第 61 回日本運動障害研究会プログラム
【当番幹事】

慶應義塾大学医学部 神経内科
専任講師 関 守信 先生

日

程

２０２１年

時

間

１４：１５～１８：００

配信会場

７月１７日（土）

大日本住友製薬（株）東京本社 ３階会議室
東京都中央区京橋１丁目１３番１号 TEL０３－５１５９－２５００

開催形式

完全オンライン形式（ZOOM 開催）
ご来場での参加は出来ません。
ご視聴を希望される方は URL または二次元コードより参加登録をお願いします。
追って、視聴方法等の詳細をメールにてご案内致します。
ご連絡いただく「個人情報」は本会運営の目的のみに使用させていただきます。
詳細は、
【事前参加登録】をご参照ください。

。

参 加 費

会員 1,000 円, 非会員医師 3,000 円, 非会員非医師 2,000 円,

事務局からの振込依頼内容に沿ってお支払いをお願い致します。
発表時間

各演題、討論を含めて１５分、時間厳守でお願い致します

会

順天堂大学医学部附属浦安病院 リハビリテーション科

長

教授

林 明人

※当研究会は日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育研修会
１０単位（PDF 形式にてご登録のメールアドレスへ送付予定）
研究会ホームページ

http://undoshogai.umin.jp/

共催 日 本 運 動 障 害 研 究 会
大日本住友製薬株式会社

情 報 提 供【１４：１５～１４：３０】
トレリーフ錠最新の話題

ＳＥＳＳＩＯＮ

大日本住友製薬株式会社

Ⅰ【１４：３０～１５：２５】

＜座長＞東海大学医学部付属八王子病院

神経内科 教授

野川

茂

先生

1. ドパ反応性ジストニアとの鑑別を要した PARK2 の兄妹例
〇興津雅人，池澤淳，沖山亮一，高橋一司
東京都立神経病院 脳神経内科

2. 発語の障害と嚥下障害の程度に乖離を認めた球麻痺型筋萎縮性側索硬化症の一例
〇阪本直広, 本郷悠, 古屋佑一郎, 松井太郎, 山﨑啓史, 髙﨑寛, 池脇克則, 鈴木一詩
防衛医科大学校 神経・抗加齢血管内科

3. 片麻痺下肢に見られた自動・随意運動乖離
〇熊倉康博 1）, 稲葉克之 1）, 海老原彰 1）, 薄井美由 2）、長岡正範 1）
1）医療法人社団 友志会 リハビリテーション翼の舎病院
2）地方独立行政法人 新小山市民病院 神経内科

ＳＥＳＳＩＯＮ

Ⅱ【１５：２５～１６：００】

＜座長＞慶應義塾大学医学部

神経内科

専任講師

関

守信

先生

4. 上位運動ニューロン症状を呈したパーキンソニズム の臨床・放射線学的検討
〇堀内惠美子 1), 上田洲裕 2), 松本祐輔 1), 橋田秀司 1)
1) 日本赤十字社医療センター
2) 自治医科大学さいたま医療センター

5. 進行期パーキンソン病に対して LCIG 療法が効果不十分で DBS を行なった例と
DBS が効果不十分で LCIG 療法を行なった例
〇山脇健盛
日本郵政㈱広島逓信病院 内科

特 別 講 演Ⅰ【１６：００～１６：４５】
＜座長＞自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経内科 科長

﨑山 快夫

先生

「PD リハビリテーション-非薬物療法として-」
＜演者＞埼玉県総合リハビリテーションセンター

副センター長

市川 忠
───────

break time

先生

───────

（15 分）

特 別 講 演Ⅱ【１７：００～１８：００】
＜座長＞慶應義塾大学医学部

神経内科

専任講師

関

守信

先生

「 パーキンソン病研究小括 」
＜演者＞
岩手医科大学医学部

内科学講座

脳神経内科・老年科分野

前田

日本運動障害研究会

教授

哲也

事務局

自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経内科
〒330-8503 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 1-847
TEL 048-647-2111（代表）
Fax 048-648-5188

先生

― ご参加事前登録 ―
【オンラインご参加】
オンライン事前参加登録〆切：令和 3 年 6 月 30 日(水）17 時
お申込み確認後に受付受理メールが届きます。参加費は、お振込確認後 URL を送付します。
確認作業にお時間を要しますので予めご了承ください。

ご視聴用 URL は、令和

3 年 7 月 1 日(木)以降にご登録メールへ送付致します。

なお E-Mail の送信ができない場合は、ご登録の所属等へお問合致しますのでご了承下さい。
【ご注意】システム上、参加希望多数の場合は、会員を除き先着順となります。
参加資格は、事前参加登録後に届く「お振込依頼書」の発送をもってかえ
させていただきます。なお、手数料のご負担は参加者負担となりますので、
予めご了承の程宜しくお願い申し上げます。

【来場ご参加見合わせのお知らせ】
＊いまだ新型コロナウイルス収束の見通しが立っていない現在の状況に
鑑みてこのたびは来場ご参加を見合せることといたしました

【参加費】
事前参加登録後、事務局より別途「お振込依頼」が届きます。
参加費：会員 1,000 円, 非会員医師 3,000 円, 非会員非医師 2,000 円,

― ご参加お申込み 2 通り ―

① 【インターネットお申込み用】
https://que.ds-pharma.jp/form/pub/shiten_live/request_21717sai
2 次元コードの読取からお申込み可能です。
携帯電話のカメラ機能か読取アプリをご利用下さい。
ご連絡頂く「個人情報」は本会運営の目的のみに使用させていただきます。

【FAX お申込み用】

048-649-7018
（FAX 番号：大日本住友製薬株式会社

埼玉支店）

日本運動障害研究会担当：森茂 宛
●施設名：

●氏 名 ：

●メールアドレス：
＊記載内容は、正確にお願い致します。万一、E-Mail の送信ができない場合は、
ご所属等へお問合致しますのでご了承下さい。

●日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育研修会

１０単位

研修単位のご希望の有無。
□

【希望する】

or

□

【希望しない】

研修会受講証を、ご登録のメールアドレスにPDF にて送付致します。
なお、ご視聴を希望される方は、弊社担当MRまでご連絡下さい。追って、視聴方法等の詳細をメールにてご
案内致します。ご連絡頂く「個人情報」は本会運営の目的のみに使用させていただきます。

【本会のお問合せ】
第61回日本運動障害研究会 運営事務局窓口
大日本住友製薬株式会社 CNS営業部 森茂
juichiro-morimo@ds-pharma.co.jp
問合せ期間：2021年7月15日（木）迄

