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1 日目：10月 26日（木） 品川プリンスホテル　アネックスタワー　5F
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プリンスホール

講演会場A

立山　富士　伊吹

レセプション会場

大山　石鎚　霧島 大雪　岩木　浅間 ロビー

ポスターB・展示会場① ポスターA・展示会場②

8:00~9:00

9:00~10:00

10:15~11:15

12:15~13:15

13:30~14:30

14:30~15:30

16:00~17:00

17:00~18:00

開会式

コーヒーブレイク

7:30~9:30

ポスター
貼付

7:30~9:30

ポスター
貼付

8:00~18:00

展示

8:00~18:00

展示

9:30~11:20

ポスター
展示

9:30~11:20

ポスター
展示

12:15~17:00

ポスター
展示

12:15~17:00

ポスター
展示

11:20~12:15

ポスター
発表

11:20~12:15

ポスター
発表

17:00~18:00

ポスター
撤去

17:00~18:00

ポスター
撤去

18:30~20:30

レセプション

Plenary	Lecture	1
「DAT SPECT」

共催：日本メジフィジックス株式会社
司会：伊東　秀文・冨山　誠彦
演者：松田　博史・吉田　眞理

Plenary	Lecture	2
「ガイドライン」

共催：協和発酵キリン株式会社
司会：菊地　誠志・小野寺　理
演者：波田野　琢・髙橋　祐二

Plenary	Lecture	3
「パーキンソン病のうつ・不安」

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
司会：平田　幸一・豊島　　至
演者：柏原　健一・堀越　　勝

ランチョンセミナー1
「レボドパ・カルビドパ経腸用液（LCIG）療法の有用性と課題 

～実臨床からの考察～」
共催：アッヴィ合同会社

司会：永井　将弘・大江田知子　　演者：下　　泰司・石橋　雄次

Plenary	Lecture	4
「レビー小体病の認知機能障害」

共催：エーザイ株式会社
司会：祖父江　元・下濱　　俊
演者：武田　　篤・秋山　治彦

Plenary	Lecture	5
「衝動制御障害とドパミン系」
共催：大日本住友製薬株式会社
司会：葛原　茂樹・久野　貞子
演者：曽良　一郎・渡辺　宏久

Plenary	Lecture	6
「パーキンソン病医療のパラダイムシフト」
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

司会：𠮷井　文均・林　　明人
演者：山本　光利・市川　　忠

Plenary	Lecture	7
「パーキンソン病と自動車運転」

共催：武田薬品工業株式会社メディカルアフェアーズ部
司会：中島　健二・鈴木　則宏
演者：野元　正弘・一杉　正仁
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8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

プリンスホール

講演会場A

立山　富士　伊吹

イブニングビデオセッション会場

大山　石鎚　霧島 大雪　岩木　浅間 ロビー

ポスターB・展示会場① ポスターA・展示会場②

12:15~13:15

13:30~14:30

14:30~15:30

16:00~16:30

16:30~17:00

17:00~17:40

17:40~18:10

コーヒーブレイク

7:30~9:30

ポスター
貼付

7:30~9:30

ポスター
貼付

8:00~18:00

展示

8:00~18:00

展示

9:30~11:20

ポスター
展示

9:30~11:20

ポスター
展示

17:00~18:00

ポスター
撤去

17:00~18:00

ポスター
撤去

18:30~21:30

イブニング
ビデオセッション

2 日目：10月 27日（金） 品川プリンスホテル　アネックスタワー　5F

8:00~10:00

10:15~11:15

シンポジウム1
「PD 治療はどこをめざすのか」

司会：水野　美邦・柳澤　信夫　　　　　　　　　　　　
演者：村田　美穂・高橋　良輔・服部　信孝・望月　秀樹

ランチョンセミナー2
「パーキンソン症候群の摂食嚥下」

共催：大塚製薬株式会社
司会：神田　　隆・西山　和利
演者：山本　敏之・二藤　隆春

MDSJ 国際セミナー
「DRD, DRD-plus and DRD look-alike」

司長：宇川　義一　　　
演者：Beomseok―Jeon

教育講演 2
「ジストニアupdate」

司会：梶　　龍兒・長谷川一子
演者：目崎　高広・瓦井　俊孝

教育講演1
「ATP1A3 関連神経疾患」
司会：戸田　達史・星野　恭子
演者：池田　啓子・佐々木征行

Controversy１
「パーキンソン病の仮面様顔貌は筋固縮によるものである」
司会：望月　秀樹・坪井　義夫　　演者：三原　雅史・井口　正寛

Controversy2
「synuclein deposit は細胞死の原因か」

司会：望月　秀樹・坪井　義夫　　演者：長谷川隆文・佐藤　栄人

最優秀賞受賞者講演

総会

12:15~17:00

ポスター
展示

12:15~17:00

ポスター
展示

11:20~12:15

ポスター
発表

11:20~12:15

ポスター
発表
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8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

プリンスホール

講演会場A

立山　富士　伊吹

講演会場 B

大山　石鎚 大雪　岩木　浅間 ロビー

ポスターB・展示会場① ポスターA・展示会場②

14:30~15:30

10:15~11:15

15:30~16:30

12:15~13:15

13:30~14:30

8:00~9:00

9:00~10:00

10:15~11:15

8:00~10:00

3 日目：10月 28日（土） 品川プリンスホテル　アネックスタワー　5F

シンポジウム 2
「基底核の神経制御」

司会：野元　正弘・村田　美穂
演者：渡辺　雅彦・金子　　鋭
　　　三浦　正巳・森　　明久

パーキンソン病道場１
「パーキンソン病らしい患者さんが来たら」

司会：服部　信孝
演者：高橋　一司

パーキンソン病道場 2
「パーキンソン病の薬の使い方、腕の見せ所」

司会：武田　　篤
演者：前田　哲也

パーキンソン病道場 3(PL11)
「病とともに歩む長い道：

患者と家族に何をどう伝えるか？」
共催：日本メドトロニック株式会社
司会：織茂　智之　　演者：藤本　健一

　　　Plenary	Lecture	8
「運動制御における基底核と小脳の役割」
共催：ノバルティス―ファーマ株式会社
司会：水澤　英洋・花島　律子
演者：南部　　篤・内藤　　寛

　　　ランチョンセミナー3
「PD 治療における DBS の位置づけ、適応」
共催：ボストン・サイエンティフィック―ジャパン株式会社

司会：斎木　英資・谷口　　真
演者：木村　活生・梅村　　淳

12:15~17:00

PD ナース研修会

教育講演 3
「ドパミン系（基底核系）の発達」
司会：野村　芳子・村松　慎一
演者：林　　雅晴・久保田雅也

Plenary	Lecture	9
「ビデオで見る大人と子供の MDS１」

共催：アクテリオン―ファーマシューティカルズ―ジャパン株式会社
司会：横地　房子　　演者：坂本　　崇

Plenary	Lecture	10
「ビデオで見る大人と子供の MDS ２」

共催：エフピー株式会社
司会：近藤　智善　　演者：熊田　聡子

閉会式

7:30~9:30

ポスター
貼付

7:30~9:30

ポスター
貼付

8:00~16:40

展示

8:00~16:40

展示

9:30~11:20

ポスター
展示

9:30~11:20

ポスター
展示

12:15~15:00

ポスター
展示

12:15~15:00

ポスター
展示

11:20~12:15

ポスター
発表

11:20~12:15

ポスター
発表

15:00~16:00

ポスター
撤去

15:00~16:00

ポスター
撤去


