
第51回日本臨床神経生理学会学術大会・第58回日本臨床神経生理学会技術講習会

第1日目：12月16日（木）

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場

展示棟 展示棟 展示棟 展示棟 展示棟 展示棟 会議棟
展示室1 展示室3-A 展示室3-B 会議室1 会議室2 会議室3 白橿

ｘ

ハンズオンセミナー1
（9:30-11:30）

SCS（脊髄刺激療法）
ハンズオン

共催：日本メドトロニック、
ボストン・サイエンティフィックジャパン、

アボット・メディカルジャパン

コーディネータ：市川忠
講師：市川 忠、大島秀規、

西川泰正、上利崇

シンポジウム8
（13:15-14:30）

生理学検査室の
ISO15189認定

座長：三木未佳、佐々木一朗
演者：西村とき子、植松明和、

星野哲、松下隆史

教育講演2（9:45-10:15）
経頭蓋律動電流刺激とヒト歩行

座長：加賀谷斉
演者：小金丸聡子

教育講演1（9:00-9:30）
脳卒中片麻痺歩行の運動学的・

運動力学的理解に基づく足関節装具の開発
座長：加賀谷斉
演者：関口雄介

教育講演3（10:30-11:00）
脳波を用いた感情評価と加速度センサーを用いた動作評価

座長：尾崎勇
演者：伊賀崎伴彦

教育講演4（11:15-11:45）
AI時代の脳波・脳磁図解析

座長：矢部博興
演者：栁澤琢史

教育講演5（13:15-13:45）
発作時頭蓋内脳波

座長：飯田幸治
演者：岩崎真樹

教育講演6（14:00-14:30）
遅い波と早い波の役割

座長：小林勝弘
演者：池田昭夫

シンポジウム1
（9:00-10:15）

救急医療と神経生理
座長：久保田有ー、酒田あゆみ

演者：松原崇一朗、吉村元、
守谷俊、福地聡子

シンポジウム2
（9:00-10:15）

イメージングで診る神経生理
座長：大友智、越智一秀
演者：大友智、花川隆、
越智一秀、澤本伸克

ランチョンセミナー4
(12:00-13:00)

Transient epileptic amnesia
共催：フクダ電子
座長：飛松省三
演者：赤松直樹

ハンズオンセミナー2
（13:15-15:15）
DBSハンズオン

共催：日本メドトロニック、
ボストン・サイエンティフィックジャパン、

アボット・メディカルジャパン

コーディネータ：深谷親
講師：深谷親、下泰司、

旭雄士

一般演題6
（13:15-14:27）

末梢神経疾患1
座長：国分則人、鈴木千恵子

一般演題7
（14:45-15:49）

脳波
座長：加藤量広、木下真幸子

一般演題8
（14:45-15:49）

末梢神経疾患2
座長：植松明和、津田笑子

一般演題5
（13:15-14:19）

脳磁図・脳波
座長：尾崎勇、菊知充

21:00
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施設名

本川弘一記念シンポジウム
 （9:00-10:15）

～脳波と脳磁図の黎明期～
座長：正門由久、出江紳一
演者：中里信和、虫明元、

白澤厚、松岡洋夫

一般演題1
（9:00-10:12)

事象関連電位
座長：鬼塚俊明、原恵子

一般演題2
（9:00-10:04)

術中モニタリング1
座長：佐々木達也、福多真史

12:00

シンポジウム5
（10:30-11:45）

上肢の絞扼性神経障害を
どう診る？

座長：信田進吾、原由紀則
演者：植松明和、栗原由佳、
大石知瑞子、長谷川和重

一般演題3
（10:30-11:42)

精神疾患
座長：石井良平、志賀哲也

一般演題4
（10:30-11:42)

術中モニタリング2
座長：板倉毅、川口昌彦

ランチョンセミナー1
(12:00-13:00)

てんかん脳磁図(MEG)検査の

ＡＩによる自動化

共催：リコー
座長：平田雅之

演者：平田雅之、
長谷川史裕 、菅野彰剛

ランチョンセミナー2
(12:00-13:00)

CIDP鑑別診断の要点
共催：CSLベーリング

座長：野寺裕之
演者：大崎裕亮

シンポジウム3
（10:30-11:45）

室温生体磁気計測の進歩
座長：菅野 彰剛、安藤康夫
演者：大兼幹彦、辰岡鉄郎、

菅野彰剛、小林哲生

シンポジウム4
（10:30-11:45）

BAFMEを通して学びたいこと
座長：谷口豪、人見健文

演者：加藤昌明、人見健文、
高橋幸利、石浦浩之

ランチョンセミナー3
(12:00-13:00)
視神経脊髄炎

共催：アレクシオンファーマ

座長：中島一郎
演者：三須建郎

13:00

ランチョンセミナー6
(12:00-13:00)

睡眠関連
共催：MSD

座長：富田博秋
演者：櫻井武

ランチョンセミナー5
(12:00-13:00)

救急で診るてんかん重積・てんかん

共催：第一三共
・ユーシービージャパン

座長：久志本成樹
演者：久保田有一

14:00

16:00

シンポジウム11
（16:15-17:30）

マニアックな脳波判読
座長：赤松直樹、人見健文

演者：酒田あゆみ、榎日出夫、
小林 勝哉、寺田清人奨励賞受賞記念講演II

（17:10-17:30）
座長：正門由久
演者：東原真奈

シンポジウム7
（13:15-14:30）

機能性神経症状症の
電気生理

座長：関口兼司、園生雅弘
演者：園生雅弘、吉野敦雄、

関口兼司、福永幹彦

教育講演7（14:45-15:15）
針筋電図（安静時活動）

座長：今井富裕
演者：宮地洋輔

教育講演8（15:30-16:00）
皮質皮質間誘発電位(CCEP)：歴史と展望

座長：柿坂庸介
演者：松本理器

教育講演9（16:15-16:45）
ミスマッチ陰性電位の臨床応用について

座長：木下利彦
演者：志賀哲也

教育講演10（17:00-17:30）
神経生理からせまる意識と睡眠の脳科学

座長：吉村匡史
演者：宇佐美清英

シンポジウム6
（13:15-14:30）

超適応の神経生理学
座長：出江紳一、花川隆

演者：内藤栄一、関和彦、
花川隆、高草木薫

15:00

サテライトシンポジウム5
（17:45-19:45）

第8回術中脳脊髄モニタリング

懇話会
企画：谷口愼一郎

演者：福岡尚和、岩崎博、
本山靖、林浩伸

一般演題10
（16:15-17:19）

末梢神経疾患3
座長：大石知瑞子、児玉三彦

奨励賞受賞記念講演I
（15:40-16:00）
座長：木村彰男
演者：山口智史

シンポジウム9
（14:45-16:00）

非侵襲的脳刺激と
神経疾患解析

座長：花島律子、小玉聡
演者：美馬達哉、竹内雄一、

小玉聡、村上丈伸

シンポジウム10
（14:45-16:00）

疼痛関連評価の現状と今後
座長：牛田享宏、川端茂徳

演者：西原真理、泉仁、
城由紀子、田中創

時実レクチャー
（14:45-15:35）

座長：木村彰男
演者：齋藤貴徳

島薗レクチャー
（16:15-17:05）

座長：正門由久
演者：髙橋修

シンポジウム12
（16:15-17:30）

脊髄性萎縮の診断と治療
座長：横田隆徳、金井数明
演者：横田隆徳、TibungJT、

関口兼司、金井数明

一般演題9
（16:15-17:27）

意識障害
座長：大友智、久保田有一

サテライトシンポジウム１
（17:45-19:45）

神経超音波研究会
企画：三澤園子

サテライトシンポジウム2
（17:45-19:55）

第32回時期刺激の臨床応用と安全性に関する委員会
共催：エーザイ株式会社

企画：三村將
演者：北城 圭一、和田真孝、

小西清貴、代田悠一郎

サテライトシンポジウム3
（17:45-19:45）

第32回小児脳機能研究会
企画：植松貢

演者：菅野彰剛、桑原聡、
久保田雅也、鈴木匡子

サテライトシンポジウム4
（17:45-19:45）

第5回MＭN研究会
企画：矢部博興

演者：諏訪園 秀吾、星野 大、
木村元洋、那波宏之、

田村 俊介、切原 賢治、
山室和彦、住吉太幹

8：45～9：00

開会挨拶(中里信和)

歓迎挨拶(東北大学総長 大野英男)



第51回日本臨床神経生理学会学術大会・第58回日本臨床神経生理学会技術講習会

第2日目：12月17日（金）

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場

展示棟 展示棟 展示棟 展示棟 展示棟 展示棟 会議棟
展示室1 展示室3-A 展示室3-B 会議室1 会議室2 会議室3 白橿

ハンズオンセミナー3
（9:30-11:30）
ITBハンズオン

痙縮に対するバクロフェン
持続髄注装置の使用法

共催：第一三共
コーディネータ：内山卓也
講師：内山卓也、齋藤健、

松浦慶太

7:00

会場名

施設名

シンポジウム17
（10:30-11:45）

術中モニタリングの
手術成績への貢献

座長：佐々木達也、板倉毅
演者：佐々木達也、安藤宗治、

吉谷健司、川口昌彦

8:00

9:00

シンポジウム14
（9:00-10:15）

臨床神経生理学における
教育と啓発

座長：谷口豪、寺田清人
演者：寺田清人、園生雅弘、

河合真、浅野英司
10:00

11:00

12:00
ランチョンセミナー11

(12:00-13:00)
てんかんと睡眠の密接な関係

共催：エーザイ
座長：重藤寛史

演者：上原平、加賀佳美

ランチョンセミナー12
(12:00-13:00)

脳神経外科手術支援ロボットROSA
による深部脳波検査

-ROSA国内初症例に学ぶ有用性-

共催：ジンマーバイオメット

座長：川合謙介
演者：大沢伸一郎

ランチョンセミナー8
(12:00-13:00)

磁気刺激のニューロリハビリテーションへの応用
共催：カフベンテック

座長：正門由久
演者：藤原俊之

ランチョンセミナー9
(12:00-13:00)

てんかんの脳波：
高周波から低周波まで

共催：第一三共
・ユーシービージャパン

座長：青木正志
演者：寺田清人

ランチョンセミナー10
(12:00-13:00)

脊磁図・末梢神経磁図・筋磁図

による次世代の神経機能診断

共催：株式会社リコー
座長：冨永悌二

演者：川端茂徳、横田隆徳

シンポジウム15
（9:00-10:15）

電気生理学検査における
アーチファクトとの戦い
座長：神一敬、浅黄優

演者：佐々木一朗、神一敬、
関口兼司、高谷恒範

教育講演11（9:00-9:30）
閉塞性睡眠時無呼吸のフェノタイプによる

テーラーメイド治療の可能性
座長：村木久恵
演者：中山秀章

教育講演12（9:45-10:15）
てんかん診療にかかわる人が知っておくべき睡眠関連疾患

座長：立花直子
演者：茶谷裕

一般演題11
（9:00-10:12)

経頭蓋電気刺激・磁気刺激
座長：西田圭一郎、野田賀大

一般演題12
（9:00-10:04)

リハビリテーション1
座長：鈴木俊明、原元彦

シンポジウム18
（10:30-11:45）

統合失調症バイオマーカー
としてのMMN

座長：笠井清登、住吉太幹
演者：切原賢治、矢部博興、

森湧平、志賀哲也

一般演題13
（10:30-11:42)

磁気刺激
座長：出江紳一、河島則天

一般演題14
（10:30-11:42)

リハビリテーション2
座長：藤原俊之、水野勝広

教育講演13（10:30-11:00）
脳波ＢＭＩによる認知機能評価/訓練装置の開発

座長：菊知充
演者：長谷川良平

教育講演14（11:15-11:45）
ダイナミックトラクトグラフィー

座長：植松貢
演者：浅野英司

シンポジウム20
（13:15-14:30）

臨床神経生理検査における
多職種連携

座長：酒田あゆみ、神一敬
演者：星野哲、渡邉恵利子、

浅黄優、眞下緑

教育講演15（13:15-13:45）
初学者のための新生児脳波の実際

座長：植松貢
演者：山本啓之

教育講演16（14:00-14:30）
ADHDと突発性脳波異常

座長：植松貢
演者：相原正男

21:00

シンポジウム13
 （9:00-10:15）

遠隔医療 D to D
座長：重藤寛史、柿坂庸介
演者：人見健文、大沼歩、

柿坂庸介、大坪宏

シンポジウム16
（10：30-11:45）

頭蓋内電極留置の
仮説構築のワークショップ

座長：岩崎真樹、Khoo Hui Ming

演者：Tandon Nitin、
Khoo Hui Ming、萩原綱一

18:00

14:00

15:00

シンポジウム19
（13:15-14:30）

電磁気生理学検査のAI診断
座長：平田雅之、野寺裕之

演者：藤原幸一、平田雅之、
野寺裕之、川合謙介

ランチョンセミナー7
(12:00-13:00)

重症筋無力症に関する話題
共催：アルジェ二クスジャパン

座長：鈴木靖士
演者：鵜沢顕之

19:00

20:00

17:00

13:00

16:00

シンポジウム24
（16:15-17:30）

ニューロモジュレーションの
フロンティア

座長：谷口豪、岩崎真樹
演者：森下登史、竹林実、

住吉太幹、細見晃一

シンポジウム25
（16:15-17:30）

小児のてんかん・急性疾患に
おける脳波解析

座長：秋山倫之、岡西徹
演者：岡西徹、土屋弘樹、

大栗聖由、古居彬

一般演題19
（16:15-17:27）

睡眠
BMI/BCI・情報処理・ME

座長：立花直子、平田雅之

教育講演17（14:45-15:15）
神経疾患に対するニューロリハビリテーション

座長：後藤純信
演者：植木美乃

教育講演18（15:30-16:00）
経頭蓋磁気刺激のこれまでとこれから

座長：宇川義一
演者：花島律子

シンポジウム21
（14:45-16:00）

終夜睡眠ポリグラフの事件簿
座長：村木久恵、小栗卓也

演者：谷口充孝、赤堀真冨果、
奥谷一真、河合真

教育講演19（16:15-16:45）
脊髄誘発電位を用いた障害高位診断:現状と今後

座長：川端茂徳
演者：谷口愼一郎

シンポジウム22
（14:45-16:00）

頭蓋内電極による
低侵襲脳機能マッピング

座長：松本理器、岩崎真樹
演者：江夏怜、山尾幸広、

下竹昭寛、貴島晴彦

教育講演20（17:00-17:30）
ホリスティックアプローチによる末梢神経外科成績の再考

座長：原友紀
演者：平田仁

一般演題16
（13:15-14:19）

筋電図、神経筋接合部疾患
座長：今井富裕、畑中裕己

一般演題20
（16:15-17:19）

神経筋超音波
・末梢神経筋画像

座長：髙松直子、三澤園子

シンポジウム23
（14:45-16:00）

臨床神経生理学の
リハビリテーションへの応用
座長：水野勝広、藤原俊之

演者：三原雅史、鈴木俊明、
竹内直行、川上途行

一般演題17
（14:45-15:49）

てんかん2
座長：重藤寛史、宮島美穂

一般演題18
（14:45-15:41）

神経伝導検査・誘発筋電図
座長：叶内匡、黒川勝己

ワークショップ
（13:15-14:30）

未来の障害者支援機器を
創造する"デザイン思考"プロセス

～臨床神経生理学が社会に
貢献するための考え方～

座長：出江 紳一
講師：原陽介

一般演題15
（13:15-14:27）

てんかん1
座長：人見健文、夏目淳
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第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場

展示棟 展示棟 展示棟 展示棟 展示棟 展示棟 会議棟
展示室1 展示室3-A 展示室3-B 会議室1 会議室2 会議室3 白橿

一般演題22
（9:00-10:12)

運動ニューロン疾患
座長：上坂義和、野寺裕之

10:00

技術講習会 3
（10:30-11:45）
司会：浅黄優

講師：宇城研悟

11:00

施設名

8:00

7:00

シンポジウム27
（9:00-10:15）

コロナ禍・災害時の
臨床神経生理学

座長：赤松直樹、八木和広
演者：芳賀麻里、黒田直生人、

幸原伸夫、上原平

教育講演23（10:30-11：00）
頚椎症性筋萎縮症はどのように診断する？

座長：上坂義和
演者：園生雅弘

教育講演24（11:15-11：45）
NCSルーチン検査におけるピットフォール

座長：畑中裕己
演者：大石知瑞子

シンポジウム28
（10:30-11:45）

てんかん脳磁図
座長：白石秀明、村上博淳
演者：中島翠、山本啓之、

石田誠、村上博淳

シンポジウム29
（10:30-11:45）

脳疾患の作業療法と
臨床神経生理

座長：石井良平、桐本光
演者：梁楠、上田将也、

竹林崇、上村純一

一般演題23
（10:30-11:34)

視覚誘発電位・磁界、
聴覚誘発電位・磁界

座長：小阪慎、中川雅文

一般演題24
（10:30-11:42)

脳機能画像、疼痛、自律神経
座長：西田大輔、牛田享宏

会場名

9:00

シンポジウム26
（9:00-10:15）

遠隔医療
 "Doctor to Patient"

座長：榎日出夫、柿坂庸介
演者：榎日出夫、岸本泰士郎、

服部信孝、吉村健佑

一般演題21
（9:00-10:12)

体性感覚誘発電位・磁界
座長：菅野彰剛、宮地洋輔

教育講演21（9:00-9:30）
小児てんかんでの脳磁図解析の役割

座長：夏目淳
演者：白石秀明

教育講演22（9:45-10:15）
自律神経てんかん発作と島回の関与

座長：小林勝弘
演者：大坪宏

技術講習会 1
 （9:00-9:35）
司会：髙橋修

講師：木崎直人

技術講習会 2
 （9:40-10:15）
司会：宇城研悟
講師：杉山邦男

教育講演28（15:30-16:00）
島回部分発作のてんかんネットワーク

座長：藤井正美
演者：福多真史

ランチョンセミナー17
(12:00-13:00)

明日から使えるエコーガイド
下ボツリヌス療法

共催：帝人ヘルスケア

座長：正門由久
演者：児玉三彦

ランチョンセミナー18
(12:00-13:00)

統合失調症に対するdMMN
の高い疾患感受性について
共催：Meiji Seikaファルマ

座長：中村和彦
演者：矢部博興

ランチョンセミナー15
(12:00-13:00)

CIDP 2021 Update
 ～改訂EAN/PNS CIDP

ガイドラインを中心に～

共催：日本製薬
座長：梶龍兒
演者：桑原聡

ランチョンセミナー16
(12:00-13:00)

共催：リヴァノヴァ
座長：中里信和

演者：中川裕康、福田光成

13:00

14:00

教育講演25（13:15-13:45）
軸索障害の病態と電気診断

座長：三澤園子
演者：黒川勝己

教育講演26(14:00-14:30）
脱髄の電気診断
座長：三澤園子

演者：鈴木千恵子

12:00 ランチョンセミナー13
(12:00-13:00)

上肢・下肢痙縮に対する
治療戦略 ～治療満足度の

最大化を目指して～

共催：グラクソスミスクライン

座長：有村公良
演者：川上途行

技術講習会 4
 （13:15-13:50）
司会：髙橋修

講師：川上途行

技術講習会 5
 （13:55-14:30）
司会：杉山邦男
講師：小野誠司

ランチョンセミナー14
(12:00-13:00)

脳磁図を用いた中枢性感覚障害の客観的評価
共催：MEGIN

座長：飛松省三
演者：中村政明

21:00

18:00

19:00

20:00

一般演題30
（16:15-17:19）

神経磁界計測
座長：安藤宗治、川端茂徳

17:00

技術講習会 7
（16:15-17:30）
講師：幸原伸夫

教育講演29（16:15-16:45）
脳深部刺激療法：これまでとこれから

座長：大沢伸一郎
演者：深谷親

教育講演30（17:00-17:30）
絞扼性神経障害の神経伝導検査

座長：長谷川和重
演者：信田進吾

VNSハンズオン
（13:30-15:30）

共催：リヴァノヴァ

コーディネータ：山本貴道、
原 恵子

講師：山本貴道、赤松直樹、
川合謙介

16:00

シンポジウム33
（16:15-17:30）

専門医制度（第二部）
座長：園生雅弘、三國信啓

演者：高橋良輔、齋藤貴徳、
川合謙介

シンポジウム35
（16:15-17:30）

筋電図
座長：三澤園子、鈴木千恵子
演者：畑中裕己、田村暁子、

叶内匡、國分則人

一般演題29
（16:15-17:19）

てんかん4
座長：岩崎真樹、小野智憲

一般演題27
（14:45-15:57）

てんかん3
座長：飯田幸治、菅野秀宣

15:00

一般演題28
（14:45-15:41）

歩行・姿勢・動作分析
座長：加賀谷斉、関口雄介

シンポジウム30
（13:15-14:30）

整形外科の
術中モニタリング

座長：谷口愼一郎、川端茂徳
演者：林浩伸、重松英樹

橋本淳、町野正明

シンポジウム31
（13:15-14:30）

神経発達症における
神経生理検査の位置づけ
座長：金村英秋、安原昭博

演者：金村英秋、中川栄二、
伊予田邦昭、森健治

一般演題25
（13:15-14:11）

不随意運動・基底核疾患
座長：飯嶋睦、濱田雅

一般演題26
（13:15-14:19）

各種疾患、リハビリテーション
座長：大田哲生、長谷公隆

技術講習会 6
（14:45-16:00）
司会：菅野彰剛
講師：神一敬

シンポジウム32
（14:45-16:00）

専門医制度（第一部）
座長：園生雅弘、三國信啓
演者：森隆夫、園生雅弘、

池田昭夫、内山真

シンポジウム34
（14:45-16:00）

発達障害と事象関連電位
座長：稲垣真澄、太田克也

演者：加賀佳美、池田一成、
太田豊作、板垣俊太郎

教育講演27（14:45-15:15）
脊椎脊髄手術における経頭蓋刺激・筋誘発電位

モニタリングのfade対策
座長：板倉毅

演者：安藤宗治

閉会挨拶(中里信和)


