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特別企画
PNIRSとの

プレシンポジウム
座長：横田　隆徳
演者：Atsuyoshi Shimada、
　　　Julienne E. Bower

8：40～8：50
開会の辞　原　英夫

8：50～10：10

シンポジウム１
ノドパチーと自己免疫性

末梢神経障害
-nodpathyの観点から見た免疫性

末梢神経疾患の未来像-
座長：海田　賢一、山﨑　亮
演者：薄　敬一郎、桑原　基、
　　　緒方　英紀

8：50～10：20

シンポジウム２
多発性硬化症における
慢性炎症と病態進行

座長：三宅　幸子、三須　建郎
演者：佐治　越爾、宮﨑　雄生、
　　　山﨑　亮、竹脇　大貴

10：20～11：50

特別講演１
Multiple sclerosis: strategies for 

future precision medicine
座長：吉良　潤一
演者：磯部　紀子

13：00～14：00

シンポジウム３
重症筋無力症の最新の

トピックス
座長：吉川　弘明、松尾　秀徳
演者：吉川　弘明、関　守信、
　　　鵜沢　顕之、村井　弘之

13：55～15：25

ワークショップ４
NMO ②

座長：三須　建郎、大橋　高志

13：00～14：05

ワークショップ５
MS ②

座長：三宅　幸子、越智　博文

14：20～15：25

ワークショップ２
末梢神経疾患

座長：海田　賢一、飯島　正博

10：40～11：45 10：40～11：45

ワークショップ１
NMO ①

座長：木下　允、深浦　彦彰

9：15～10：20

8：50～9：10
2020年研究創世賞セッション
座長：近藤　誉之、越智　博文
演者：髙井　良樹、横手　裕明

学会賞受賞候補
セッション

座長：原　英夫、松尾　秀徳
演者：竹下　幸男、芦田　真士、
　　　木村　暁夫、横田　隆徳、
　　　込山　星河、安水　良明、
　　　竹下　幸男、福元　尚子

15：30～17：00

特別講演２
Immune Mechanisms 

in Neurologic Diseases
座長：田平　武
演者：Howard L. Weiner

18：30～19：30

　　　　　教育講演１
免疫性ニューロパチーの新規治療の現状と展望
座長：神田　隆　演者：桑原　聡

14：10～14：40

　　　　　教育講演２
NMOSDに対する分子標的治療の進歩
座長：中島　一郎　演者：中原　仁

14：45～15：15

ランチョンセミナー１
CIDPの臨床
座長：桑原　聡
演者：神田　隆

共催：CSLベーリング株式会社

12：00～12：50 ランチョンセミナー２
関節リウマチでの使用経験から
学んだIL-6阻害療法の適正化

座長：原　英夫　
演者：桑名　正隆

共催：中外製薬株式会社

12：00～12：50
ランチョンセミナー３
NMOSD 診療の理論と実践

座長：新野　正明
演者：中原　仁　

共催：田辺三菱製薬株式会社

12：00～12：50
ランチョンセミナー４
多発性硬化症とB細胞療法

座長：越智　博文　演者：野原　千洋子
共催：ノバルティス ファーマ株式会社
　　　メディカル本部

12：00～12：50 ランチョンセミナー５
新たなエビデンス ～ソリリス®PREVENT

継続投与試験から考察する補体を
ターゲットにしたNMOSD治療最前線～
座長：藤原　一男　演者：中島　一郎
共催：アレクシオンファーマ合同会社

ポスター
閲覧

質問受付期間̶̶̶̶̶̶
10月21日（木）

9：00

～

10月22日（金）
12：00

回答期間̶̶̶̶
10月21日（木）

10：00

～

10月22日（金）
15：00

12：00～12：50

イブニングセミナー１
座長：磯部　紀子

MS患者の就労問題　演者：野原　千洋子
MS患者の妊娠・出産―プレコンセプショ
ンケアの重要性―　  　 演者：清水　優子

共催：武田薬品工業株式会社

17：00～17：50 イブニングセミナー２
座長：横山　和正

抗MOG抗体関連疾患の特徴
演者：三須　建郎

抗MOG抗体測定におけるLive CBA
演者：高橋　利幸

共催：株式会社コスミックコーポレーション

17：00～17：50

ワークショップ３
MS ①

座長：磯部　紀子、荒木　学

英語セッション

同時通訳あり
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ランチョンセミナー６
自己抗体関連視神経炎の診断と治療戦略
座長：近藤　誉之　演者：三須　建郎
共催：帝人ファーマ株式会社・
　　　帝人ヘルスケア株式会社

12：00～12：50
ランチョンセミナー７
重症筋無力症の治療update

座長：村井　弘之
演者：鵜沢　顕之

共催：アルジェニクスジャパン株式会社

12：00～12：50 ランチョンセミナー８
多発性硬化症：病初期から進行期
まで途切れのない治療の必要性
座長：中原　仁　演者：磯部　紀子
共催：バイオジェン・ジャパン株式会社・
　　　エーザイ株式会社

12：00～12：50 ランチョンセミナー９
自己抗体陽性CIDPの病態に即した

治療法選択 -EAN/PNS 2021 
新ガイドラインをふまえて-

座長：桑原　聡　演者：山﨑　亮
共催：日本製薬株式会社

12：00～12：50
ランチョンセミナー 10
多発性硬化症の病態と治療方略

座長：田中　章景
演者：中辻　裕司

共催：田辺三菱製薬株式会社

12：00～12：50

モーニングセミナー１
多発性硬化症の多様性と

疾患修飾薬の選択
座長：河内　泉　演者：松下　拓也
共催：武田薬品工業株式会社

8：10～9：00
モーニングセミナー２

MG治療 新時代の入り口
～抗補体薬ソリリス®の使用経験～

座長：槍澤　公明
共催：アレクシオンファーマ合同会社

MGにおける補体の関与
演者：鵜沢　顕之

抗補体薬ソリリス®の位置づけ
演者：村井　弘之

8：10～9：00

シンポジウム４
知っておくべき希少な脳炎・
脊髄炎の診断・治療update
座長：米田　誠、山野　嘉久
演者：原　　誠、竹内　英之、
　　　横山　和正、中根　俊成

9：50～11：20

シンポジウム５
多彩な免疫学的機序により

発症する筋疾患
座長：清水　潤、鈴木　重明
演者：山下　賢、角谷　真人、
　　　内尾　直裕、谷口　洋、
　　　漆葉　章典

9：50～11：20

ワークショップ６
臨床ケース

座長：山﨑　亮、宮本　勝一

ワークショップ７
基礎研究①

座長：松井　真、近藤　誉之

9：00～10：30

10：40～11：45

シンポジウム６
最新の基礎研究から学ぶ
脳神経疾患の分子病態

座長：山中　宏二、齊藤　峰輝
演者：伊藤　美菜子、池田　史代、
　　　花田　俊勝

13：00～14：30
教育委員会セミナー１
機能核酸による遺伝子制御の

原理と研究法、臨床応用
座長：松井　真　演者：横田　隆徳

13：00～13：50
ワークショップ８

自己免疫性脳炎・その他
座長：中根　俊成、竹内　英之

13：00～13：45

ワークショップ９
MG

座長：村井　弘之、吉川　弘明

13：50～14：35

ワークショップ10
基礎研究②

座長：山中　宏二、齊藤　峰輝

14：45～15：40

教育委員会セミナー２
グリア細胞の最近の知見と研究法

座長：松井　真　
演者：小泉　修一

14：50～15：40

特別企画
第20回イスラエル神経免疫学会

との合同シンポジウム

14：00～18：00（予定）

　　　教育講演３
アトピー性皮膚炎における痒みの分子機序
座長：原　英夫　演者：出原　賢治

9：10～9：40

15:45 ～ 15:55
表彰・閉会式  原　英夫
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