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LS-01　ランチョンセミナー01 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第03会場（Bブロック�7F�ホールB7（1））

Aβアミロイドーシスとしてのアルツハイマー病に対する創薬研究
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-01-1 富田　泰輔　  東京大学大学院薬学系研究科　機能病態学教室　教授

共催：エーザイ株式会社
　

LS-02　ランチョンセミナー02 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第04会場（Bブロック�7F�ホールB7（2））

Value�Based�Medicineを考慮したパーキンソン病治療
座長：武田　　篤　 独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院

 LS-02-1 早期パーキンソン病の治療のポイント～セルフマネジメント支援～
関　　守信　  慶應義塾大学医学部　神経内科

　LS-02-2 パーキンソン病におけるACPと終末期の対応
荻野美恵子　  国際医療福祉大学医学部　脳神経内科学　教授 / 国際医療福祉大学市川病院　神

経難病センター長・脳神経内科部長

共催：武田薬品工業株式会社
　

LS-03　ランチョンセミナー03 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第05会場（Bブロック�5F�ホールB5（1））

一筋縄でいかない高齢者てんかん診療
座長：赤松　直樹　 国際医療福祉大学医学部脳神経内科/福岡山王病院てんかんセンター

 LS-03-1 高齢者とてんかん
田中　章浩　  京都府立医科大学大学院医学研究科　脳神経内科学

　LS-03-2 認知症とてんかんとの深い関係
木下真幸子　  国立病院機構宇多野病院脳神経内科

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-04　ランチョンセミナー04 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第06会場（Bブロック�5F�ホールB5（2））

An�Update�on�CIDP�care
座長：海田　賢一　 埼玉医科大学総合医療センター　神経内科

 LS-04-1 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：CSLベーリング株式会社
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LS-05　ランチョンセミナー05 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第07会場（Dブロック�7F�ホールD7）

視神経脊髄炎治療　up�to�date
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-05-1 視神経脊髄炎スペクトラム障害：治療と病態のUpdate
藤原　一男　  福島県立医科大学医学部　多発性硬化症治療学講座　教授

共催：中外製薬株式会社
　

LS-06　ランチョンセミナー06 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第08会場（Dブロック�5F�ホールD5）

ATTRvアミロイドーシス診断と治療の最前線�～最新エビデンスを踏まえて～
座長：安東由喜雄　 長崎国際大学　学長/長崎国際大学薬学部　アミロイドーシス病態解析学

分野教授/熊本大学名誉教授
 LS-06-1 早期治療介入を見据えた病態理解と診断のポイント

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　教授

　LS-06-2 siRNA治療への期待と病勢評価のあるべき姿
植田　光晴　  熊本大学大学院生命科学研究部　脳神経内科学　教授

共催：アルナイラム�ジャパン株式会社
　

LS-07　ランチョンセミナー07 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第09会場（Dブロック�1F�ホールD1）

脳梗塞予防のための抗凝固療法への期待と課題
座長：矢坂　正弘　 国立病院機構　九州医療センター　脳血管・神経内科

 LS-07-1 藤本　　茂　  自治医科大学内科学講座神経内科学部門

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-08　ランチョンセミナー08 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第10会場（ガラス棟�4F�G409）

パーキンソン病の姿勢障害と評価指標としてのUDRS（Unified�Dystonia�
Rating�Scale）の有用性

座長：梶　　龍兒　 独立行政法人国立病院機構宇多野病院
 LS-08-1 髙橋　牧郎　  公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院

共催：協和キリン株式会社
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LS-09　ランチョンセミナー09 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第11会場（ガラス棟�7F�G701）

脊髄性筋萎縮症（SMA）治療のUp�To�Date�-リアルワールドエビデンスからみ
る早期介入の重要性とスピンラザ治療-

座長：勝野　雅央　 名古屋大学大学院医学系研究科脳神経病態制御学神経内科学分野
 LS-09-1 エビデンスと実臨床から読み解くSMA治療戦略

橋口　昭大　  鹿児島大学大学院医学総合研究科　神経病学講座　神経内科・老年病学

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社
　

LS-10　ランチョンセミナー10 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第12会場（ガラス棟�4F�G402）

進行期パーキンソン病の症状変動を捉える
座長：髙橋　一司　 東京都立神経病院

 LS-10-1 進行期PDにおけるnon-motor fluctuation
馬場　　徹　  国立病院機構　仙台西多賀病院　

　LS-10-2 進行期PDにおけるmotor fluctuation
安藤　利奈　  愛媛大学大学院医学系研究科

共催：アッヴィ合同会社
　

LS-11　ランチョンセミナー11 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第13会場（ガラス棟�5F�G502）

重症筋無力症と血漿浄化療法
座長：鈴木　重明　 慶應義塾大学医学部　神経内科

 LS-11-1 南　　尚哉　  北海道医療センター　脳神経内科

共催：旭化成メディカル株式会社
　

LS-12　ランチョンセミナー12 Jp
5月18日（水）12：05～13：05� 第14会場（ガラス棟�5F�G510）

高齢心房細動患者における脳卒中発症予防
座長：井口　保之　 東京慈恵会医科大学　内科学講座　脳神経内科

 LS-12-1 吾郷　哲朗　  九州大学大学院医学研究院　病態機能内科学

共催：バイエル薬品株式会社
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LS-13　ランチョンセミナー13 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第02会場（Cブロック�4F�ホールC）

新時代の幕開け　これからの片頭痛治療
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-13-1 新時代の幕開け　これからの片頭痛治療　～薬理編～
柴田　　護　  東京歯科大学　市川総合病院　神経内科　教授

　LS-13-2 新時代の幕開け　これからの片頭痛治療　～臨床編～
五十嵐久佳　  富士通クリニック 内科（頭痛外来）

共催：日本イーライリリー株式会社�/�第一三共株式会社
　

LS-14　ランチョンセミナー14 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第03会場（Bブロック�7F�ホールB7（1））

レビー小体型認知症の診断と治療を考える～脳神経内科医と精神科医の立場から～
座長：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　

 LS-14-1 レビー小体型認知症の診療を考える ～脳神経内科医の立場から～
佐光　　亘　  順天堂大学医学部神経学講座

　LS-14-2 レビー小体型認知症の診療を考える ～精神科医の立場から～
小林　良太　  山形大学医学部　精神医学講座

共催：住友ファーマ株式会社
　

LS-15　ランチョンセミナー15 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第04会場（Bブロック�7F�ホールB7（2））

認知症診療でCSFバイオマーカーを使いこなす！
座長：清水聰一郎　 東京医科大学　高齢総合医学分野

 LS-15-1 春日　健作　  新潟大学　脳研究所附属生命科学リソース研究センター遺伝子機能解析学

共催：エーザイ株式会社
　

LS-16　ランチョンセミナー16 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第05会場（Bブロック�5F�ホールB5（1））

バイオマーカーからみたALSの病態
座長：青木　正志　 東北大学神経内科教授

 LS-16-1 勝野　雅央　  名古屋大学 神経内科学 教授

共催：田辺三菱製薬株式会社
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LS-17　ランチョンセミナー17 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第06会場（Bブロック�5F�ホールB5（2））

進行期パーキンソン病治療におけるCOMT阻害の意義
座長：西川　典子　 順天堂大学大学院医学研究科神経学

 LS-17-1 髙坂　雅之　  独立行政法人国立病院機構　宇多野病院　脳神経内科

共催：小野薬品工業株式会社
　

LS-18　ランチョンセミナー18 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第07会場（Dブロック�7F�ホールD7）

今あらためて考えるMSの治療戦略�～日本でのテクフィデラの5年間の使用経験
も踏まえて～

座長：藤原　一男　 福島県立医科大学医学部多発性硬化症治療学講座
 LS-18-1 新野　正明　  国立病院機構北海道医療センター 臨床研究部

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-19　ランチョンセミナー19 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第08会場（Dブロック�5F�ホールD5）

アルツハイマー病疾患修飾療法への道：バイオマーカーの可能性
座長：山田　正仁　 国家公務員共済組合連合会九段坂病院院長/東京医科歯科大学特命教授/

金沢大学名誉教授
 LS-19-1 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

共催：富士レビオ株式会社
　

LS-20　ランチョンセミナー20 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第09会場（Dブロック�1F�ホールD1）

レストレスレッグス症候群の診断と治療
座長：坪井　義夫　 福岡大学医学部　脳神経内科

 LS-20-1 平田　幸一　  獨協医科大学

共催：アステラス製薬株式会社
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LS-21　ランチョンセミナー21 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第10会場（ガラス棟�4F�G409）

「再発抑制」から『再発ゼロ』へ　―視神経脊髄炎（NMOSD）のtreat-to-target―
座長：菊地　誠志　 国立病院機構北海道医療センター　難病診療センター　チーフコーディ

ネーター
 LS-21-1 中原　　仁　  慶應義塾大学医学部神経内科

共催：アレクシオンファーマ合同会社
　

LS-22　ランチョンセミナー22 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第11会場（ガラス棟�7F�G701）

パーキンソン病のエネルギー代謝
座長：永井　義隆　 近畿大学医学部内科学教室脳神経内科部門

 LS-22-1 パーキンソン病のエネルギー代謝
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　脳神経内科

　LS-22-2 神経疾患のシナプスモデル
高橋　智幸　  沖縄科学技術大学院大学　細胞分子シナプス機能ユニット

共催：協和キリン株式会社
　

LS-23　ランチョンセミナー23 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第12会場（ガラス棟�4F�G402）

脳卒中発症制御の治療戦略～脳領域におけるプラスグレルの役割～
座長：北川　一夫　 東京女子医科大学　脳神経内科　教授・基幹分野長

 LS-23-1 上野　祐司　  順天堂大学医学部　神経学講座　准教授

共催：第一三共株式会社
　

LS-24　ランチョンセミナー24 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第13会場（ガラス棟�5F�G502）

神経専門医が知っておくべき希少疾患
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-24-1 日常診療に潜む治療可能なライソゾーム病
成田　　綾　  鳥取大学医学部附属病院　脳神経小児科　講師

　LS-24-2 ファブリー病の疼痛 -疼痛機序と治療- 
中里　良彦　  埼玉医科大学病院　脳神経内科・脳卒中内科　教授

共催：サノフィ株式会社
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LS-25　ランチョンセミナー25 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第14会場（ガラス棟�5F�G510）

循環器内科の立場で考えるATTRアミロイドーシス診療
座長：植田　光晴　 熊本大学　脳神経内科　教授

 LS-25-1 遠藤　　仁　  慶應義塾大学 医学部 循環器内科 専任講師

共催：ファイザー株式会社
　

LS-26　ランチョンセミナー26 Jp
5月19日（木）12：00 ～13：00� 第15会場（ガラス棟�6F�G602）

データベース研究から垣間見たMAOB-Iの立ち位置
座長：狩野　　修　 東邦大学医学部内科学講座神経内科学分野

 LS-26-1 鈴木　正彦　  東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 脳神経内科

共催：エフピー株式会社
　

LS-27　ランチョンセミナー27 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第02会場（Cブロック�4F�ホールC）

パーキンソン病のPatient�Centricityを考える
座長：武田　　篤　 仙台西多賀病院　

 LS-27-1 パーキンソン病における患者中心の医療
織茂　智之　  上用賀世田谷通りクリニック

共催：住友ファーマ株式会社
　

LS-28　ランチョンセミナー28 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第03会場（Bブロック�7F�ホールB7（1））

全身型重症筋無力症の新たな展開：ウィフガート
座長：今井　富裕　 独立行政法人国立病院機構箱根病院神経内科

 LS-28-1 全身型重症筋無力症患者のアンメットニーズに対する新たなアプローチ
鵜沢　顕之　  千葉大学大学院 医学研究院 脳神経内科学

共催：アルジェニクスジャパン株式会社
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LS-29　ランチョンセミナー29 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第04会場（Bブロック�7F�ホールB7（2））

MG診療�そろそろアップデートしませんか？
座長：槍澤　公明　 総合花巻病院脳神経内科

 LS-29-1 MG診療ガイドライン2022で何が変わるか
村井　弘之　  国際医療福祉大学 医学部 脳神経内科学

　LS-29-2 ”難治性MG”への新たなアプローチ ～C5iソリリス® のエビデンスを中心に～
鈴木　重明　  慶應義塾大学 医学部 神経内科

共催：アレクシオンファーマ合同会社
　

LS-30　ランチョンセミナー30 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第05会場（Bブロック�5F�ホールB5（1））

片頭痛治療の最新の話題
座長：橋本洋一郎　 済生会熊本病院　脳卒中センター

 LS-30-1 抗CGRP関連抗体薬の出現で片頭痛予防療法は変わったか？
秋山　久尚　  聖マリアンナ医科大学　内科学（脳神経内科）

　LS-30-2 リアルワールドで見えてきたCGRP関連抗体薬のベネフィット
滝沢　　翼　  慶應義塾大学医学部 神経内科

共催：アムジェン株式会社
　

LS-31　ランチョンセミナー31 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第06会場（Bブロック�5F�ホールB5（2））

より良い予後を目指したSMA治療のためのチームケア�ー多職種ケアからスピ
ンラザによる薬物療法、装着型サイボーグHALによる歩行運動療法まで

座長：中島　　孝　 独立行政法人国立病院機構新潟病院
 LS-31-1 脊髄性筋萎縮症の治療経験

諏訪園秀吾　  独立行政法人国立病院機構沖縄病院　脳・神経・筋疾患研究センター

　LS-31-2 HALの最新エビデンスとSMA患者さんでの経験について
中島　　孝　  独立行政法人国立病院機構新潟病院

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社�/�CYBERDYNE株式会社
　

18
日

19
日

20
日
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日

共
催
セ
ミ
ナ
ー

shinkei7
取り消し線

shinkei7
線

shinkei7
タイプライターテキスト
古和 久典

shinkei7
タイプライターテキスト
国立病院機構松江医療センター
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LS-32　ランチョンセミナー32 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第07会場（Dブロック�7F�ホールD7）

パーキンソン病の治療
座長：服部　信孝　 順天堂大学大学院医学研究科神経学

 LS-32-1 MAO-B阻害薬はこう使う！　～サフィナミドの“現在”と“未来”～
坪井　義夫　  福岡大学医学部脳神経内科学

共催：エーザイ株式会社
　

LS-33　ランチョンセミナー33 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第08会場（Dブロック�5F�ホールD5）

パーキンソン病の歩行障害と薬物治療
座長：市川　　忠　 埼玉県総合リハビリテーションセンター　センター長

 LS-33-1 赫　　寛雄　  東京医科大学 神経学分野 主任教授

共催：協和キリン株式会社
　

LS-34　ランチョンセミナー34 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第09会場（Dブロック�1F�ホールD1）

治療満足度の最大化を目指した痙縮治療～トータルマネジメントの実践～
座長：目崎　高広　 榊原白鳳病院

 LS-34-1 正門　由久　  東海大学

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社
　

LS-35　ランチョンセミナー35 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第10会場（ガラス棟�4F�G409）

神経疾患に潜むファブリー病
座長：平野　牧人　 近畿大学医学部　脳神経内科　准教授

 LS-35-1 ファブリー病の診断と管理
小林　正久　  東京慈恵会医科大学　小児科学講座　准教授

共催：武田薬品工業株式会社
　

18
日

19
日

20
日

21
日

共
催
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ナ
ー
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LS-36　ランチョンセミナー36 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第11会場（ガラス棟�7F�G701）

Digital�biomarkerとBiofluid�biomarkerで捉えるアルツハイマー病の
Biological�subtype

座長：數井　裕光　 高知大学医学部神経精神科学講座
 LS-36-1 武田　朱公　  大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学　寄附講座

共催：中外製薬株式会社
　

LS-37　ランチョンセミナー37 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第12会場（ガラス棟�4F�G402）

日常診療における末梢神経障害
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　教授

 LS-37-1 桑原　　聡　  千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学　教授

共催：IQVIAサービシーズ�ジャパン株式会社
　

LS-38　ランチョンセミナー38 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第13会場（ガラス棟�5F�G502）

これからの認知症診療　-あらめて考える脳血流SPECTの役割-
座長：小野賢二郎　 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）
 LS-38-1 木村　成志　  大分大学医学部神経内科学講座

共催：PDRファーマ株式会社�
後援：日本脳神経核医学研究会�/�日本核医学会

　

LS-39　ランチョンセミナー39 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第14会場（ガラス棟�5F�G510）

認知症診療におけるSPECTの役割
座長：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　教授

 LS-39-1 認知症診療におけるSPECTの役割
新畑　　豊　  国立長寿医療研究センター　神経内科部　部長

共催：日本メジフィジックス株式会社
　

18
日
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日
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日

21
日
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LS-40　ランチョンセミナー40 Jp
5月20日（金）11：30 ～12：30� 第15会場（ガラス棟�6F�G602）

CIDPに関する話題
座長：金井　数明　 福島県立医科大学

 LS-40-1 末梢神経疾患の鑑別診断と治療　-CIDPを中心に-
小池　春樹　  名古屋大学大学院医学系研究科

共催：武田薬品工業株式会社
　

LS-41　ランチョンセミナー41 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第02会場（Cブロック�4F�ホールC）

アルツハイマー病の病態から診断・治療を再考する
座長：池内　　健　 新潟大学　脳研究所　生命科学リソース研究センター

 LS-41-1 小野賢二郎　  金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　脳神経内科学

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21日（土）12：00 ～13：00� 第04会場（Bブロック�7F�ホールB7（2））

全身型重症筋無力症の治療-FcRnを標的とした新たな治療-
座長：村井　弘之　 国際医療福祉大学医学部脳神経内科学

 LS-42-1 新たな作用機序の治療薬ウィフガート:ADAPT試験から実臨床への応用を考える
杉本　太路　  広島大学 脳神経内科

　LS-42-2 新たなターゲット治療薬ウィフガート:　MGの病態から考える
高橋　正紀　  大阪大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 生体病態情報科学講座 臨床神経生理学

共催：アルジェニクスジャパン株式会社
　

LS-43　ランチョンセミナー43 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第05会場（Bブロック�5F�ホールB5（1））

パーキンソン病の薬物治療up�to�date
座長：藤岡　伸助　 福岡大学医学部脳神経内科　

 LS-43-1 王子　　悠　  順天堂大学医学部神経学講座　

共催：小野薬品工業株式会社
　

18
日
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日
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日
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日
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LS-44　ランチョンセミナー44 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第06会場（Bブロック�5F�ホールB5（2））

QOL改善を目指したパーキンソン病マネージメント��-�Patient�Centered�
Careの重要性�-

座長：渡辺　宏久　 藤田医科大学医学部脳神経内科学
 LS-44-1 波田野　琢　  順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科

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
　

LS-45　ランチョンセミナー45 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第07会場（Dブロック�7F�ホールD7）

脊髄性筋萎縮症のマネージメントと新規治療
座長：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　教授
 LS-45-1 齊藤　利雄　  国立病院機構大阪刀根山医療センター　小児神経内科部長

共催：中外製薬株式会社
　

LS-46　ランチョンセミナー46 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第08会場（Dブロック�5F�ホールD5）

中枢神経炎症性疾患とB細胞除去治療
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授

 LS-46-1 千原　典夫　  神戸大学大学院医学研究科・内科学講座 脳神経内科学分野 助教

共催：田辺三菱製薬株式会社
　

LS-47　ランチョンセミナー47 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第09会場（Dブロック�1F�ホールD1）

CIDPを語り尽くす　
座長：横山　和正　 順天堂大学医学部附属順天堂医院

 LS-47-1 CIDPの診断と治療～現状と展望
海田　賢一　  埼玉医科大学総合医療センター

共催：一般社団法人　日本血液製剤機構
　

18
日
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日

20
日
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日
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LS-48　ランチョンセミナー48 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第10会場（ガラス棟�4F�G409）

明日から始める新しい片頭痛診療　～STOP慢性化～
座長：平田　幸一　 獨協医科大学

 LS-48-1 橋本洋一郎　  済生会熊本病院　脳卒中センター　特別顧問

共催：大塚製薬株式会社
　

LS-49　ランチョンセミナー49 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第11会場（ガラス棟�7F�G701）

レビー小体型認知症の診断と治療
座長：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

 LS-49-1 治る認知症：レビー小体型認知症  認知症疾患医療センターとしての取り組み
平野　成樹　  千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学 認知症疾患医療センター

共催：住友ファーマ株式会社
　

LS-50　ランチョンセミナー50 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第12会場（ガラス棟�4F�G402）

進行期パーキンソン病をめぐる診療連携と多職種連携の重要性
～デバイス補助療法導入のタイミングと予後～

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-50-1 大江田知子　  独立行政法人国立病院機構宇多野病院　脳神経内科　臨床研究部長

共催：アッヴィ合同会社
　

LS-51　ランチョンセミナー51 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第13会場（ガラス棟�5F�G502）

日常診療に潜むポンぺ病の早期診断のポイントと最新の話題
座長：杉江　和馬　 奈良県立医科大学脳神経内科学教授

 LS-51-1 知っておきたい成人筋疾患とPompe病
-治療可能な筋疾患を見逃さないための特徴と鑑別点-
森　まどか　  国立精神・神経医療研究センター　脳神経内科　医長

　LS-51-2 小児期発症神経筋疾患の鑑別ポイントとその治療開発
石垣　景子　  東京女子医科大学 小児科 准教授

共催：サノフィ株式会社
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日
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LS-52　ランチョンセミナー52 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第14会場（ガラス棟�5F�G510）

疾患修飾薬の登場に向けた認知症画像診断の「課題」と「展望」
座長：羽生　春夫　 総合東京病院認知症疾患研究センター

 LS-52-1 認知症分野における神経病理学イメージング：アミロイドとタウ
加藤　隆司　  国立長寿医療研究センター 放射線診療部

　LS-52-2 剖検症例の生前脳画像から得た学びと将来の展望
櫻井　圭太　  国立長寿医療研究センター 放射線診療部

共催：株式会社Splink

LS-53　ランチョンセミナー53 Jp
5月21日（土）12：00 ～13：00� 第15会場（ガラス棟�6F�G602）

ランバート・イートン筋無力症候群とP/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体
座長：錫村　明生　 偕行会城西病院

 LS-53-1 ランバート・イートン筋無力症候群とP/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体
本村　政勝　  長崎総合科学大学

共催：株式会社コスミックコーポレーション

ES-01　イブニングセミナー01 Jp
5月19日（木）19：15～20：15� 第03会場（Bブロック�7F�ホールB7（1））

新時代の片頭痛診療－抗CGRP関連薬の治療ベネフィット－
座長：竹島多賀夫　 富永病院脳神経内科・頭痛センター

 ES-01-1 飯ケ谷美峰　  北里大学北里研究所病院 脳神経内科

共催：アムジェン株式会社メディカルアフェアーズ

ES-02　イブニングセミナー02 Jp
5月19日（木）19：15～20：15� 第04会場（Bブロック�7F�ホールB7（2））

DBS治療の最新の技術�–�基礎から応用まで
座長：坪井　　崇　 名古屋大学神経内科学助教

 ES-02-1 DBS治療における最新の技術 概論
岩室　宏一　  順天堂大学大学院医学研究科 脳神経外科 准教授

　ES-02-2 DBS治療における視覚化技術の役割
上利　　崇　  東京都立神経病院 脳神経外科 医長

共催：ボストン・サイエンティフィック�ジャパン株式会社
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ES-03　イブニングセミナー03 Jp
5月19日（木）19：15～20：45� 第07会場（Dブロック�7F�ホールD7）

「備え」あれば憂いなし？－脳神経内科医が取り組むべき災害への「備え」とは－
座長：伊東　秀文　 和歌山県立医科大学　脳神経内科学講座　教授

中根　俊成　日本医科大学　脳神経内科　准教授
 ES-03-1 災害時におけるパーキンソン病患者への影響

栗﨑　玲一　  国立病院機構熊本再春医療センター　統括診療部　内科部長

　ES-03-2 災害時要配慮者を医療連携でどう救うか
小井土雄一　  国立病院機構本部DMAT事務局長/厚生労働省DMAT事務局長

共催：大塚製薬株式会社�
後援：一般社団法人�日本災害医学会

／厚生労働省

ES-04　イブニングセミナー04 Jp
5月19日（木）19：15～20：45� 第10会場（ガラス棟�4F�G409）

MS治療新時代～MSの疾患コースはまだ変えられるか?～
座長：吉良　潤一　 福岡中央病院脳神経センターセンター長

国際医療福祉大学福岡薬学部教授
 ES-04-1 B細胞標的治療で変わる治療戦略～明るい未来を実現するために～

中島　一郎　  東北医科薬科大学 医学部 老年神経内科学 教授

　ES-04-2 進行期に対する治療戦略～EDSS3からのMS治療の実際～
宮﨑　雄生　  国立病院機構北海道医療センター 脳神経内科 医長

共催：ノバルティス�ファーマ株式会社

ES-05　イブニングセミナー05 Jp
5月19日（木）19：15～20：15� 第11会場（ガラス棟�7F�G701）

パーキンソン病の治療戦略
座長：濱田　　雅　 東京大学大学院医学系研究科　神経内科学

 ES-05-1 神経保護的観点からパーキンソン病治療薬の作用を考える
斉木　臣二　  順天堂大学大学院医学研究科　神経学

共催：武田薬品工業株式会社

ES-06　イブニングセミナー06 Jp
5月19日（木）19：15～20：15� 第12会場（ガラス棟�4F�G402）

EGPAから考えるemergent�peripheral�neuropathyの病態と治療マネージメント
座長：三澤　園子　 千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

 ES-06-1 竹下　幸男　  山口大学医学部血液脳神経関門先進病態創薬研究講座／山口大学大学院医学系研
究科臨床神経学

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社
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ES-07　イブニングセミナー07 En
5月19日（木）19：15～20：15� 第13会場（ガラス棟�5F�G502）

The�frontiers�of�Alzheimer's�disease�blood�based�biomarker�science
座長：岩坪　　威　 東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻基礎神経医学講座教授

 ES-07-1 Jeffrey L. Dage
Stark Neurosciences Research Institute, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, 
USA

　ES-07-2 池内　　健　  新潟大学 脳研究所 生命科学リソース研究センター 教授

共催：日本イーライリリー株式会社
　

ES-08　イブニングセミナー08 Jp
5月20日（金）17：30 ～18：30� 第07会場（Dブロック�7F�ホールD7）

重症筋無力症診療ガイドラインアップデートのエッセンスを理解しよう
座長：中原　　仁　 慶應義塾大学医学部神経内科

吉川　弘明　 金沢大学保健管理センター
 ES-08-1 重症筋無力症診療ガイドラインアップデートのエッセンスを理解しよう

槍沢　公明　  公益財団法人総合花巻病院 神経内科

　ES-08-2 実臨床に即した重症筋無力症治療
寒川　　真　  近畿大学内科学講座脳神経内科

共催：ユーシービージャパン株式会社
　

ES-09　イブニングセミナー09 Jp
5月20日（金）17：30 ～18：30� 第11会場（ガラス棟�7F�G701）

メディカルスタッフセミナー�
「パーキンソン病のよりよい治療を目指して～チーム医療の重要性～」

座長：小尻　智子　 順天堂大学病院
 ES-09-1 最適な治療のためのチーム医療

山本　澄子　  福岡大学病院

　ES-09-2 患者・家族を地域で支えるチーム医療
上田　素子　  鳥取医療センター

共催：一般社団法人�Neuroscience�Laboratory�Japan�/�一般財団法人�いしがね海老原財団
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