
オンデマンド配信
（10/1（金）9：20　～10/17（日）23:59）

第1会場 第2会場 第1会場 第2会場 一般演題

ライブ配信
（オンデマンド配信期間：10/3（日）9:00 ～ 10/17（日）23:59）

※ランチョンセミナー、コーヒーブレイクセミナー、モーニングセミナーはライブ配信のみとなります。

2021年10月1日（金） 2021年10月2日（土）

8:00 8:00 8:00 8:00

9:00

一般演題　質疑応答①
（発表者と参加者がライブで
質疑応答のやり取りができる

セッション（コアタイム））

※質疑が可能な演題番号は
「プログラム」ページをご確認ください

会長講演
ヘルペスウイルスの

中枢神経病原性解明を目指して
座長：細矢 光亮　　演者：吉川 哲史

シンポジウム3

神経感染症と神経難病

座長：亀井　聡　　杉江 和馬
演者：河村 吉紀　　山村　隆

　　　　　豊田 一則　　平山 正昭

10:0010:00

30

モーニングセミナー
NMOSDの免疫病態とIL-6の関わり

座長：道勇 学　演者：千原 典夫
共催：中外製薬

30 30 30 30

9:00

30

開会の辞

9:00 9:00

10:00

30

30

特別講演
HHV-6 and neurological

diseases
座長：吉川 哲史

演者：Steve Jacobson

11:00

基礎委員会セッション
神経感染症の基礎

座長：長谷川秀樹　　鈴木　忠樹
演者：新 竜一郎　　永田 典代
　  　　橋口 隆生　　林　　昌宏

11:00 11:00 11:00

30 30 30

12:00

30

30 30

10:00

30

第4回症例検討会
症例から学ぶ　神経感染症・免疫疾患

総合司会：伊崎　祥子

【第1部】
症例検討会

座長
白井 慎一　　國井美紗子
森地振一郎　　　里　龍晴

コメンテーター
丹羽 淳一　　中嶋 秀人
吉良龍太郎　奥村 彰久

【第2部】
こんな時どうしますか？

実臨床で困った経験を話してみよう

司会
岩田 育子　　伊崎 祥子
白井 慎一　　國井美紗子
森地振一郎　　　里　龍晴

30

13:00

303030

表彰式

30 30 30

ランチョンセミナー3
『視神経脊髄炎と補体』

-「免疫抑制」から「分子標的」への
パラダイムシフト-

座長：植田　晃広　　演者：中原 仁
共催：アレクシオンファーマ

30

12:00 12:00

30

一般演題
学会賞・会長賞　優秀口演

6題

ランチョンセミナー1
多発性硬化症治療の最前線と

そのリスクとベネフィット
座長：野村 恭一

演者：中原 仁　　原田 雅史
共催：バイオジェン・ジャパン

ランチョンセミナー２
ギランバレー症候群の病態と感染
座長：渡辺 宏久　演者：海田 賢一

共催：帝人ヘルスケア

ランチョンセミナー4
発展する遺伝子治療

－AAVベクターが変える難病治療－
座長：衞藤 義勝  演者：村松 慎一

共催：ノバルティス ファーマ

12:00

13:00 13:00 13:00

30 30 30

15:00

16:00

15:0015:00

30

30

16:00

30 30 30 30

30 30 30 30

19:00 19:00 19:00

15:00

30

シンポジウム1

病原微生物の
神経病原性制御機構

座長：西條 政幸　　河島 尚志
演者：加藤 哲久　　新谷 奈津美

　　鈴木 忠樹　　本田 知之

17:00

シンポジウム2

自己免疫性脳炎と感染症

座長：植田 晃広　　飯塚 高浩
演者：佐久間 啓　　三須 建郎
　　　　中島 一郎　　中嶋 秀人

18:00 18:00 18:00

コーヒーブレイクセミナー1
パーキンソン病について

座長：伊藤瑞規
演者：西田　卓、平山 正昭

共催：エーザイ

シンポジウム4

SARS-CoV-2の神経病原性と
関連する神経疾患

座長：長谷川秀樹　　園生 雅弘
演者：大曲 貴夫　　山内 洋平
　　　　下畑 享良　　水澤 英洋

14:00

19:00

ICD講習会

ワクチンで予防可能な神経感染症

座長：河村 吉紀
演者：谷口 清州
　　　前木 孝洋
　　　伊藤 睦代

17:00

コーヒーブレイクセミナー2
MSにおける薬剤性PML

座長：三條 伸夫　演者：雪竹 基弘
共催：ノバルティス ファーマ

17:0017:00

16:00

30

16:00

30

教育講演7
ワクチンによる細菌性髄膜炎の

制御と課題
座長：川崎 幸彦　演者：菅 秀

メディカルスタッフセッション
神経感染症の急性期から慢性期まで

座長：河村　吉紀
演者：濱本 憲佳　　西村 和子

青木　千穂

30 30 30

14:00 14:00 14:00

メディカルスタッフセッション
感染症を起こしやすい神経疾患

座長：島 さゆり
演者：土井 洋平　　三鬼 達人

18:00

第25回日本神経感染症学会総会・学術大会　日程表

閉会の辞

30

一般演題　質疑応答①
（発表者と参加者がライブで
質疑応答のやり取りができる

セッション（コアタイム））

※質疑が可能な演題番号は
「プログラム」ページをご確認ください

教育講演2
小児の急性脳炎・脳症の変遷

座長：吉良龍太郎　演者：奥村 彰久

教育講演3
髄膜炎・脳炎診療における髄液病原微
生物multiplex-PCRパネルの臨床

応用
座長：木村 暁夫　演者：原 誠

教育講演4
プリオン病のup to date

座長：佐藤 克也　演者：浜口 毅

教育講演5
動物媒介中枢神経感染症：

Bウイルス病と狂犬病
座長：本道 栄一　演者：前田 健

教育講演6
神経感染症の画像診断

座長：高梨 潤一　演者：柳下 章

教育講演8
ポリオ排除計画のup to date

座長：楠原 浩一　演者：谷口 清州

教育講演1
結核性髄膜炎診療；

症候から早期に診断し、治療へ繋ぐ
座長：米田 誠　演者：岩田 育子


