
第61回日本神経学会学術大会（阿部夏版10）コロナ軽度スタイルの場合
第1日目: 2020年8月31日(月) 2020年8月25日現在

会館 階 会場名

第1会場
英Web参加

（405会議室）110名

第2会場
（407会議室）110名

第3会場
Web配信

（メインホール）700名

開
会

第4会場
（301会議室）160名

第5会場
（302会議室）110名

第6会場
Web参加

（レセプションH）300名

第7会場
（展示ホール）140名

1Ｆ ポスター会場

4Ｆ
第8会場
Web配信

（401会議室）200名

4Ｆ 第9会場
（402会議室）80名

2Ｆ
第10会場
英Web配信

（三木記念H）302名

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ
ﾎﾃﾙ岡山

1Ｆ
第11会場

Web配信
（曲水）324名

8Ｆ 第12会場
（イベントH）250名

5Ｆ 第13会場
（会議室１)70名

2F 第14会場
（国際会議場）225名

B1F
第15会場

（レセプションH)
110名

ホテル
グランヴィア岡山

スポンサー専用チャンネルa→
広告
ビデ
オ

広告
ビデ
オ

スポンサー専用チャンネルb→
広告
ビデ
オ

午後から有料インターネット配信→

WFNコロ
ナ緊急
レポート

WFNコロ
ナ緊急
レポート

(E) ES-4　エーザイ

Biomarker最前線(望月、永
井＝MIller）

(J) レクチャーマラソン 5 経頭蓋磁

気刺激法の最新動向（司会古谷、

演者花島）

(J) シンポ 3 PSP / CBD: 神経画像の進歩
（丸山、坪井＝島田、佐光、徳丸、松浦）

社員総会（300席）

(E) Vas-Cog Asia/Japan Joint
Symposium (Morishita, Lee = Hu,

Senanarong, Yamashita,Tian, Ong, Ihara)

(J) シンポ 18 知っておきたい！進化する
難治性筋疾患の新展開（杉江、林＝西野、
青木、林、杉江）

(J) LS-4　ノバルティ

スMS認知（越智＝新野、藤
盛）

コロナ中等度～
重度の場合

(J) ES-1　中外製薬

NMOSDのIL-6阻害療法（横
山＝荒木学）

(J) ES-1　中外製薬

NMOSDのIL-6阻害療法（横
山＝荒木学）

(J) 教育コース 1　虚⾎・出⾎・認知症〜広

がり続ける脳⼩⾎管病の世界（中島、三輪

＝薬師寺、永金、高木、植田、三輪）

(J) LS-13　アルナイ

ラムTTR（祖父江＝安東）

(J) シンポ 5 総括！MS・NMOSDの治療法
Update（横山、中原＝中島、奥野、越智、
吉倉、中原）

パネル設置

ポスター誌上発表（Pe-01-1 ～ Pe-33-10、AP-01-1 ～ AP-02-
8、APe-01-1 ～ APe-01-8、StP-01-1 ～ StP-03-10） 合計339題

(J) シンポ 13 ジストニアupdate（桑原、長
谷川＝長谷川、知見、熊田、谷口）

(J) ES-8　田辺三菱

ALS(青木＝道勇）

(J) LS-12　武田薬品

PD(斎木＝藤岡、前田）

(J) LS-9　ヤンセン

Integra認知症（岩田＝數
井）

(E) ES-7　Biogenエー

ザイNatarizmab（野村＝
Butskeven, Ho）

(J) レクチャーマラソン 6 神経内科

医が取り組む特許開発（司会丸

山、演者下畑）

(E) WFN Special
Lecture （梶＝Tissa
Wijeratne）

(E) Emerging Asian Neurology 1
(Sugiu, Tan = Lee, Sugiu, Tan, Tian,
Wei, Kusuma)

理事会（４Ｆ）

(J) 特別講演 2 精神医学か
らみた脳神経内科の展望
（梶＝武田雅俊）

(J) シンポ 9 難病患者の意思決定を支える
臨床倫理（稲葉、永野＝浅井、稲葉、板
井、伊藤）

(J) LS-6　プロトセラ認

知症新バイオマーカー（楠
＝阿部）

(J) シンポ 12 次世代ALS治験:国内ALS医
師主導治験（青木、相澤＝割田、相澤、和
泉、伊東、井上）

(J) レクチャーマラソン ２ PET画像

を駆使した脳疾患病態（司会山

口、演者亀山）

(J) LS-11 ストライ

カー急性期脳梗塞治療（北
川＝木村、藤堂）

(J) レクチャーマラソン １ 神経変性

疾患の脳画像（司会出口一郎、演

者矢部）

WFNコロ
ナ緊急
レポート

(E) 中四国特別シンポ1  From the local to
the world（葛原、戸田＝阿部、西野・川井・
青木、阿部、太田・永井、川上、砂田、久
徳）

(E) Hot topics 1 非侵襲的脳刺激による
ニューロモデュレイションの最前線（寺尾、
花島＝美馬、緒方、清水、西村）

(J) シンポ 11 神経変性”因子”のイメージ
ング研究最前線（米田、井川＝尾内、井
川、高堂、菊地）

11:00

(E) Sympojium 16 Autoimmune epilepsy
（池田、松本＝Bo Sun、坂本、打田、神）

(J) ES-3　コスミック抗

ＶＧＣＣ抗体（高守＝本村正
勝）

(J) シンポ 14 ニューロパチーにおける病態
解明と治療の最前線（神田、小池＝三澤、
海田、岡本、竹下）

(J) レクチャーマラソン 3 末梢神経

障害診断のポイント（司会山田、

演者神田）

(J) ES-5　ノバルティ

スMS(藤原＝吉良）

(E+J) Hot topics 5 大手製薬会社の目指
す神経系創薬の今後の展望と産官学連携
（横田、髙橋＝永井、仙波、中西、Davis、
Sandrock）

(J) 特別講演 1 日本が今後
目指すべき脳卒中研究・臨
床の方向性（峰松＝内山）

(J) 教育コース 3 DMT治療中MSのモニタリ
ング実臨床（吉良、作石＝横山、新野、渡
邉、中村）

(J) 専門医育成セミナー1　EEGてんかん・高
次機能（神、大槻）2時間×2枠=3千円

(J) シンポ 19 世界をリードするプリオン病
研究（山田、佐藤＝三條、藤田、佐藤、 岩
崎、坪井）

撤去

(J) ES-6　大塚製薬片

頭痛（平田＝竹島、高橋牧）

(J) ES-2　エーザイ進

行期PD(松川＝波田野）

18:00

(J) Hot topics 4 AI・BMIを活用した脳神経
内科の未来（瀧澤、井口＝花川、筒井、三
原、井口、山口）

(E) Hot topics 3 Dawn of new era:
management of migraine headache（平田、

寺山＝五十嵐、Dodick、柴田、團野、牛田）

(J) LS-3　協和キリン

PD（長谷川＝野元）

(J) LS-1　GE/日本メ

ジAbPET（岩坪＝塚本、徳

田）

15:00 17:00

(J) レクチャーマラソン 4 パーキン

ソン病診療ガイドライン2018（司会

冨本、演者前田）

(J) シンポ 8 CIDP：病態解明から新規治療
へ（三澤、桑原基＝飯島、桑原基、佐野、
緒方）

7:00 8:00 9:00 10:00

休憩室　403/404号室

16:00

ランチセミナー各社控室　403/404号室

12:00 14:0013:00

(J) 教育コース 5 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（内原、武田＝豊島、川

勝、陸、宍戸）

(J) LS-11 ストラ

イカー急性期脳梗塞
治療（北川＝木村、

藤堂）

(J) LS-8　Biogen

SMA（田中＝綾木）

(J) LS-7　イルミナAD

遺伝子（東海林＝佐竹）

(J) LS-5　アステラス

睡眠障害（山下＝岡）

(J) シンポ 10 パーキンソニズムを呈する神
経疾患の画像診断（下濱、羽生＝鈴木、山
崎、伊東、櫻井）

(J) シンポ 17 夢に描く難病医療と支援（吉
良、荻野＝吉良、掛江、伊藤、荻野）

(J) LS-12　武田薬品

PD(斎木＝藤岡、前田）

(J) ES-8　田辺三

菱ALS(青木＝道勇）

(J) ES-5　ノバルティス

MS(藤原＝吉良）

(E) ES-7　Biogenエーザ

イNatarizmab（野村＝
Butskeven, Ho）

中国四国地方会の発展と歴史（パネル展示）

(J) 専門医育成セミナー2　筋病理・脳卒中
症候学（清水、橋本）2時間×2枠＝3千円

理事会
記念撮影

(J) LS-13　アルナイラム

TTR（祖父江＝安東）

(J) LS-1
GE/日本メジ

AbPET（岩坪＝

塚本、徳田）

(J) LS-6
プロトセラ認知

症新バイオマー

カー（楠＝阿部）

(J) LS-4
ノバルティスMS

認知（越智＝新

野、藤盛）

(J) Hot topics 2 ビッグデータを使った多因
子疾患の理解（鎌谷、石浦＝鎌谷、佐竹、
熱田、重水、高田）

(E) ES-4　エーザイ

Biomarker最前線(望月/永
井交互）

(J) ES-6　大塚製

薬片頭痛（平田＝竹
島、高橋牧）

(J) 教育コース 2 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 （古和、今井＝今井、石崎、菊井、

工藤）

岡山
コンベンション

センター

(J) Hot topics 6 プロテイノパチー克服への
道程（島田、野中＝野中、奥住、岩田、植
松、石垣）

(J) シンポ 15 難治性頭痛の克服にむけて
（竹島、鈴木則＝伊藤、今井、菊井、辰元、
鈴木倫保）

(J) シンポ 2 神経学先進国における
Neuro-ICUの現状とわが国の歩み（永山、
有賀＝太田、永山、黒田、東原、有賀）

(J) 緊急シンポジウム「新型コロナ感
染症現場における脳神経内科医の
挑戦1」（阿部、橋本＝木村活生、橋本洋

一郎、佐々木諒、川本未知）

英語専用チャンネル配信→

4Ｆ

3Ｆ

2Ｆ

(J) LS-10　バイエル

冠動脈Af(豊田＝的場、木
村）

企業展示設営・展示

インターネット配信→

LMインターネット配信→

(E) Symposium 1 Molecualr mechanisms
of human demyelinating diseases（中辻、
山﨑＝松下、三須、Liu、山﨑）

(J) LS-2　大日本住友

Fabry（関島＝伊藤、八木
田）

(J) シンポ 4 めまいを科学する（城倉、福武
＝柴田、福武、城倉）

(J) LS-5
アステラス睡
眠障害（山下
＝岡）

(J) 教育コース 6 めまいと眼球運動理解の
コツ（城倉、南里＝南里、五島、城倉、三
村）

e-poster (4+2分）

実発表15題
（司会＝佐藤、武本）

ポスター
発表準備

展示広告
ビデオ

展示広告
ビデオ

(J) LS-10　バイエ

ル冠動脈Af(豊田＝
的場、木村）

(J) LS-8　Biogen

SMA（田中＝綾木）

(J) 教育コース 4 症例で学ぶ認知症道場
（小林、西尾＝東山、伊関、二村、西尾）

(J) ES-3　コスミッ

ク抗ＶＧＣＣ抗体（高
守＝本村正勝）

(J) LS-3　協和キリン

PD（長谷川＝野元）

岡山県
医師会館

岡山国際
交流センター

（午後5時終了）

(E) Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
Ｃｏｕｒｓｅ 1 (Yamashita, Kusuma =
Liu, Kusuma(Web）, Yamashita,
Postuma)

(J) LS-7
イルミナAD
遺伝子（東海
林＝佐竹）

(J) ES-2　エーザイ進行

期PD(松川＝波田野）

(J) LS-14　田辺

三菱MS(三須＝磯
部）

(J) LS-14　田辺三菱

MS(三須＝磯部）

(J) シンポ 7 ミトコンドリア病update（砂田、
後藤＝後藤、米田、西野、砂田）

(J) シンポ 6 前臨床に有用なALSモデルを
考える（漆谷、井口＝古川、上山、井口、
鈴木、大久保）



第61回日本神経学会学術大会（阿部夏版10）コロナ軽度スタイルの場合
第2日目: 2020年9月1日(火) 2020年8月25日現在

会館 階 会場名

第1会場
英Web参加

（405会議室）110名

第2会場
（407会議室）110名

第3会場
Web配信

（メインホール）700名

第4会場
（301会議室）160名

第5会場
（302会議室）110名

第6会場
Web参加

（レセプションH）300名

第7会場
（展示ホール）140名

1Ｆ ポスター会場

4Ｆ
第8会場
Web配信

（401会議室）200名

4Ｆ 第9会場
（402会議室）80名

2Ｆ
第10会場
英Web配信

（三木記念H）302名

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ
ﾎﾃﾙ岡山

1Ｆ
第11会場

Web配信
（曲水）324名

8Ｆ 第12会場
（イベントH）250名

5Ｆ 第13会場
（会議室１)70名

2F 第14会場
（国際会議場）225名

B1F
第15会場

（レセプションH)
110名

スポンサー専用チャンネルa→

スポンサー専用チャンネルb→
広告
ビデ
オ

WFNコロ
ナ緊急
レポート

WFNコロ
ナ緊急
レポート

WFNコロ
ナ緊急
レポート

WFNコロ
ナ緊急
レポート

生涯教育セミナー有料イン
ターネット配信→

(J) レクチャーマラソン 12 電気生

理学検査の基本をマスターしよう

（司会足立、演者黒川）

(J) LS-23　ビオメ

リュー髄膜炎（中島＝鈴木）

(J) レクチャーマラソン 11 神経変

性疾患の分子病態（司会高嶋、演

者長谷川）

(J) シンポ 42 急性期脳卒中インターベン
ションへの新たなアプローチ（木村、藤本＝
平野、園田、横田、長尾）

(J) 生涯教育セミナー　レクチャー４・５　（認
知症＝中島/岩田、癲癇＝池田/松本）2時
間2千円、クレジット2点

(E） Sympojium 25 The Implication of Autophagy

in Alzheimer's disease and Dementia（本井、濱

野＝濱野、本井、牧岡、三木）

(E) Syposium  39 The concept of MOG-
IgG positive diseases（中島、三須＝
Waters、Kim、金子、高井、池田）

(J) レクチャーマラソン 10 脳卒中

急性期診療の最新トピックス（司

会豊田、演者藤本）

(E) 特別講演(東海林
=Hyslop）FTD & ALS

e-poster (4+2分）

実発表11題
（司会＝真邊 、永井）

(E) Symposium 29 パーキンソン病の来た
るべき疾患修飾療法に備えて（荒若、Sue
＝Lin、荒若、山門、Sue、中森）

(J) シンポ 41 神経難病に対する神経リハ
ビリテーション（加世田、林＝武田、花島、
宮井、中島）

ポスター
発表準備

(J) ES-14　中外製薬

ICI(鈴木＝鳥越）

(J) ES-14
中外製薬
ICI(鈴木＝鳥
越）

(J) LS-26　エーザイ

PD(漆谷＝高橋一、永山）

(J) シンポ 24 いつまで治療を続けるの
か？（深浦、村上＝清水、前田、荻野、寺
山）

英語専用チャンネル配信→

(J) ES-13
アレクシオNMO

SDソリリス(亀井

＝中島、河内）

(J) ES-12
IQVIA　PD-
DMT（戸田＝
望月）

(J) シンポ 40 脳肉眼診断の極意−ローテ
クのみでここまで鑑別できる−（岩崎、内原
＝岩崎、宇高、橋詰、岩淵、吉田）

(J) 新ガイドライン ジストニア・SCD/MSA・
HAM　　（羽生、飛田＝目崎、吉田、佐藤
知）

(J) シンポ 43 脳神経内科のキャリアパス
（和泉、松岡＝吉野、松岡、小笠原、馬木）

(J) 教育コース 12 知っていて解っていない
神経診察の基本（宇川、市川＝小林、寺
尾、内藤、宇川）

(J) LS-22
第一三共
UCBてんか
ん（重藤＝

(J) 教育コース 14 もっと学びたい神経リハ
（古和、野川＝中島、野﨑、大槻、中馬）

(J) LS-26　エーザイ

PD(漆谷＝高橋一、永山）

(J) LS-19　大塚

製薬PD脳内炎症(永
井＝斉木、宮崎）

(J) LS-21
大日本住友
DLB(鷲見＝
古和、木村）

(J) LS-23
ビオメリュー
髄膜炎（中島
＝鈴木）

(J) LS-28　旭化成

PE(松尾＝王子）

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

LMインターネット配信→

インターネット配信→

(J) シンポ 28 小児期から成人への移行医
療（尾方、 ⿑藤＝望月、崎山、高橋、藤

井）

(J) シンポ 27 自己免疫性脳炎の最前線
（亀井、山村＝古賀、原、木村、山村）

企業展示

15:00 16:00

(E) ES-9　ベーリン

ガーDOACとESUS（内山＝
Diener)

(J) LS-15　富士

SPECT（勝野＝宮本、和田）

(J) Hot topics 13 タウオパチー最新の知
見（坪井、矢部＝吉田、矢部、藤岡、長谷
川）

(J) LS-19　大塚製薬

PD脳内炎症(永井＝斉木、
宮崎）

(J) ES-11　小野薬品

PD(武田＝髙橋）

(J) ES-12　IQVIA

PD-DMT（戸田＝望月）

(J) シンポ 37 側頭葉てんかんの新展開
（重藤、神＝寺田、赤松、加藤、下竹、向
野）

(J) シンポ 32 パーキンソン病の非運動症
状（伊東、藤岡＝藤岡、齊藤、榊原、馬場）

(J) ES-10　メドトロセ

ンシング（坪井＝木村、下）

(J) レクチャーマラソン 8 神経内科

医による血管内治療の現状（司会

葛目、演者神谷）

(J) LS-18　ノバルティ

スMS患者(山崎＝村島、清
水）

(J) シンポ 30 基礎～臨床、学会横
断シンポジウム( 望月、戸田＝望
月、柚崎、小泉、村山）

(E) シンポ 22 脳梗塞治療法開発の最前線
（北川、山下＝七田、石橋、新妻、山下）

(J) LS-20　TIMA認知

症サプリ（犬房、阿部＝阿
部、犬房）

(J) LS-21　大日本住

友DLB(鷲見＝古和、木村）

(J) 会員総会
(戸田、阿部)

(J) ES-13　アレクシ

オンNMOSDソリリス(亀井＝
中島、河内）

(J) LS-22　第一三共

UCBてんかん（重藤＝神）

休憩室　403/404号室

18:00

（E)　Hot topics 7 認知症における脳機能
画像の進歩（下濱、羽生＝石井、島田、岡
村、尾内、工藤）

(J) Hot topics 8 脳神経内科における遠隔
医療・オンライン診療（野﨑、中村＝野﨑、
中村、長谷川、竹市、伴）

(J) Hot topics 14 稀有な認知症疾患の画
像と病理（玉岡、池内＝池内、石井、水
野、曽根）

17:00

（E)　Hot topics 11 パーキンソン病の診
断・進行バイオマーカー update（冨山、前
田＝波田野、平山、徳田、仙石）

（E)　Hot topics 9 塞栓源不明の脳塞栓症
を再考する(豊田、北園＝山口、上野、山
上、内山、Diener）

13:00 14:00

(J) 脳外科脳内科合同シンポジウム
（戸田、冨永＝阿部、伊達、高橋、木
内）

(J) 教育コース 13 臨床病理カンファレンス
（村山、高尾＝種井＜長谷川、諏訪園＜別
宮、尾方＜安部、高尾＜山田）

(J) Hot topics 10 ニューロトキシコロジー
（下畑、岩田＝下畑、徳本、市川、中山）

12:00

休憩室　403/404号室ランチセミナー各社控室　403/404号室

(J) シンポ 38 日本発　遺伝性神経筋疾患
最新の発見（舩山、佐竹＝曽根、石浦、樋
口、王子、池田、三嶋）

中国四国地方会の発展と歴史（パネル展示）

(J) シンポ 31 丸ごと2時間封入体筋炎
（森、鈴木＝青木、森、東原、久保田、山
本）

(J) 教育コース 7 てんかん発作か発作性
運動異常症か、それが問題だ。（池田、宇
川＝杉浦、飯塚、人見、池田、美馬）

（E)　Neuroscience Frontier Symp 1 認知
症疾患のDMT開発を目指した新たなアプ
ローチ（岩坪、小野＝富田、Pasinetti、小
野、Miller）

（ビデオ同時中継）

(J) シンポ 34 神経免疫疾患の個別化医
療：現在と将来（山村、岡本＝岡本、林、近
藤、荒木）

撤去

(J) シンポ 36 多系統萎縮症解明へ向けて
のnew frontier開拓（太田、若林＝若林、
渡辺、長谷川）

(J) 教育コース 11 老年期神経疾患の画像
診断tips（冨本、佐々木＝澤本、鈴木、冨
本、小野）

(J) LS-16　マイラン

便秘（平山＝眞部）

(E) LS-27　エーザイ

AD(小野＝Pasinetti）

(E) Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
Ｃｏｕｒｓｅ 2 (Mehndiratta, Yu = ,
Mehndiratta, Dodick, Pasinetti, Hu)

(J) シンポ 26 認知症診療のピットフォール
（玉岡、葛谷＝嶋田、長田、長濱、谷向、玉
岡）

(J) 大会長
講演

(Hyslop=Abe)

(J) レクチャーマラソン 7 神経変性

疾患の分子生物学的病態解明

（司会小野寺、演者田中）

(J) 特別講演 4 超高齢社会
における医療と社会システ
ム（祖父江＝大内尉義）

(J) レクチャーマラソン 9 開業神経

内科医の認知症対応（司会下濱、

演者神谷）

(J) LS-25　ノバルティ

スTSてんかん（松本＝赤
松）

(J) 生涯教育セミナー　レクチャー１・２・３　（脳卒中　＝神谷/木村、MS=
三井/越智、PD=高橋/波田野）3時間3千円、クレジット3点

(J) Hot topics 12 神経内科医のための頸
椎症・腰椎症最前線（安藤、古谷＝亀山、
古谷、安藤、服部）

(J) LS-24　コスミック

抗gAChR（神田＝中根）

(J) 受賞者講演（戸田、

阿部＝三澤、安東、亀井）
(J) LS-17　アッヴィ病

診PD（織茂＝藤本）

(J) 科学文化講演：脳と心の
サイエンス （水澤＝浅野孝
雄）

(J) 特別講演 3 日本が取る
べきアルツハイマー病研究
の方向性（東海林＝森啓）

ポスター誌上発表（Pj-01-1 ～ Pj-37-10） 合計347題

(E) Symposium 33 New era of
neuroimaging and neurosonology
(Hirabayashi, Kim DE= Nakagawara, Kim
DE,  Hirabayashi)

(J) シンポ 21 神経内科医が知っておきた
い神経病理の基礎知識（村山、高尾＝村
山、西村、髙梨、高尾）

(J) シンポ 35 代謝性疾患　治療とマネジメ
ントの最先端（下畑、関島＝関島、松川、
宮嶋、砂田、坪井）

(J) 教育コース 9 末梢神経疾患を知ろう
（楠、辻＝野寺、清水、海田、高嶋）

(J) LS-18　ノバ

ルティスMS患者(山
崎＝村島、清水）

(J) LS-20
TIMA認知症
サプリ（犬房
/阿部交互

(J) 教育コース 10（学・修） 頭痛学入門：明
日から始める一歩踏み込んだ頭痛診療
（立岡、永田＝古和、仁平、海野、秋山）

(J) LS-16
マイラン便秘
（平山＝眞
部）

(E) LS-27　エーザイAD(小野＝

Pasinetti） 展示広告
ビデオ

(J) 教育コース 8 脳神経内科に必要な脳
死移植の基本知識（永山、西山＝永山、横
田、園生、赤松）

展示広告
ビデオ

岡山国際
交流センター

（午後5時終了）

(J) LS-17
アッヴィ病診
PD（織茂＝
藤本）

(J) シンポ 20 脳卒中・循環器病対策基本
法と日本神経学会（卜部、横田＝峰松、石
上、竹川、橋本）岡山

コンベンション
センター

4Ｆ

3Ｆ

2Ｆ
(J) シンポ 23 神経疾患の新しい臨床症
状・診断法（寺尾、長峯＝筧、三苫、平野、
川端）

岡山県
医師会館

コロナ中等度～
重度の場合 (J) ES-11　小野薬品

PD(武田＝髙橋）

(E) ES-9　ベーリンガー

DOACとESUS（内山＝
Diener)

(J) ES-10　メドトロセンシ

ング（坪井＝木村、下）

(J) LS-28　旭化

成PE(松尾＝王子）

(J) LS-24　コスミック抗

gAChR（神田＝中根）展示広告
ビデオ

(J) LS-25　ノバルティス

TSてんかん（松本＝赤松）



第61回日本神経学会学術大会（阿部夏版10）コロナ軽度スタイルの場合
第3日目: 2020年9月2日(水) 2020年8月25日現在

会館 階 会場名

第1会場
英Web参加

（405会議室）110名

第2会場
（407会議室）110名

第3会場
Web配信

（メインホール）700名

開
会

第4会場
（301会議室）160名

第5会場
（302会議室）110名

第6会場
Web参加

（レセプションH）300名

第7会場
（展示ホール）140名

1Ｆ ポスター会場

4Ｆ
第8会場
Web配信

（401会議室）200名

4Ｆ 第9会場
（402会議室）80名

2Ｆ
第10会場
英Web配信

（三木記念H）302名

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ
ﾎﾃﾙ岡山

1Ｆ
第11会場

Web配信
（曲水）324名

8Ｆ 第12会場
（イベントH）250名

5Ｆ 第13会場
（会議室１)70名

2F 第14会場
（国際会議場）225名

B1F
第15会場

（レセプションH)
110名

スポンサー専用チャンネルa→
広告
ビデ
オ

広告
ビデ
オ

開
会

スポンサー専用チャンネルb→
開
会

(J) LS-34　CSLベー

リングCIDP(桑原＝三澤）

WFNコロ
ナ緊急
レポート

(J) LS-39　ノバルティス

levodopa（戸田＝渡辺）

(J) LS-42
協和キリン
PD治療（山
下＝柏原）

セッション予備

WFNコロ
ナ緊急
レポート

(J) LS-36　エー

ザイ癲癇（平野＝猪
原）

(J) LS-29　武田薬品PD

（宇川＝高草木、飯嶋）

(J) LS-41　小野薬品

AD（玉岡＝水野）

(J) LS-42　協和キリ

ンPD治療（山下＝柏原）

一般口演c(9題)O-27-4
～O-40-8（実発表希望者
枠、6+2分）　司会＝藤原、森

WFNコロ
ナ緊急
レポート

(J) LS-39　ノバルティ

スlevodopa（戸田＝渡辺）

(J) LS-35　エフ

ピーPD（前田＝坪
井）

(J) LS-38　グラクソ

EGPA（竹内＝竹下）

一般口演b（7題）O-04-8
～O-24-9（実発表希望者
枠、6+2分）　司会＝瓦林、北山

(E) Emerging Asian Neurology 2
(Abe, Lin = Yu, Shang, Lin,
Dezawa, Mehndiratta)

(J) シンポ 53 パーキンソン病の摂食
嚥下障害対策（山本、木村＝山本、
木村、西田、二藤）

セッション予備

(E) 優秀口演（基礎）古川、石浦
＝大谷木、辻河、畠山、田口、
東、清水、勝元、藤井（7+3分）

(J) レジデント
クリニカルトーナメント(Web)
司会＝田所、松本、佐々木

16:00 17:00

(J) LS-30　日本製薬

CIDPGBS（楠＝千葉）

(J) レクチャーマラソン 16 デ
バイスで広げる神経内科の
地域診療（司会福迫、演者
木村）

(J) LS-37　ノバルティ

スMS（山村＝宮崎、清水）

(J) LS-35　エフピー

PD（前田＝坪井）

e-poster (4+2分）

実発表17題
（司会＝森本、奈良井）

(J) レクチャーマラソン 15 多
発性硬化症とNMOの最新
情報（司会宮地、演者越智）

(J) 歴史セッション　こんなにも面白
い神経学の歴史（岩田、山脇＝廣
瀬、岩田、福武、高橋）

(J) LS-36　エーザイ

癲癇（平野＝猪原）

ポスター誌上発表（Pj-38-1 ～ Pj-57-10、
MSP-01-1 ～ MSP-14-9） 合計312題 +
StP-01-4

ポスター
発表準備

撤去

(J) 教育コース 15 ここまで来てい
る！最新の脳卒中診療（古賀、井上
＝斎藤、井上、山上、長尾、角田、
吉村）

(E) 優秀口演（臨床）片山、表＝
八木、一瀬、服部、荻根沢、打
田、滝澤、村手、松嶋（7+3分）

(E) 中四国特別シンポ2  From the
local to the world（水澤、高橋＝阿

部、阿部、高橋・服部、安田・石浦、和泉、

山下、神田・清水）

(E) Neuroscience Frontier Sym 3 ALS病
態研究の最前線（勝野、Tourenne＝漆
谷、Tourenne、山中、勝野）

(E) HOT topics 17 次々実現する神
経筋疾患の遺伝子医薬（横田、戸田
＝Manoharan、 永田、Kordasiewicz、
佐橋）

(J) LS-31　大日本住

友PD（高橋＝服部、武田）

10:00

休憩室　403/404号室 ランチセミナー各社控室　403/404号室

14:00

休憩室　403/404号室

15:007:00 8:00

(J) シンポ 49 生命金属で切り開く神
経疾患の解明（保住、宮嶋＝津本、
長野、浅沼、保住）

一般口演a（6題）MSO-01-1

～2, StO-01-10～02-6（実発表希
望者枠、6+2分）司会＝古谷、川井

18:00

(J) LS-29　武田薬品

PD（宇川＝高草木、飯嶋）

13:00

WFNコロ
ナ緊急
レポート

(J) シンポ 50 キソから学ぶ筋疾患
（濱野、久留＝久留、濱野、木村、鈴
木）

(J) シンポ 47 働き方改革：今、必ず
押さえるべきこと（武田、三澤＝饗
場、下畑、小野）

11:00 12:00

(J) シンポ 44 脳神経内科基本領域
化に向けて（戸田、高橋＝堀岡、高
橋、冨本、山脇、安藤、園生）

（E) Hot topics 15 ALSの早期診断
に向けて（宇川、野寺＝園生、野
寺、宇川、Rogaeva）

(J) LS-32　アレクシ

オンMG(村井＝鈴木）

(J) シンポ 52 神経感染症、新たな
時代（原、三浦＝亀井、三浦、浜口、
松浦、原、崎山）

(J) LS-33　JB筋疾患

（杉江＝松井）

9:00

3Ｆ

若手インターネット配信→

企業展示

(J) Hot topics 16 舞踏病の最前線
（桑原、長谷川＝濱田、鈴木裕、南
部、岡澤）

(J) レクチャーマラソン 13 認
知症とsmall vessel disease
最新情報（司会八木田、演
者水野）

(J) レクチャーマラソン 14 超
高齢社会における認知症の
実態（司会浦上、演者菱川）

(J) シンポ 51 α-シヌクレイン研究
の現状と未来 -up to date-（岩坪、
小野＝岩坪、小野、佐藤、望月）

2Ｆ

(E) Symposium  46 Small vessel
disease -up to date-（北川、山下＝
山下、佐治、吉澤、薬師寺、伊藤）

(J) シンポ 45 明日の臨床に繋げる
MRIの可能性と応用（佐光、徳丸＝
佐光、波田野、原田、林）

(J) LS-38 グラクソ

EGPA（竹内＝竹下）

(J) LS-40 Biogen/エー

ザイMS(清水＝中原）

岡山
コンベンション

センター

岡山県
医師会館

(E) Neuroscience Frontier Sym 2 日本か
ら世界へ発信するSCAの病態解明と治療
（永井、石川＝石川、太田、永井、
Paulson）

LMインターネット配信→

インターネット配信→

英語専用チャンネル配信→

(J) 緊急シンポジウム「新型コロナ感
染症現場における脳神経内科医の
挑戦2」（阿部、永山＝川本未知、平健一

郎、山下徹、永山正雄）

4Ｆ

岡山国際
交流センター

（午後5時終了）

(J) LS-32
アレクシオン
MG(村井＝
鈴木）

(J) LS-41
小野薬品AD
（玉岡＝水
野）

(J) LS-31　大日本住友PD（高橋＝服

部、武田）

(J) LS-40 Biogen/

エーザイMS(清水＝中原）

中国四国地方会の発展と歴史（パネル展示）

(J) シンポ 48 アルツハイマー病基礎
研究最前線（樋口、岩田＝樋口、岩
坪、笹栗、間野、武田）

展示広告
ビデオ

展示広告
ビデオ

コロナ中等度～
重度の場合 (J) LS-45　ファイ

ザーブリストル
DOAC（下濱＝橋
本、内藤）

(J) LS-34　CSLベーリン

グCIDP(桑原＝三澤）

(E)  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
Ｃｏｕｒｓｅ 3 (Wei, Rogaeva =  Ancoli-
Israel, Rogaeva, Videnovic,
Paulson)

撤去

(J) LS-43
ファイザー
FAP(山下＝
小池）

展示広告
ビデオ

(E) LS-44　サノ

フィゴーシェ（西川＝
村山、Priya
Kishnani）

(J) LS-37
ノバルティス
MS（山村＝
宮崎、清水）


