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IE-01　International�Education�Course�01 En
8月31日（月）10：30 ～12：00� 第10会場（岡山県医師会館�2F�三木記念ホール）

Chairs：ToruYamashita　
DepartmentofNeurology,OkayamaUniversityGraduateSchoolofMedicine,Dentistry
andPharmaceuticalSciences

YohannaKusuma　
DeakinUniversity/NationalBrainCentre

IE-01-1 Different imaging patterns of MS and NMOSD
Yaou Liu
Department of Radiology,Beijing Tiantan Hospital,Capital Medical University, China

IE-01-2 Stroke and Sonodiagnosis
Yohanna Kusuma
Deakin University, Australia / National Brain Centre, Indonesia

IE-01-3 Stem cell therapy for stroke and ALS
Toru Yamashita
Department of Neurology, Okayama University Graduate School of Medicine,  Dentistry and Pharmaceutical 
Sciences, Japan

IE-01-4 REM sleep behavior disorder: A Window into Parkinson's Disease
Ronald B. Postuma
Department of Neurology, McGill University, Canada

LM-01　レクチャーマラソン01 Jp
8月31日（月）10：00 ～11：00� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：出口　一郎　埼玉医科大学国際医療センター

LM-01-1 神経変性疾患の脳画像
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

LM-02　レクチャーマラソン02 Jp
8月31日（月）11：00 ～12：00� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：山口　修平　島根県病院局

LM-02-1 PET画像を駆使した脳疾患病態
亀山　征史　  東京都健康長寿センター放射線診断科

LM-03　レクチャーマラソン03 Jp
8月31日（月）13：30 ～14：30� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

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）

LM-03-1 末梢神経障害診断のポイント
神田　　隆　  山口大学大学院　臨床神経学
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LM-04　レクチャーマラソン04 Jp
8月31日（月）14：30 ～15：30� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：冨本　秀和　三重大学病院脳神経内科

LM-04-1 パーキンソン病診療ガイドライン2018
前田　哲也　  岩手医科大学医学部内科学講座脳神経内科・老年科分野

LM-05　レクチャーマラソン05 Jp
8月31日（月）15：30 ～16：30� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：古谷　博和　高知大学医学部脳神経内科

LM-05-1 経頭蓋磁気刺激法の最近のトピック
花島　律子　  鳥取大学医学部脳神経医科学講座脳神経内科分野

LM-06　レクチャーマラソン06 Jp
8月31日（月）16：30 ～17：30� 第08会場（岡山県医師会館�4F�401会議室）

座長：丸山　博文　広島大学大学院医系科学研究科脳神経内科学

LM-06-1 脳神経内科医が取り組む特許出願・権利化のポイント
下畑　享良　  岐阜大学病院 脳神経内科

EC-01　教育コース01（初級～上級向け） Jp
8月31日（月）10：30 ～12：00� 第14会場（岡山国際交流センター�2F�国際会議場）

虚血・出血・認知症～広がり続ける脳小血管病の世界
司会：中島　　誠　熊本大学病院　脳血管障害先端医療寄附講座

三輪　佳織　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 脳微小出血の意義
薬師寺祐介　  関西医科大学　神経内科学講座／佐賀大学医学部 内科学講座　脳神経内科

講師 進行性脳梗塞の治療と課題
永金　義成　  京都第二赤十字病院　脳神経内科

講師 抗血栓療法と脳出血
高木　正仁　  国立循環器病研究センター 脳血管内科

講師 遺伝性脳小血管病: 白質病変の鑑別を含めて
植田　明彦　  熊本大学大学院医学薬学研究部 神経内科学分野

講師 脳小血管病と認知症
三輪　佳織　  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
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教育コース対象者レベル解説
上級：神経内科専門医程度
中級：神経内科専攻医（後期研修医）程度
初級：医学生あるいは初期研修医程度
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EC-02　教育コース02（中級向け） Jp
8月31日（月）10：30 ～12：00� 第15会場（岡山国際交流センター�B1F�レセプションホール）

片頭痛だけが一次性頭痛じゃない；ゾーンに入った頭痛診療を目指して
司会：古和　久典　国立病院機構松江医療センター統括診療部（脳神経内科）

今井　　昇　静岡赤十字病院脳神経内科

講師 群発頭痛
今井　　昇　  静岡赤十字病院 脳神経内科

講師 インドメタシン反応性頭痛
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 雷鳴頭痛の鑑別診断（RCVSを含めて）
菊井　祥二　  富永病院 脳神経内科

講師 一次性穿刺様頭痛，貨幣状頭痛，新規発症持続性連日性頭痛
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

EC-03　教育コース03（中級向け） Jp
8月31日（月）13：30 ～15：00� 第14会場（岡山国際交流センター�2F�国際会議場）

疾患修飾薬使用中の多発性硬化症患者のモニタリングの仕方：最前線と実臨床
司会：吉良　潤一　九州大学大学院医学研究院神経内科学分野

作石かおり　東京大学医学部附属病院神経内科

講師 Responderとnon-responderのモニタリングによる判定： 
treatment failureのモニタリングの仕方
横山　和正　  順天堂大学 医学部脳神経内科

講師 再発によらない障害進行のモニタリング：高次脳機能障害をも含めたモニタリングの仕方
新野　正明　  国立病院機構北海道医療センター 臨床研究部

講師 サロゲートマーカーによるモニタリングの仕方：最先端と実臨床で可能なこと
渡邉　　充　  九州大学病院 脳神経内科

講師 PMLのモニタリング：モニタリングエビデンスに基づいた疾患修飾薬の選び方
中村　優理　  福岡中央病院 脳神経内科

EC-04　教育コース04（初級～上級向け） Jp
8月31日（月）13：30 ～15：00� 第15会場（岡山国際交流センター�B1F�レセプションホール）

症例で学ぶ認知症道場　あなたの診断は？
司会：小林　俊輔　帝京大学　神経内科学講座

西尾　慶之　東京都立松沢病院

講師 症例提示１ 「PPAを見逃していませんか？」
東山　雄一　  横浜市立大学 神経内科学・脳卒中医学
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教育コース対象者レベル解説
上級：神経内科専門医程度
中級：神経内科専攻医（後期研修医）程度
初級：医学生あるいは初期研修医程度



- 72 -

講師 症例提示２ 「視・空間認知症状で鑑別する認知症」
伊関　千書　  山形大学医学部　 第三内科

講師 症例提示３ 「変動する認知症」
二村　明徳　  昭和大学 内科学講座　脳神経内科学部門

講師 症例提示４ 「パーキンソン症候群と認知症」
西尾　慶之　  東京都立松沢病院

EC-05　教育コース05（初級～上級向け） Jp
8月31日（月）15：15～16：45� 第14会場（岡山国際交流センター�2F�国際会議場）

仮面舞踏会（臨床）の楽屋裏（神経病理）を覗くー臨床の鑑別力を高めるためにー
司会：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

武田　貴裕　国立病院機構　千葉東病院

講師 パーキンソン病と類縁疾患をみわける
豊島　靖子　  脳神経センター阿賀野病院

講師 アルツハイマー病と類縁疾患をみわける
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 ALSと類縁疾患をみわける
陸　　雄一　  愛知医科大学加齢医科学研究所

講師 白質病変をみわける
宍戸−原由紀子　  京都府立医科大学分子病態病理学

EC-06　教育コース06（初級～上級向け） Jp
8月31日（月）15：15～16：45� 第15会場（岡山国際交流センター�B1F�レセプションホール）

めまいと眼球運動障害を簡単に理解するコツ
司会：南里　和紀　軽井沢病院　内科・脳神経内科

城倉　　健　横浜市立脳卒中・神経脊椎センター脳神経内科

講師 中枢性めまいの診断と治療
南里　和紀　  軽井沢病院　内科・脳神経内科

講師 前庭性片頭痛 −頭痛とめまいの関連について−
五島　史行　  東海大学耳鼻咽喉科

講師 脳に起因する眼球運障害
城倉　　健　  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科

講師 神経眼科からみた眼位・眼球運動障害の見方
三村　　治　  兵庫医科大学眼科

31
日

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

教育コース対象者レベル解説
上級：神経内科専門医程度
中級：神経内科専攻医（後期研修医）程度
初級：医学生あるいは初期研修医程度


