1会場（大阪国際会議場5F�大ホール）

パーキンソン病
座長：柏原　健一　岡山旭東病院　脳神経内科

LS-37-1 患者さんのQOL向上を目指したパーキンソン病治療
永山　　寛　日本医科大学大学院医学研究科神経内科学分野

LS-37-2 パーキンソン病の発症機序～α-シヌクレインとMAOについて～
望月　秀樹　大阪大学大学院医学系研究科神経内科学

共催：武田薬品工業株式会社

LS-38　ランチョンセミナー�38 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第3会場（大阪国際会議場10F�会議室1003）

レビー小体型認知症
座長：下濱　　俊　札幌医科大学神経内科学講座

LS-38-1 DLBに伴うパーキンソニズムの”運動緩慢”に対する治療のコツ
坪井　義夫　福岡大学医学部脳神経内科学

LS-38-2 精神科医からみたDLBに伴うパーキンソニズムの”運動緩慢”
藤城　弘樹　かわさき記念病院精神科

共催：大日本住友製薬株式会社

LS-39　ランチョンセミナー�39 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第4会場（大阪国際会議場10F�会議室1001-1002）

MS患者の妊娠・出産・授乳�-診療の最前線-
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-39-1 河内　　泉　新潟大学医歯学総合病院・脳研究所神経内科講師

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社

25
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LS-40　ランチョンセミナー�40 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第5会場（大阪国際会議場10F�会議室1005-1007）

脳卒中とグルタミン酸受容体
座長：平野　照之　杏林大学医学部脳卒中医学教室教授

LS-40-1 脳卒中とグルタミン酸神経毒性
須田　　智　日本医科大学大学院医学研究科神経内科学分野講師

LS-40-2 脳卒中後てんかんの最新知見
猪原　匡史　国立循環器病研究センター脳神経内科部長

共催：エーザイ株式会社

LS-41　ランチョンセミナー�41 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第7会場（大阪国際会議場10F�会議室1008）

末梢と中枢神経の病態生理
座長：松井　　真　金沢医科大学医学部神経内科主任教授

LS-41-1 ギラン・バレー症候群の病態と治療戦略
桑原　　基　近畿大学医学部神経内科講師

LS-41-2 血液脳関門の人為的操作；中枢神経疾患の新しい治療へ
神田　　隆　山口大学大学院医学系研究科臨床神経学教授

共催：帝人ファーマ株式会社

LS-42　ランチョンセミナー�42 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第8会場（大阪国際会議場10F�会議室1004）

神経内科疾患と便秘
座長：砂田　芳秀　川崎医科大学神経内科学教授

LS-42-1 塩谷　昭子　川崎医科大学消化管内科学教授

共催：アステラス製薬株式会社

LS-43　ランチョンセミナー�43 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第9会場（大阪国際会議場12F�特別会議場）

MG診療�UpToDate
座長：村井　弘之　国際医療福祉大学医学部神経内科学

LS-43-1 鈴木　重明　慶應義塾大学医学部神経内科

LS-43-2 中根　俊成　熊本大学医学部附属病院分子神経治療学寄附講座

共催：アレクシオンファーマ合同会社  メディカルアフェアーズ本部
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LS-44　ランチョンセミナー�44 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第10会場（大阪国際会議場12F�グラントック）

てんかん発作の新分類
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-44-1 ビデオで学ぶ新しいてんかん分類
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：ユーシービージャパン株式会社／大 製薬株式会社

LS-45　ランチョンセミナー�45 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第11会場（大阪国際会議場12F�会議室1202）

頭頚部痛の診断と治療
座長：安藤　哲朗　安城更生病院副院長

LS-45-1 竹島多賀夫　社会医療法人寿会富永病院副院長

共催：ファイザー株式会社／エーザイ株式会社

LS-46　ランチョンセミナー�46 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第12会場（大阪国際会議場11F�会議室1101-1102）

神経疾患と音声障害
座長：鈴木　啓介　国立長寿医療研究センター治験・臨床研究推進センター治験・臨床研究

推進部長

LS-46-1 讃岐　徹治　名古屋市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科講師

共催：ノーベルファーマ株式会社

LS-47　ランチョンセミナー�47 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第13会場（大阪国際会議場8F�会議室801-802）

ゴーシェ病の診断・治療
座長：辻　　省次　国際医療福祉大学大学院・医学部/東京大学医学系研究科分子神経学講座

LS-47-1 日常診療に潜む神経代謝疾患：ゴーシェ病アップデート
成田　　綾　鳥取大学医学部附属病院脳神経小児科

LS-47-2 Gaucher病の神経障害　–　オートファジーの病態機序
神里　尚美　沖縄県立南部医療センター・こども医療センター神経内科

共催：サノフィ株式会社
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LS-48　ランチョンセミナー�48 Jp
5月25日（土）12：00 ～13：00� 第14会場（大阪国際会議場7F�会議室701-702）

末梢神経障害－基礎と臨床－
座長：園生　雅弘　帝京大学医学部神経内科学講座

LS-48-1 末梢神経障害の基礎と臨床－整形外科的観点から－
田中　啓之　大阪大学大学院医学系研究科運動器スポーツ医科学共同研究講座

共催：日本臓器製薬株式会社
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