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A会場 B会場 C会場 D会場 E会場
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櫻ホールII
3F 

櫻ホールI
4F 

THE MARK ROOM WEST
4F 

THE MARK ROOM EAST
5F 

THE GRAND ROOM WEST

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

8：40

18：40

開会式

基礎と臨床の融合 
シンポジウム1

脳画像から解き明かす 
自律神経不全の病態

座長：渡辺　宏久、平野　成樹

 招請講演 1
“Sick-but-not-dead” catechol-

aminergic neurons: 
Implications for biomarkers, 
mechanisms, and treatment
座長：山元　敏正 　　　　
演者：David S. Goldstein

ランチョンセミナー 1
中枢性脳卒中後 痛の 

病態と治療
座長：丸木　雄一
演者：細見　晃一
共催：第一三共（株）

総会・評議員会

学会賞表彰式・受賞講演

　　会長講演
患者から学んだ私の自律神経学

座長：荒木　信夫
演者：山元　敏正

　理事長講演
日本自律神経学会の歴史と展望

座長：黒岩　義之
演者：荒木　信夫

特別講演 1
COVID-19と自律神経障害

―神経免疫の視点
座長：平田　幸一
演者：山村　　隆

日本高血圧学会 
共同シンポジウム

自律神経と血圧変動調節
座長：苅尾　七臣、石田　万里

基礎と臨床の融合 
シンポジウム2
神経疾患における 
睡眠・自律神経障害

座長：鈴木　圭輔、仙石　錬平

一般演題 1
中枢神経・発汗関連
【B-01～B-04】
座長：國本　雅也

ランチョンセミナー 2
PD診療におけるEmotional well 
beingと社会参画の重要性 

―自律神経との関連性も踏まえて―
座長：吉田　典史
演者：渡辺　宏久

共催：武田薬品工業（株）

基礎と臨床の融合 
シンポジウム3

パーキンソン病に伴う 
自律神経障害

座長：荒木　信之、齊藤　祐子

基礎と臨床の融合 
シンポジウム4

Functional Urologyと
Placebo/Noceboに 

ついて
座長：朝倉　博孝、榊原　隆次

一般演題 2
免疫・感染関連
【C-01～C-05】
座長：高橋　一司

ランチョンセミナー 3
片頭痛クリニカルイナーシャ

に対する次の一手
座長：﨑山　快夫
演者：伊藤　康男
共催：大塚製薬（株）

基礎と臨床の融合 
シンポジウム5
髄液循環減少症と 

自律神経　Up to date
座長：荒木　信夫、篠永　正道

基礎と臨床の融合 
シンポジウム6
自律神経の中枢制御

座長：平井　利明、上田　陽一

一般演題 3
循環器関連

【D-01～D-05】
座長：家田　俊明

共催セミナー
ストレスによる食欲不振に対する
六君子湯の効果～六君子湯を 
日常診療で使いこなすコツ～

座長：山元　敏正
演者：屋嘉比康治
共催：（株）ツムラ

レクチャーシリーズ 1　　　
冷え性と自律神経
座長：市川　　忠
演者：新藤　和雅

レクチャーシリーズ 2　　　
消化管機能障害の診方： 

問診のコツと検査による部位診断
座長：岡　　尚省
演者：山中　義崇

レクチャーシリーズ 3　　　
カプサイシン受容体の発見：2021年 
ノーベル生理学医学賞受賞の意義
座長：犬飼　洋子
演者：富永　真琴

一般演題 4
自律神経検査法関連
【E-01～E-06】
座長：杉本　秀芳

レクチャーシリーズ 4
アミロイドーシスの最新医療

座長：下濱　　俊
演者：関島　良樹

レクチャーシリーズ 5
タウオパチーの神経病理
座長：永山　　寛
演者：吉田　眞理

レクチャーシリーズ 6
てんかんと自律神経
座長：宇高不可思
演者：川合　謙介

レクチャーシリーズ 7
自己免疫性疾患における自律神経症候

座長：海田　賢一
演者：朝比奈正人

レクチャーシリーズ 8
体位性頻脈症候群/起立性調節障害の
治療について―頭痛専門医の立場から―

座長：大林　光念
演者：光藤　　尚

レクチャーシリーズ 9
鍼 治療の適応症とその効果のメカニズム

座長：島津　智一
演者：山口　　智

8：40～9：00

9：00～10：30

11：00～11：50

12：00～13：00

13：10～14：00

14：00～14：40

14：50～15：20

15：20～15：50

16：10～17：10

17：10～18：40

9：00～10：30

10：40～11：20

12：00～13：00

17：10～18：40

9：00～10：30

10：40～11：30

12：00～13：00

17：10～18：40

9：00～10：30

10：40～11：30

17：10～18：10

9：00～9：30

9：30～10：00

10：00～10：30

10：40～11：40

15：40～16：10

16：10～16：40

16：40～17：10

17：10～17：40

17：40～18：10

18：10～18：40

日程表　10月27日（木） THE MARK GRAND HOTEL（旧ラフレさいたま）
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

16：30

特別講演 2
体位性頻脈症候群（PoTS）

の温故知新
座長：朝比奈正人
演者：田村　直俊

 招請講演 2
The extended autonomic system, 
allostasis, and catecholaminergic 

neurodegeneration
座長：岩田　　誠 　　　　
演者：David S. Goldstein

ランチョンセミナー 4
全身型重症筋無力症の最新の話
題―重症筋無力症診療ガイドライ
ン改訂とウィフガートの臨床応用―

座長：横田　隆徳
演者：鵜沢　顕之

共催：アルジェニクスジャパン（株）

特別講演 3
自律神経によるエネルギー

代謝制御
座長：髙橋　良輔
演者：中里　雅光

基礎と臨床の融合 
シンポジウム7

自律神経による免疫の制御
座長：鈴木　一博、上野　将紀

閉会式

基礎と臨床の融合 
シンポジウム8
脳腸相関と 

機能性消化管障害
座長：屋嘉比康治、中村　正彦

一般演題 5
中枢神経・免疫関連
【B-05～B-11】
座長：中根　俊成

基礎と臨床の融合 
シンポジウム9
発汗と 痛

座長：中里　良彦、近藤　徳彦

基礎と臨床の融合 
シンポジウム10
MIBGで捉えた 
心臓交感神経障害

座長：白水　重尚、内原　俊記

基礎のシンポジウム1
自律神経系の基礎研究 

アップデート
座長：上田　陽一、和気　秀文

一般演題 6
消化器・ストレス・ 
治療法関連

【C-06～C-11】
座長：岩瀬　　敏

ランチョンセミナー 5
NMOSDにおけるB細胞 
除去療法　過去・現在・未来

座長：海田　賢一
演者：横山　和正

共催：田辺三菱製薬（株）

基礎のシンポジウム2
羞明や感覚器過敏に関する

自律神経制御
座長：原　　直人、内田　さえ

基礎のシンポジウム3
ストレスと 

中枢自律神経応答
座長：桑木　共之、堀内　城司

基礎のシンポジウム4
体温調節と自律神経機能
座長：中村　和弘、永島　　計

一般演題 7
東洋医学・感覚器関連
【D-06～D-11】
座長：今井　賢治

ランチョンセミナー 6
非運動症状を考慮した 
超高齢パーキンソン病診療

座長：市川　　忠
演者：野川　　茂
共催：エーザイ（株）

全日本鍼 学会 
共催シンポジウム

鍼治療は高位中枢を介し 
症状の改善に寄与する

座長：山口　　智、谷口　博志
共催：セイリン（株）

レクチャーシリーズ 10
排尿障害（下部尿路機能障害）・ 

性機能障害の診方
座長：宮本　雅之
演者：内山　智之

レクチャーシリーズ 11
発汗障害のみかた
座長：中里　良彦
演者：大田　一路

レクチャーシリーズ 12
レム睡眠行動異常症 

―自律神経障害の臨床実際―
座長：鈴木　正彦
演者：宮本　智之

一般演題 8
形態病理・ 

神経活性物質関連
【E-07～E-12】
座長：山門　穂高

レクチャーシリーズ 13
多系統萎縮症の新診断基準と 

自律神経障害
座長：出口　一志
演者：下畑　享良

レクチャーシリーズ 14
情動と自律神経活動
座長：栗田　　正
演者：梅田　　聡

レクチャーシリーズ 15
辺縁系における認知・情動機能と 
神経回路オシレーションの関与
座長：長谷川康博
演者：村越　隆之

レクチャーシリーズ 16
認知症を含む高齢者の自律神経障害

座長：平山　正昭
演者：榊原　隆次

レクチャーシリーズ 17
体性―自律神経反射メカニズムと 
その高齢者医療・介護への応用
座長：仙波恵美子
演者：堀田　晴美

レクチャーシリーズ 18
圧受容器反射機能異常とその検査法

座長：新美　由紀
演者：梅原　　淳

9：00～10：00

10：00～10：50

12：00～13：00

13：10～14：10

14：40～16：10

16：10～16：30

9：00～10：30

10：50～12：00

13：10～14：40

14：40～16：10

9：00～10：30

10：50～11：50

12：00～13：00

13：10～14：40

14：40～16：10

9：00～10：30

10：50～11：50

12：00～13：00

13：10～14：40

9：00～9：30

9：30～10：00

10：00～10：30

10：50～11：50

13：10～13：40

13：40～14：10

14：10～14：40

14：40～15：10

15：10～15：40

15：40～16：10

日程表　10月28日（金） THE MARK GRAND HOTEL（旧ラフレさいたま）


