
学術大会運営についてのお願い
Ⅰ. 参加登録

　全ての参加者は、学会ホームページにて事前参加登録の手続きが必要です。なお、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、当日参加登録は受け付けておりませんので予めご了承ください。

【参加費】
カテゴリー（大会開催時） 事前登録

会
員

正会員 15,000円

研修医会員 3,000円

メディカルスタッフ会員 3,000円

学生会員（大学院生）*1 3,000円

学生会員（学部学生）*2 無料

JSN Overseas Member 3,000円

非
会
員

非会員（医師） 18,000円

非会員（企業） 18,000円

非会員（その他医療従事者） 18,000円

メディカルスタッフ*3 8,000円

初期研修医*4 3,000円

大学院生*4 3,000円

Non-member participants of foreign nationality 5,000円

学部学生・日本滞在中の外国人留学生 無料
そ
の
他

プログラム・抄録集*5 4,000円

ポケットプログラム（日本語版）

*1  日本神経学会の学生会員（医師免許を有しない医系学部の学生及び医師免許を有しない大学院生）が対象です。
*2  医学部学生・日本滞在中の外国人留学生の方で現地参加される方は学会当日、受付にて学生証をご提示くださ

い。
*3  非会員の医師以外の医療介護福祉関係者、メディカルスタッフの方は「メディカルスタッフ証明書」を必ずご提

出ください（証明書はホームページよりダウンロードしてください）。
実参加される方は学会当日、受付にて証明書をご提出ください。
インターネット視聴参加される方は事前登録の上、メール添付にてご提出ください。

*4  非会員の大学院生ならびに初期研修医の方は指定の証明書（証明書はホームページよりダウンロードしてくださ
い）を必ずご提出ください。
実参加される方は学会当日、受付にて証明書をご提出ください。
インターネット視聴参加される方は事前登録の上、メール添付にてご提出ください。

*5 参加費に含まれておりません。事前登録の方で追加購入をご希望の場合、受付窓口にてお求めください。
当日の販売は数が限られていますので、予めご了承ください。

1．事前登録をされた方々へ
【「実参加」をお選びいただいた方々へ（現地参加）】
事前参加登録にて「実参加」をお選びいただき、登録をお済ませいただいた方へ、ネームカード、領収書、
入場券（専門医育成教育セミナ―、生涯教育セミナ―（レクチャー））等を郵送にてお送りいたします。
ネームカードのない方はご入場できませんのでご注意ください。

【「インターネット視聴参加」をお選びいただいた方々へ（WEB参加）】
事前参加登録にて「インターネット視聴参加」をお選びいただき、登録をお済ませいただいた方へ、８月中
旬にWeb学会サイトのURLおよびID・パスワードが記載されたメールをお送りいたします。
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・公開日：2020 年8月中旬

○アプリ版
・アプリ名：NEURO61
・ ご利用方法：App Store、Google Playより「neuro61」または「第61 回日本神経学会学術大会」で検索し、

ダウンロードしてください。
・利用料：無料（アプリのダウンロードに別途通信料が発生します）
・対応機種：iPhone、iPad、Androidスマートフォン

○Web版
　ホームページ（https://confit.atlas.jp/neuro2020）をご覧ください。
　※ご利用にはインターネット環境が必要です。
　※アプリ版、Web版でそれぞれスケジュール登録いただいた内容は相互に同期することが可能です。
　　同期はアプリ版の「設定」より行っていただけます。

Ⅳ． 一般演題、学生・研修医セッション、メディカルスタッフセッションの現地口演発表の方々へ
1．発表時間を厳守してください。

一般演題：発表9 分、質疑3 分（一般演題優秀賞セッション：発表12 分、質疑3 分）
学生・研修医セッション：発表6 分、質疑2 分
メディカルスタッフ優秀賞セッション：発表12 分、質疑3 分

2．演題番号の読み方は、下記のとおりです。
　【例】「O-01-4」
　　　O ： 一般演題口演発表（AO：優秀口演賞セッション、StO：学生・研修医セッション、MSO：メディ

カルスタッフ優秀賞セッション）
　　　01：セッション番号
　　　４：（セッション内の）4 番目の発表

3．下記の要領にてPCプロジェクターによる発表の準備をお願いいたします。

1）会場には、Windows 10（OS）をご用意しております。

2） データはUSBメモリーまたはCD-R（RWは不可）に保存してPCセンターにお持ちください。コピーミ
スを防ぐため、USBメモリーまたはCD-Rに保存した後、別のパソコンにコピーして正常に動作される
ことをご確認ください。

3） 対応アプリケーションは、Windows版PowerPoint 2010 / 2013 / 2016 / 2019です。Macintoshでデータ
を作成される場合には、PC本体をお持ちいただくか、必ずWindowsでの動作を確認したデータをお持
ちください。各口演会場には、Windows 10（OS）のみご用意しております。PowerPoint送りの操作は演
台にてご自身で行ってください。

4） Macintoshおよび動画・音声データをご使用の場合は、PCのお持ち込みをお勧めいたします。本体をお
持ち込みの場合には、必要に応じてmini D-Sub-15Pin、及びHDMI（タイプA）を必ずご持参ください。
プロジェクターで投影される解像度はXGA（1024 ×768）です。

5）当日はPCセンターにて、ご発表時間の30分前までにデータを登録・確認してください。

6） ビデオの使用はできませんが、PCからの動画は可能です。
　※動画をご利用の場合は、PC本体をお持ち込みいただくことをお勧めします。

7） フォントの文字化けやレイアウトの変化を防ぐためWindows標準フォントをご使用ください。それ以外
のフォントを使用した場合、正確に表現されない場合があります。

抄録閲覧にはパスワードの入力が必要です。
パスワード：okayama
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下記Web学会開催期間中に、配信される発表を視聴・閲覧することで、正式に学会に参加したと認められ
ます。

●Web学会会期：2020年8月31日（月）~9月2日（水）
・ Web方式は会場からのリアルタイムのLive配信です。タイムテーブルの日時で放映しますので、時間

を過ぎると視聴できません。
・ 事前にお送りするメールに記載のURLより、同じくメール記載のID・パスワードでログインをお願い

いたします。
・Web学会配信対象会場*にて開催されるプログラムを視聴可能です。
　*Web学会配信対象会場…第3会場、第8会場、第10会場、第11会場
・タイムスケジュールに沿って配信されます。（巻頭をご確認ください）。

2． 事前登録の有無にかかわらず、日本神経学会会員の方には「ポケットプログラム（日本語版のみ）」を事前に
送付いたします。

3．会場内での呼び出しは原則としてできません。掲示板をご利用ください。

4． 託児所について
　本邦並びに世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、託児利用のお申込みは、取り止めとさ
せていただきます。

Ⅱ．共催セミナー・教育コース（「実参加」をお選びいただいた方のみ参加可能）
1．事前予約について

　共催セミナ― は、事前予約制ではなく、現地参加の方に当日整理券を配布いたします。
　また、今大会の教育コースは、より多くの方にご参加いただけるよう、事前予約制ではなく、現地会場
にて当日自由参加制といたします。なお、Web学会での視聴はできませんので予めご了承ください。

2．整理券配布について
　共催セミナーにご参加ご希望の方は、「共催セミナー整理券配布所」までお越しください。共催セミナー
整理券を配布します。配布枚数が終了し次第、受付終了となりますのでご了承ください。
　なお、配布時間終了後、整理券が余っている場合は、各会場前で配布します。

【共催セミナー整理券配布】
場所： NHK岡山放送局放送会館 2F ひかりの広場
日時： 8月31日（月） 9月1日（火） 9月2日（水）

ランチョンセミナー  9：30 ～ 11：30  8：00 ～ 11：30  8：00 ～ 11：30

イブニングセミナ― 15：00 ～ 17：30 15：00 ～ 17：30 －

3．入場方法
　会場入口にて係員へ整理券をお渡しください。

4．有効期限
　共催セミナーの整理券は共催セミナー開始10分後に無効となりますので、開始時間に遅れずに会場へお
越しください。

Ⅲ．抄録閲覧Webサイト・プログラム集アプリ
　第61 回日本神経学会学術大会では、演題検索やスケジュール登録ができる無料モバイル用アプリをご用
意しております。
　アプリ版、Web版をご用意しておりますので、用途にあわせてご利用ください。
　当サービスのご利用にはパスワードの入力が必要です。
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・公開日：2020 年8月中旬

○アプリ版
・アプリ名：NEURO61
・ ご利用方法：App Store、Google Playより「neuro61」または「第61 回日本神経学会学術大会」で検索し、

ダウンロードしてください。
・利用料：無料（アプリのダウンロードに別途通信料が発生します）
・対応機種：iPhone、iPad、Androidスマートフォン

○Web版
ホームページ（https://confit.atlas.jp/neuro2020）をご覧ください。
※ご利用にはインターネット環境が必要です。
※アプリ版、Web版でそれぞれスケジュール登録いただいた内容は相互に同期することが可能です。

同期はアプリ版の「設定」より行っていただけます。

Ⅳ． 一般演題、学生・研修医セッション、メディカルスタッフセッションの現地口演発表の方々へ
1発表時間を厳守してください。
一般演題：発表9 分、質疑3 分（一般演題優秀賞セッション：発表7分、質疑3 分）
学生・研修医セッション：発表6 分、質疑2 分
メディカルスタッフ優秀賞セッション：発表12 分、質疑3 分

2．演題番号の読み方は、下記のとおりです。
　【例】「O-01-4」
　　　O ： 一般演題口演発表（AO：優秀口演賞セッション、StO：学生・研修医セッション、MSO：メディ

カルスタッフ優秀賞セッション）
　　　01：セッション番号
　　　４：（セッション内の）4 番目の発表

3．下記の要領にてPCプロジェクターによる発表の準備をお願いいたします。

1）会場には、Windows 10（OS）をご用意しております。

2） データはUSBメモリーまたはCD-R（RWは不可）に保存してPCセンターにお持ちください。コピーミ
スを防ぐため、USBメモリーまたはCD-Rに保存した後、別のパソコンにコピーして正常に動作される
ことをご確認ください。

3） 対応アプリケーションは、Windows版PowerPoint 2010 / 2013 / 2016 / 2019です。Macintoshでデータ
を作成される場合には、PC本体をお持ちいただくか、必ずWindowsでの動作を確認したデータをお持
ちください。各口演会場には、Windows 10（OS）のみご用意しております。PowerPoint送りの操作は演
台にてご自身で行ってください。

4） Macintoshおよび動画・音声データをご使用の場合は、PCのお持ち込みをお勧めいたします。本体をお
持ち込みの場合には、必要に応じてmini D-Sub-15Pin、及びHDMI（タイプA）を必ずご持参ください。
プロジェクターで投影される解像度はXGA（1024 ×768）です。

5）当日はPCセンターにて、ご発表時間の30分前までにデータを登録・確認してください。

6） ビデオの使用はできませんが、PCからの動画は可能です。
※動画をご利用の場合は、PC本体をお持ち込みいただくことをお勧めします。

7） フォントの文字化けやレイアウトの変化を防ぐためWindows標準フォントをご使用ください。それ以外
のフォントを使用した場合、正確に表現されない場合があります。

抄録閲覧にはパスワードの入力が必要です。
パスワード：okayama
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下記Web学会開催期間中に、配信される発表を視聴・閲覧することで、正式に学会に参加したと認められ
ます。

●Web学会会期：2020年8月31日（月）~9月2日（水）
・Web方式は会場からのリアルタイムのLive配信です。タイムテーブルの日時で放映しますので、時間

を過ぎると視聴できません。
・事前にお送りするメールに記載のURLより、同じくメール記載のID・パスワードでログインをお願い

いたします。
・Web学会配信対象会場*にて開催されるプログラムを視聴可能です。
　*Web学会配信対象会場…第3会場、第8会場、第10会場、第11会場
・タイムスケジュールに沿って配信されます。（巻頭をご確認ください）。

2．事前登録の有無にかかわらず、日本神経学会会員の方には「ポケットプログラム（日本語版のみ）」を事前に
送付いたします。

3．会場内での呼び出しは原則としてできません。掲示板をご利用ください。

4．託児所について
　本邦並びに世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、託児利用のお申込みは、取り止めとさ
せていただきます。

Ⅱ．共催セミナー・教育コース（「実参加」をお選びいただいた方のみ参加可能）
1．事前予約について

　共催セミナ― は、事前予約制ではなく、現地参加の方に当日整理券を配布いたします。
　また、今大会の教育コースは、より多くの方にご参加いただけるよう、事前予約制ではなく、現地会場
にて当日自由参加制といたします。なお、Web学会での視聴はできませんので予めご了承ください。

2．整理券配布について
　共催セミナーにご参加ご希望の方は、「共催セミナー整理券配布所」までお越しください。共催セミナー
整理券を配布します。配布枚数が終了し次第、受付終了となりますのでご了承ください。
　なお、配布時間終了後、整理券が余っている場合は、各会場前で配布します。

【共催セミナー整理券配布】
場所： NHK岡山放送局放送会館 2F ひかりの広場
日時： 8月31日（月） 9月1日（火） 9月2日（水）

ランチョンセミナー 9：30 ～ 11：30 8：00 ～ 11：30 8：00 ～ 11：30

イブニングセミナ― 15：00 ～ 17：30 15：00 ～ 17：30 －

3．入場方法
　会場入口にて係員へ整理券をお渡しください。

4．有効期限
　共催セミナーの整理券は共催セミナー開始10分後に無効となりますので、開始時間に遅れずに会場へお
越しください。

Ⅲ．抄録閲覧Webサイト・プログラム集アプリ
第61 回日本神経学会学術大会では、演題検索やスケジュール登録ができる無料モバイル用アプリをご用

意しております。
　アプリ版、Web版をご用意しておりますので、用途にあわせてご利用ください。
　当サービスのご利用にはパスワードの入力が必要です。

- 14 - - 15 -



Ⅴ． 一般演題、学生・研修医セッション、メディカルスタッフポスターセッションの
現地eポスター発表（事前確認）の方々へ

1．発表時間を厳守してください。
一般演題：発表4 分、質疑2 分（一般演題優秀賞セッション：発表5 分、質疑2 分）
学生・研修医演題ならびにメディカルスタッフ演題：発表4 分、質疑2 分

2．必ず利益相反の開示についてご提示ください　。
ご提示のない場合は発表を認められませんのでご注意ください。

3．演題番号の読み方は下記の通りです。
【例】「Pe-066-5」

Pe： 一般演題ポスター英語発表
（Pj：一般演題ポスター日本語発表、AP：優秀ポスター賞セッション、APe：海外優秀演題、
StP：医学生・初期研修医ポスターセッション、MSP：メディカルスタッフポスターセッション）
066：セッション番号
5：（セッション内の）5 番目の発表

4．ポスター会場のスケジュールは下記の通りです。
【ポスター会場スケジュール】

8月31日（月）
10：30~16：15

9月1日（火）
10：30~17：00

9月2日（水）
10：30~14：45

一般演題
（Pe、Pj、AP、APe ）

Pe-01-1 ～ Pe-33-10
AP-01-1 ～ AP-02-8

APe-01-1 ～ APe-01-8
Pj-01-1 ～ Pj-37-10 Pj-38-1 ～ Pj-57-10

学生・研修医演題
（StP ） StP-01-1 ～ StP-03-10 － －

メディカルスタッフ演題
（MSP ） － － MSP-01-1 ～ MSP-14-9

5．現地でのeポスターによる発表については、発表演題のデータを事前に提出していただきます。詳細に
関しては別途事務局より個別にご案内いたします。

Ⅵ．表彰式
1．優秀賞の表彰式を下記の通り行います。
　学術大会最優秀口演賞（臨床）、学術大会最優秀口演賞（基礎）、
　学術大会最優秀ポスター賞（臨床）、学術大会最優秀ポスター賞（基礎）
　海外最優秀演題賞、メディカルスタッフ最優秀賞

　　閉会式
　　日時：9 月2 日（水）　15：15～
　　会場：第3会場（岡山コンベンションセンター 3F メインホール（コンベンションホール））

Ⅶ．一般演題、学生・研修医セッションの口演座長の方々へ
1．開催形式の方針により、今回座長による進行はありません。（誌上発表）

Ⅷ．一般演題のポスター座長の方々へ
1．開催形式の方針により、今回座長による進行はありません。（誌上発表）
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4．データ作成時の注意点

１）すべての発表スライドの右上に演題番号を入れてください（右図）。
※ 最新版の演題番号は大会ウェブサイトを確認してください。

２）動画について
 動画をPowerPointで使用する場合、Windows Media Playerの初期状態に含まれるコーデックで再生で
きる動画ファイルをお持ちください。動画ファイルはmp4形式を推奨します。PowerPointとのリンク状
態を保つため、使用動画データも同じフォルダに一緒に保存してください。

３）画像について
 画像をPowerPointに貼り付ける際はJPEG/TIFF/BMP形式をご使用ください。Macintosh版標準の
PICT形式は使用しないでください。

４）グラフの作成について
 グラフの作成はPowerPoint標準機能かExcelのグラフをご使用ください。これ以外のソフトで作成した
場合は上記3）の要領で画像形式に書き出したグラフデータを貼り込んでください。

5）ウィルスについて
 メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新のウィルス駆除ソフトでチェックしてくだ
さい。

6）データについて
 ご発表データは「PCセンター」にてご登録をお願いいたします。ご発表のデータは「PCセンター」のサー
バと会場のパソコンに一時保存いたしますが、これらのデータは学術大会終了後責任を持って破棄しま
す。

7）発表者ツールについて
 プログラムの進行およびスペースの関係上、発表者ツールの使用はできませんのでご注意ください。発
表原稿が必要な方は、あらかじめプリントアウトをお持ちください。会場でのプリントアウトは対応し
ておりません。

5．PCセンター開設時間
ご発表時間の30 分前までに、PCセンターにて、データを登録・確認をしてください。
翌日の発表データも前日に受付可能ですが、午前中は混雑が予想されます。12：00～16：00頃は、比較的
混雑が少ないと予想されます。
お早目の登録が可能な方は、できるだけ前日中にPCデータ受付をお済ませください。

【PCセンター】
※ 下記のいずれのPCセンターでも、スライド受付が可能ですが、可能な限り各会場施設でのスライド受付

を行なっていただけますようご協力をお願いいたします。
場所：①岡山コンベンションセンター 2F ロビー

②岡山県医師会館 2F ロビー
③ANAクラウンプラザホテル岡山 1F 第11 会場前
④岡山国際交流センター 2F ロビー

 各会場備え付けのPCを使用し、ご自身でUSBメモリーまたはCD-Rのデータを再生してください。
ご自身のPCをお持ち込みいただいても結構です。
日時： 8月31日（月） 9月1日（火） 9月2日（水）

9：00~18：00 8：00~18：00 8：00~14：30

６．発表スライドに先立って1枚目に必ず利益相反の開示についてご提示ください。利益相反の有無に関わ
らずご提示をお願いします。ご提示の無い場合は発表を認められませんので、ご注意ください。
詳しくはⅪ．利益相反（COI）の開示、ならびに日本神経学会ホームページの「学会概要」内、「定款・規則」
をご参照ください。

発表スライド

例）
O-01-4
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Ⅴ．  一般演題、学生・研修医セッション、メディカルスタッフポスターセッションの 
現地eポスター発表（事前確認）の方々へ

1．発表時間を厳守してください。
一般演題：発表4 分、質疑2 分（一般演題優秀賞セッション：発表5 分、質疑2 分）
学生・研修医演題ならびにメディカルスタッフ演題：発表4 分、質疑2 分

2． 必ず利益相反の開示についてご提示ください　。
ご提示のない場合は発表を認められませんのでご注意ください。

3．演題番号の読み方は下記の通りです。
【例】「Pe-066-5」

Pe： 一般演題ポスター英語発表
（Pj：一般演題ポスター日本語発表、AP：優秀ポスター賞セッション、APe：海外優秀演題、
StP：医学生・初期研修医ポスターセッション、MSP：メディカルスタッフポスターセッション）
066：セッション番号
5：（セッション内の）5 番目の発表

4．ポスター会場のスケジュールは下記の通りです。
【ポスター会場スケジュール】

8月31日（月）
10：30~16：15

9月1日（火）
10：30~17：00

9月2日（水）
10：30~14：45

一般演題
 （Pe、Pj、AP、APe ）

Pe-01-1 ～ Pe-33-10
AP-01-1 ～ AP-02-8

APe-01-1 ～ APe-01-8
Pj-01-1 ～ Pj-37-10 Pj-38-1 ～ Pj-57-10

学生・研修医演題
（StP ） StP-01-1 ～ StP-03-10 － －

メディカルスタッフ演題
（MSP ） － － MSP-01-1 ～ MSP-14-9

5． 現地でのeポスターによる発表については、発表演題のデータを事前に提出していただきます。詳細に
関しては別途事務局より個別にご案内いたします。

Ⅵ．表彰式
1．優秀賞の表彰式を下記の通り行います。

学術大会最優秀口演賞（臨床）、学術大会最優秀口演賞（基礎）、
学術大会最優秀ポスター賞（臨床）、学術大会最優秀ポスター賞（基礎）
海外最優秀演題賞、メディカルスタッフ最優秀賞

　　閉会式
　　日時：9 月2 日（水）　15：15～
　　会場：第3会場（岡山コンベンションセンター 3F メインホール（コンベンションホール））

Ⅶ．一般演題、学生・研修医セッションの口演座長の方々へ
1．開催形式の方針により、今回座長による進行はありません。（誌上発表）

Ⅷ．一般演題のポスター座長の方々へ
1．開催形式の方針により、今回座長による進行はありません。（誌上発表）
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4．データ作成時の注意点

１）すべての発表スライドの右上に演題番号を入れてください（右図）。
　※ 最新版の演題番号は大会ウェブサイトを確認してください。

２）動画について
動画をPowerPointで使用する場合、Windows Media Playerの初期状態に含まれるコーデックで再生で
きる動画ファイルをお持ちください。動画ファイルはmp4形式を推奨します。PowerPointとのリンク状
態を保つため、使用動画データも同じフォルダに一緒に保存してください。

３）画像について
画像をPowerPointに貼り付ける際はJPEG/TIFF/BMP形式をご使用ください。Macintosh版標準の 
PICT形式は使用しないでください。

４）グラフの作成について
グラフの作成はPowerPoint標準機能かExcelのグラフをご使用ください。これ以外のソフトで作成した
場合は上記3）の要領で画像形式に書き出したグラフデータを貼り込んでください。

5）ウィルスについて
メディアを介したウィルス感染の事例がありますので、最新のウィルス駆除ソフトでチェックしてくだ
さい。

6）データについて
ご発表データは「PCセンター」にてご登録をお願いいたします。ご発表のデータは「PCセンター」のサー
バと会場のパソコンに一時保存いたしますが、これらのデータは学術大会終了後責任を持って破棄しま
す。

7）発表者ツールについて
プログラムの進行およびスペースの関係上、発表者ツールの使用はできませんのでご注意ください。発
表原稿が必要な方は、あらかじめプリントアウトをお持ちください。会場でのプリントアウトは対応し
ておりません。

5．PCセンター開設時間
ご発表時間の30 分前までに、PCセンターにて、データを登録・確認をしてください。
翌日の発表データも前日に受付可能ですが、午前中は混雑が予想されます。12：00～16：00頃は、比較的
混雑が少ないと予想されます。
お早目の登録が可能な方は、できるだけ前日中にPCデータ受付をお済ませください。

【PCセンター】
※下記のいずれのPCセンターでも、スライド受付が可能ですが、可能な限り各会場施設でのスライド受付

を行なっていただけますようご協力をお願いいたします。
場所：①岡山コンベンションセンター 2F ロビー
　　　②岡山県医師会館 2F ロビー
　　　③ANAクラウンプラザホテル岡山 1F 第11 会場前
　　　④岡山国際交流センター 2F ロビー
各会場備え付けのPCを使用し、ご自身でUSBメモリーまたはCD-Rのデータを再生してください。
ご自身のPCをお持ち込みいただいても結構です。
日時： 8月31日（月） 9月1日（火） 9月2日（水）

9：00~18：00 8：00~18：00 8：00~14：30

６．発表スライドに先立って1枚目に必ず利益相反の開示についてご提示ください。利益相反の有無に関わ
らずご提示をお願いします。ご提示の無い場合は発表を認められませんので、ご注意ください。
詳しくはⅪ．利益相反（COI）の開示、ならびに日本神経学会ホームページの「学会概要」内、「定款・規則」
をご参照ください。

発表スライド

例）
O-01-4

- 16 -
- 17 -



Ⅻ．一般演題査読結果
　今回は1,462題（取り下げ演題含む）のご応募をいただき、第61回日本神経学会学術大会運営委員・年次
学術委員・査読委員合同会議にて審査の上、一般演題1,263題、メディカルスタッフ演題133題、医学生・
初期研修医演題58題が採用されました。学術大会運営委員、年次学術大会学術委員、査読委員および学術
大会教育プログラムワーキンググループは次の方々です。ここに謹んで査読ならびにプログラム作成のご
協力に対する御礼を申しあげます。

日本神経学会　学術大会運営委員（50音順、敬称略）
青木　正志　　阿部　康二　　宇川　義一　　加世田ゆみ子　楠　　　進
桑原　　聡　　佐々木秀直　　下濱　　俊　　髙橋　良輔　　戸田　達史
服部　信孝

第61回日本神経学会学術大会　年次学術大会学術委員（50音順、敬称略）
青木　正志　　井口　保之　　石浦　浩之　　伊東　秀文　　井上　治久
今井　富裕　　岩田　　淳　　岩坪　　威　　卜部　貴夫　　漆谷　　真
太田　康之　　岡野　栄之　　小野賢二郎　　梶　　龍兒　　加世田ゆみ子
勝野　雅央　　亀井　　聡　　神田　　隆　　北川　一夫　　木下　彩栄
吉良　潤一　　葛谷　　聡　　桑原　　聡　　小池　春樹　　佐藤　克也
下畑　享良　　下濱　　俊　　神　　一敬　　杉江　和馬　　鈴木　匡子
砂田　芳秀　　髙尾　昌樹　　髙橋　愼一　　髙橋　良輔　　瀧澤　俊也
瀧山　嘉久　　竹島多賀夫　　立花　直子　　玉岡　　晃　　坪井　義夫
寺尾　安生　　峠　　哲男　　永井　義隆　　中島　一郎　　永野　　功
中原　　仁　　永山　正雄　　西山　和利　　長谷川一子　　服部　信孝
羽生　春夫　　林　　　健　　原　　英夫　　平田　幸一　　舩山　　学
松本　理器　　丸山　博文　　三澤　園子　　宮本　雅之　　村山　繁雄
望月　秀樹　　本村　政勝　　横田　隆徳　　横田　千晶　　渡辺　宏久
山下　　徹（事務局）

第61回日本神経学会学術大会　査読委員（50音順、敬称略）
相澤　仁志　　青木　正志　　赤松　直樹　　足立　弘明　　熱田　直樹
阿部　康二　　荒川　修治　　安藤　哲朗　　五十嵐博中　　井口　保之
池田　賢一　　池田　将樹　　石井　一弘　　石浦　浩之　　石川　欽也
伊東　秀文　　伊藤　泰広　　伊藤　義彰　　井上　治久　　猪原　匡史
今井　富裕　　今福　一郎　　岩田　　淳　　岩坪　　威　　上山　秀嗣
内山由美子　　卜部　貴夫　　漆谷　　真　　大江田知子　　大窪　隆一
大熊　泰之　　太田　康之　　大八木保政　　岡田　　靖　　緒方　利安
岡野　栄之　　岡本　憲省　　越智　博文　　小野賢二郎　　表　　芳夫
織茂　智之　　梶　　龍兒　　加世田ゆみ子　勝野　雅央　　金井　数明
神谷　達司　　神谷　雄己　　亀井　　聡　　川上　忠孝　　川並　　透
瓦井　俊孝　　瓦林　　毅　　神田　　隆　　菊地　誠志　　北川　一夫
北園　孝成　　木下　彩栄　　木村　成志　　吉良　潤一　　桐山　敬生
葛目　大輔　　葛谷　　聡　　黒川　勝己　　桑原　　聡　　小池　春樹
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Ⅸ．企画プログラム演者（現地での講演）の方々へ
1．当日はPCセンターにて、ご発表時間の30 分前までにデータを登録・確認してください。

2．演題番号の読み方は下記の通りです。
　【例】「S-1-2」の場合　
　　　 S：シンポジウム
　　　 1：セッション番号
　　　 2：（セッション内の）2 番目の発表
3． 発表スライドに先立って1 枚目に必ず利益相反の開示についてご提示ください。利益相反の有無に関わ

らずご提示をお願いします。ご提示の無い場合は発表を認められませんのでご注意ください。
  詳しくはⅪ．利益相反（COI）の開示、ならびに日本神経学会ホームページの「学会概要」内、「定款･規

則」をご参照ください。
4．発表データの作成方法はPXX　Ⅳの3、4 をご参照ください。

Ⅹ．企画プログラム座長（現地参加）の方々へ
1．開始15分前までに各会場内の次座長席にお越しください。

Ⅺ．利益相反（COI）の開示
　第61回日本神経学会学術大会ではすべての企画プログラム、一般演題、学生・研修医セッションの口演
の発表者に対して、発表スライドに先立って1 ページ目に利益相反の開示についてのスライドを必ずご提
示いただきます。
　一般演題、学生・研修医セッションのポスターの発表者についてはⅤ.に記載したとおり利益相反を開示
してください。
　ご提示の無い場合は発表を認められませんのでご注意ください。
　提示するスライド・ポスター用の様式は次の通りです。詳細及び様式のテンプレートにつきましては日
本神経学会ホームページの「学会概要」内、「定款・規則」をご参照ください。

日本神経 学会
ＣＯ Ｉ 開示

筆頭発表者名： ○○ ○○
所属（機関（企業含む）・教室/診療科）・職名：〇〇〇〇

演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係にある
企業などはありません。

（様式4－Ａ）口頭発表におけるＣＯＩ状態の開示
申告すべきＣＯＩ状態がない場合

日本神経学会
ＣＯ Ｉ 開示

筆頭発表者名： ○○ ○○
所属（機関（企業含む）・教室/診療科）・職名：〇〇〇〇

演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係にある企業などとして、

①顧問： なし
②株保有・利益： なし
③特許使用料： なし
④講演料： なし
⑤原稿料： なし
⑥受託研究・共同研究費： ○○製薬
⑦奨学寄付金： ○○製薬
⑧寄付講座所属： あり（○○製薬）
⑨贈答品などの報酬： なし

（様式4－B） 申告すべきＣＯＩ状態がある場合

筆頭発表者のＣＯ Ｉ開示
①顧問： なし
②株保有・利益： なし
③特許使用料： なし
④講演料： なし
⑤原稿料： なし
⑥受託研究・共同研究費： ○○製薬
⑦奨学寄付金： ○○製薬
⑧寄付講座所属： あり（○○製薬）
⑨贈答品などの報酬： なし

（様式4－C） ポスター発表におけるＣＯＩ状態の開示
ポスターの末尾に以下の様に開示する

筆頭発表者： 演題発表に関連し、開示すべきCO I 関係に
ある 企業などはありません。

或いは、

日本語発表用

The Japanese Society of Neurology (JSN)
ＣＯＩ Disclosure

Name of Lead Presenter： ○○○○

There are no companies, etc. in a relation of conflict of interest 
requiring disclosure in relation to the presentation.

（Form4－Ａ） If there is no state of conflict of interest requiring disclosure 

The Japanese Society of Neurology (JSN)
ＣＯＩ Disclosure

Name of Lead Presenter： ○○○○

Companies, etc. in a relation of conflict of interest requiring disclosure in 
relation to the presentation: (*Indicate "None" if not applicable.)
①Advisor: ○○ Pharmaceutical Industries
②Stock ownership/capital gain: ○○ Pharmaceuticals
③Patent royalties: ○○ Pharmaceutical Industries
④Honoraria: ○○ Pharmaceuticals
⑤Writing fees: ○○ Pharmaceutical Industries
⑥Grants for commissioned/joint research: ○○ Pharmaceutical
⑦Scholarship grants: ○○ Pharmaceuticals
⑧Endowed chair: ○○ Pharmaceutical
⑨Gifts or other forms of compensation:      ○○ Pharmaceutical Industries

（Form4－B） If there is a state of conflict of interest requiring disclosure

Disclosure of conflict of interest by the lead presenter
(*Indicate "None" if not applicable.)

①Advisor: ○○ Pharmaceutical Industries
②Stock ownership/capital gain: ○○ Pharmaceuticals
③Patent royalties: ○○ Pharmaceutical Industries
④Honoraria: ○○ Pharmaceuticals
⑤Writing fees: ○○ Pharmaceutical Industries
⑥Grants for commissioned/joint research: ○○ Pharmaceutical
⑦Scholarship grants: ○○ Pharmaceuticals
⑧Endowed chair: ○○ Pharmaceutical
⑨Gifts or other forms of compensation:      ○○ Pharmaceutical Industries

（Ｆｏｒｍ 4－C） Disclosure of the state of conflict of 
interest at the end of a poster at a poster session

Lead presenter: There are no companies, etc. in a relation of conflict 
of interest requiring disclosure in relation to the presentation.

or

英語発表用
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