
オープニングセミナー1 共催：大日本住友製薬株式会社
8:00 〜 9:00 司会：阿部　康二　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科神経病態内科学（神経内科）

谷口　　真　東京都立神経病院　脳神経外科

	パーキンソン病における大脳皮質の可塑性

オープニングセミナー2 共催：武田薬品工業株式会社
9:00 〜 10:00 司会：上野　　聡　奈良県立医科大学　神経内科

横田　隆徳　東京医科歯科大学　脳神経病態学分野

	α -シヌクレイン　動物モデルと治療薬の展望

オープニングセミナー 3 共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
10:00 〜 11:00 司会：中島八十一　国立障害者リハビリテーションセンター

大熊　泰之　順天堂大学医学部附属静岡病院　脳神経内科

	パーキンソン病のリハビリテーション	up	to	date

OP1-1	 パーキンソン病における大脳皮質の可塑性－電気生理学的検討
　榎本　博之　福島県立医科大学神経内科

OP1-2	 動物モデルにおける知見
　上野　達哉　青森県立中央病院神経内科

OP2-1	 異常タンパク伝播機構から考えるシヌクレイノパチー疾患修飾療法の展望
　長谷川　隆文　東北大学大学院医学系研究科神経内科学分野

OP2-2	 新たなパーキンソン病研究に向けた非ヒト霊長類モデル
　佐々木えりか　	公益財団法人実験動物中央研究所　応用発生学研究センター／慶應義塾大学先導

研究センター

OP3-1	 パーキンソン病に対するリハビリテーション戦略：歩行障害を中心に
　三原　雅史　	大阪大学国際医工情報センター　臨床神経医工学部門／大阪大学大学院医学系研究

科　神経内科学

OP3-2	 パーキンソン病における嚥下障害
　山脇　正永　京都府立医科大学大学院医学研究科　総合医療・医学教育学

10 月 6 日（木）



LS1-1	 パーキンソン病ガイドライン2011以降の診断基準と治療方針
　波田野　琢　順天堂大学大学院医学研究科神経学

LS1-2	 レビー小体病の診断基準とMIBG心筋シンチグラフィ
　織茂　智之　関東中央病院神経内科

OP4-1	 レビー小体病の精神症状：脳機能画像による病態解明
　長濱　康弘　医療法人花咲会かわさき記念病院

OP4-2	 レビー小体病の幻視に関わる大脳生理学的知見
　栗田　　正　帝京大学ちば総合医療センター神経内科

OP5-1	 本態性振戦の基礎と臨床
　花島　律子　北里大学医学部神経内科

OP5-2	 本態性振戦に対する経頭蓋集束超音波治療
　平　　孝臣　東京女子医科大学　脳神経外科

ランチョンセミナー1 共催：協和発酵キリン株式会社
12:20 〜 13:20 司会：伊東　秀文　和歌山県立医科大学　神経内科学

日下　博文　関西医科大学　神経内科学

	パーキンソン病・レビー小体型認知症の診断基準とガイドライン

オープニングセミナー 4 共催：エーザイ株式会社
13:30 〜 14:30 司会：羽生　春夫　東京医科大学高齢総合医学分野

芳川　浩男　兵庫医科大学　内科学　神経・脳卒中科

	レビー小体病サイコーシスの病態解明

オープニングセミナー 5 共催：InSightec Japan 株式会社
14:30 〜 15:30 司会：中島　健二　	鳥取大学医学部　脳神経医科学講座脳神経内科分野

	 貴島　晴彦　大阪大学大学院医学系研究科　脳神経外科

	本態性振戦の基礎と臨床

コーヒーブレイク
15:30 〜 16:00



OP7-1	 生検組織を用いた Lewy―Pathologyの検索はパーキンソン病診断に有用か
　冨山　誠彦　青森県立中央病院神経内科

OP7-2	 パーキンソン病のクリニカルマーカー
　高橋　一司　埼玉医科大学神経内科

オープニングセミナー7 共催：グラクソ・スミスクライン株式会社
17:00 〜 18:00 司会：鈴木　則宏　慶應義塾大学医学部神経内科

村山　繁雄　	東京都健康長寿医療センター　神経内科・
　　　　　　　　―高齢者バイオリソースセンター・高齢者ブレインバンク（神経病理）

	パーキンソン病バイオマーカー	2016

OP6-1	 パーキンソン病の脳内神経回路解析
　渡辺　宏久　名古屋大学脳とこころの研究センター

オープニングセミナー 6 共催：日本メジフィジックス株式会社
16:00 〜 17:00 司会：祖父江　元　名古屋大学大学院医学系研究科

水野　敏樹　京都府立医科大学　大学院医学研究科　神経内科学

	バイオイメージング　最新の話題

OP6-2	 神経変性疾患におけるPETの最近の話題
　菊池　昭夫　東北大学大学院医学系研究科神経内科学分野



OP8-1	 第1回MDSJ研究会　大会長
　柳澤　信夫　	全日本労働福祉協会

OP8-10	 	第9回　大会長
　長谷川一子　独立行政法人国立病院機構相模原病院　神経内科

オープニングセミナー 8 共催：エフピー株式会社
18:00 〜 19:00 司会：望月　秀樹　大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学

村田　美穂　国立精神・神経医療研究センター病院

	MDSJ　学会10年の歩み

OP8-2	 	第1回　大会長
　水野　美邦　順天堂大学（名誉教授）

OP8-3	 第2回　大会長
　近藤　智善　リハビリテーション花の舎病院

OP8-4	 	第3回　大会長
　山本　光利　医療法人社団高松神経内科クリニック

OP8-5	 第4回　大会長
　久野　貞子　啓信会京都四条病院　パーキンソン病・神経難病センター

OP8-6	 	第5回　大会長
　横地　房子　東京都立神経病院　脳神経内科

OP8-7	 	第6回　大会長
　宇川　義一　福島県立医科大学医学部　神経内科

OP8-8	 第 7回　大会長
　吉井　文均　済生会　平塚医療福祉センター

OP8-9	 第8回　大会長
　野元　正弘　愛媛大学大学院薬物療法・神経内科



SY1-1	 エクソソームを介した多系統萎縮症の発症機序
　華山　力成　金沢大学医学系免疫学

SY1-2	 	生体脳・成体脳におけるニューロン新生の機能的意義と神経幹細胞の
制御機構
　今吉　　格　京都大学ウイルス研究所

SY1-3	 オートファジーによる細胞内分解の意義
　水島　　昇　東京大学大学院医学系研究科分子生物学分野

SL-1	 試験管内で小脳を作る：iPS細胞を活用した疾患研究
　六車　恵子　理化学研究所　多細胞システム形成研究センター

SL-2	 小脳の計算モデルと人工小脳
　川人　光男　ATR 脳情報通信総合研究所

10 月 7 日（金）

特別企画 
10:00 〜 11:00 司会：永井　義隆　	大阪大学大学院医学系研究科　神経難病認知症探索治療学（神経

内科学併任）

西澤　正豊　新潟大学脳研究所／ JA厚生連新潟医療センター

	小脳の展望～人工小脳・再生～

ランチョンセミナー2 共催：大塚製薬株式会社
12:00 〜 13:00 司会：吉井　文均　済生会　平塚医療福祉センター

	J-PPMI	～パーキンソン病の早期診断に向けて～

シンポジウム1 
8:00 〜 10:00 司会：高橋　良輔　京都大学大学院医学研究科　臨床神経学（神経内科）

漆谷　　真　滋賀医科大学　神経内科

	Basic	research	最前線

LS2	 J-PPMI ～パーキンソン病の早期診断に向けて～
　村田　美穂　国立精神・神経医療研究センター病院

コーヒーブレイク
13:00 〜 13:30



ビデオセッション 共催：ノバルティス ファーマ株式会社
13:30 〜 15:00 司会：柳澤　信夫　	全日本労働福祉協会

	 廣瀬源二郎　医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院　脳神経センター　神経内科

	ビデオセッションの10年を振り返る

Controversy 
15:00 〜 16:30 司会：福武　敏夫　亀田メディカルセンター　神経内科

柏原　健一　岡山旭東病院　神経内科

	１)パーキンソン病にウイルスベクターを用いた遺伝子治療は可能か

	２)パーキンソン病のうつ症状に抗鬱剤は有用か

	３)瀬川病とパーキンソン病は同一スペクトラムか

VS	 ビデオセッションの10年を振り返る
　宇川　義一　福島県立医科大学医学部　神経内科

CN1-1	 YES
　村松　慎一　	自治医科大学内科学講座神経内科学部門／

　　　　　　　　　　　　　　　 東京大学医科学研究所遺伝子・細胞治療センター

CN1-2	 NO
　望月　秀樹　大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学

CN2-1	 YES
　武田　　篤　国立病院機構仙台西多賀病院

CN2-2	 NO
　藤本　健一　自治医大ステーション・ブレインクリニック

CN3-1	 YES
　横地　房子　都立神経病院　脳神経内科

CN3-2	 NO
　野村　芳子　野村芳子小児神経学クリニック

最優秀ポスター賞受賞者講演
16:30 〜 17:10

総会
17:10 〜 17:40



イブニングビデオセッション 会場：翠雲
18:00 〜 21:00 司会：望月　秀樹　大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学

	 宇川　義一　福島県立医科大学医学部　神経内科

EV-14	 三上　恭平　医療法人社団神天会　登戸内科・脳神経クリニック　リハビリテーション科

EV-4	 川崎　一史　埼玉医科大学神経内科

EV-5	 守吉　秀行　トヨタ記念病院　神経内科

EV-12	 代田　健祐　順天堂大学医学部脳神経内科

EV-2	 内野　賢治　聖マリアンナ医科大学神経内科

EV-9	 福本　竜也　亀田総合病院神経内科

EV-11	 齋藤由扶子　東名古屋病院神経内科

EV-6	 菊池　雷太　汐田総合病院神経内科

EV-3	 白井　慎一　北海道大学病院　神経内科

EV-10	 大澤美貴雄　東京クリニック　ボツリヌス神経治療センター

EV-13	 沖　　良祐　徳島大学病院神経内科

EV-8	 角田　渓太　大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学

EV-7	 清水　幹人　大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学

EV-1	 東田　京子　大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学



PL1-1	 CBD/PSP―up―to―date
　下畑　享良　新潟大学脳研究所神経内科

PL1-2	 TDP-43プロテイノパチーのup―to―date
　坪井　義夫　福岡大学医学部神経内科学

PL2-1	 難病制度の概要及び今後の方向性について
　徳本　史郎　厚生労働省健康局難病対策課

PL2-2	 神経難病の患者さんが在宅で療養するためには
　西澤　正豊　新潟大学脳研究所／ JA厚生連新潟医療センター

PL3-1	 ハンチントン病の将来の治療
　中森　雅之　大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学

10 月 8 日（土）

教育講演 2 
9:00 〜 10:00 司会：吉良　潤一　九州大学大学院医学研究院　脳研神経内科学

水澤　英洋　国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

	神経難病における在宅診療の重要性と難病制度の展望

教育講演 3 
10:00 〜 11:00 司会：辻　　省次　東京大学医学部・大学院医学系研究科　神経内科学

勝野　雅央　名古屋大学大学院医学系研究科・医学部医学科　神経内科学

	運動異常症（SCD,Huntington 病）の将来の治療

教育講演 1 
8:00 〜 9:00 司会：小野賢二郎　昭和大学医学部内科学講座　神経内科学部門

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
　　　　　　（神経内科学）

	プロテイノパチー	up	to	date	:	この1年間で分かってきたこと

PL3-2	 脊髄小脳変性症とハンチントン病に対する治療法の現状と展望
　石川　欽也　東京医科歯科大学医学部附属病院長寿・健康人生推進センター



ランチョンセミナー 3 共催：アッヴィ合同会社
12:00 〜 13:00 司会：菊地　誠志　国立病院機構北海道医療センター

谷脇　考恭　久留米大学医学部内科学講座　呼吸器・神経・膠原病内科部門

	レボドパ・カルビドパ空腸内投与治療の可能性

シンポジウム 2 
13:30 〜 15:30 司会：葛原　茂樹　	鈴鹿医療科学大学大学院医療科学研究科

　　　　　　　　　鈴鹿医療科学大学看護学部看護学科
梶　　龍兒　徳島大学医学部　臨床神経科学分野

	明日から役立つ unmet	clinical	needs への対応

MDSトピックス 
15:30 〜 16:00 司会：水野　美邦　順天堂大学　（名誉教授）

望月　秀樹　大阪大学大学院医学系研究科　神経内科学

LS3	 レボドパ・カルビドパ空腸内投与治療の可能性
　長谷川一子　独立行政法人国立病院機構相模原病院　神経内科

ラウンドテーブルディスカッション
　新崎信一郎　大阪大学　消化器内科
　三山　健司　国立精神・神経医療研究センター病院　外科
　二渡　信江　国立病院機構相模原病院　消化器外科
　村田　美穂　国立精神・神経医療研究センター病院
　長谷川一子　独立行政法人国立病院機構相模原病院　神経内科
　三原　雅史　大阪大学　国際医工情報センター臨床神経医工学／神経内科脳卒中科

SY2-1	 パーキンソン病における発声・発話障害
　坪井　　崇　名古屋大学大学院医学系研究科　神経内科学

SY2-2	 パーキンソン病におけるcamptocormia の病態
　中根　俊成　熊本大学医学部附属病院　神経内科（分子神経治療学寄附講座）

SY2-3	 衝動制御障害について最近の話題
　野元　正弘　愛媛大学大学院薬物療法・神経内科

MDS/Asian―&―Oceanian―Section（AOS）について
　高橋　良輔　京都大学大学院医学研究科　臨床神経学（神経内科）

MDS―LEAP―Programについて
　大山　彦光　順天堂大学医学部　脳神経内科

MDS-AOSの今後のあり方　そして日本との関わり
　服部　信孝　順天堂大学医学部　脳神経内科

コーヒーブレイク
13:00 〜 13:30



ハンズオンセミナー1 会場：光舞
16:00 〜 17:30 司会：園生　雅弘　帝京大学医学部神経内科学講座

木村　文治　大阪医科大学　第一内科　神経内科

	表面筋電図のとり方・不随意運動のビデオのとり方

ハンズオンセミナー2 会場：金剛
16:00 〜 17:30 司会：横江　　勝　箕面市立病院　神経内科

	 目崎　高広　榊原白鳳病院　神経内科

	アポカイン注射法・外来におけるDBS 管理

HS1-1	 不随意運動の表面筋電図のとり方
　寺尾　安生　杏林大学医学部　生理学教室

HS1-2	 不随意運動のビデオのとり方
　平野　牧人　近畿大学医学部堺病院　神経内科

HS2-1	 アポカインの注射方法
　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：協和発酵キリン株式会社

HS2-2	 DBSの調整法
　斎木　英資　公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　神経内科

共催：日本メドトロニック株式会社




