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招待講演
「Novel Uses of Botulinum Toxin: Limb Dystonia,  

Tremor and Loacalization Techniques」
座長：梶　龍兒
演者：David M. Simpson

教育講演 1
「流涎症のボツリヌス治療」
座長：目崎　高広
演者：中村　雄作

教育講演 2
「小児神経因性膀胱のボツリヌス治療」
座長：田邉　良
演者：佐藤　裕之

会長講演
「小児脳性麻痺におけるボツリヌス治療」
座長：正門　由久
演者：根津　敦夫

シンポジウム 1
「脳卒中痙縮の長期予後を考える」
座長：川手　信行、安保　雅博
演者：菊地　尚久、竹川　徹、勝谷　将史、岡本　隆嗣

シンポジウム 2
「膀胱機能障害の長期予後を考える」
座長：山西　友典、関戸　哲利
演者：鳥本　一匡、澤田　智史、橘田　岳也、三井　貴彦

シンポジウム 3
「小児脳性麻痺の長期予後を考える」
座長：落合　達宏、根本　明宜
演者：金城　健、志村　司、中寺　尚志、田邉　良

シンポジウム 4
「痙攣性発声障害の長期予後を考える」
座長：兵頭　政光、西澤　典子
演者：柳田　早織、本庄　需、熊田　政信、兵頭　政光

ランチョンセミナー 1
「治療満足度の最大化を目指した痙縮治療

～トータルマネジメントの実践～」
座長：坪井　義夫　　演者：正門　由久

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

ランチョンセミナー 2
「下肢痙縮に対するリハビリテーション診療

―装具療法とボツリヌス療法、手術療法―」
座長：金　剛　　演者：幸田　剣

共催：帝人ファーマ株式会社／帝人ヘルスケア株式会社
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スキルアップレクチャー 1
「小児脳性麻痺のボツリヌス治療」
座長：石井　光子　　演者：曽根　翠

スキルアップレクチャー 2
「斜視のボツリヌス治療」
座長：山上　明子　　演者：後関　利明

シンポジウム 5
「痙性斜頸・局所性ジストニアの長期予

後を考える」
座長：有村　公良、大澤　美貴雄
演者：玉川　聡、伊藤　恒、
　　　松本　真一、堀内　正浩

シンポジウム 7
「ボツリヌス治療後の訓練はどう変える

べきか？」
座長：松田　雅弘、矢野　児子
演者：松田　雅弘、加藤　貴子、
　　　髙橋　忠志、唐渡　弘起

シンポジウム 6
「眼瞼・顔面痙攣の長期予後を考える」
座長：木村　亜紀子、原　直人
演者：原　直人、清水　有紀子、
　　　岩佐　真弓、鈴木　幸久

ハンズオンセミナー
「痙縮のボツリヌス治療における投与筋

の選定および同定」
演者：銭　亮、廣田　敦司、
　　　仲田　智、浅井　直樹

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

スキルアップレクチャー 3
「上肢痙縮のボツリヌス治療」
座長：佐伯　覚　　　演者：蜂須賀　明子

スキルアップレクチャー 4
「眼瞼・顔面痙攣のボツリヌス治療」
座長：根本　裕次　　演者：山上　明子

スキルアップレクチャー 5
「下肢痙縮のボツリヌス治療」
座長：山田　尚基　　演者：加賀谷　斉

スキルアップレクチャー 6
「痙攣性発声障害のボツリヌス治療」
座長：原　浩貴　　　演者：兵頭　政光

スキルアップレクチャー 7
「痙性斜頸のボツリヌス治療」
座長：金　剛　　　　演者：目崎　高広

スキルアップレクチャー 8
「顎関節症のボツリヌス治療」
座長：吉田　和也　　演者：松香　芳三、寺本　純

スキルアップレクチャー 9
「局所性ジストニアのボツリヌス治療」
座長：中村　雄作　　演者：村瀬　永子

スキルアップレクチャー 10
「排尿障害治療」
座長：朝倉　博孝　　演者：本田　正史

ランチョンセミナー 3
「ボツリヌス療法の効果を最大限引き出

すために～ endplate zone を意識し
た施注経験から～」

座長：加賀谷　斉　　演者：酒井　康生
共催：帝人ファーマ株式会社／帝人ヘルスケア株式会社

ランチョンセミナー 4
「痙縮に対するボツリヌス療法の最適化

～エビデンスと経験から再考する～」
座長：菊地　尚久　　演者：角田　　亘

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

一般口演　リハビリテーション
座長：菊地　尚久
演者：小松　繁允、深谷　直美、小林　篤弥、
　　　北村　瑠玲、藤原　清香

一般口演　頭頸部
座長：寺本　純
演者：西原　江里子、小田桐　恭子、寺本　純

一般口演　痙縮
座長：加賀谷　斉
演者：戸田　晋央、阿部　理奈、
　　　渡辺　淳志、八幡　徹太郎

教育講演 3
「ボツリヌス治療の歴史と新たな可能性」
座長：根津　敦夫
演者：梶　龍兒

閉 会 挨 拶

プログラム一覧� 2022年 9 月16日（金）
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招待講演
「Novel Uses of Botulinum Toxin: Limb Dystonia,  

Tremor and Loacalization Techniques」
座長：梶　龍兒
演者：David M. Simpson

教育講演 1
「流涎症のボツリヌス治療」
座長：目崎　高広
演者：中村　雄作

教育講演 2
「小児神経因性膀胱のボツリヌス治療」
座長：田邉　良
演者：佐藤　裕之

会長講演
「小児脳性麻痺におけるボツリヌス治療」
座長：正門　由久
演者：根津　敦夫

シンポジウム 1
「脳卒中痙縮の長期予後を考える」
座長：川手　信行、安保　雅博
演者：菊地　尚久、竹川　徹、勝谷　将史、岡本　隆嗣

シンポジウム 2
「膀胱機能障害の長期予後を考える」
座長：山西　友典、関戸　哲利
演者：鳥本　一匡、澤田　智史、橘田　岳也、三井　貴彦

シンポジウム 3
「小児脳性麻痺の長期予後を考える」
座長：落合　達宏、根本　明宜
演者：金城　健、志村　司、中寺　尚志、田邉　良

シンポジウム 4
「痙攣性発声障害の長期予後を考える」
座長：兵頭　政光、西澤　典子
演者：柳田　早織、本庄　需、熊田　政信、兵頭　政光

ランチョンセミナー 1
「治療満足度の最大化を目指した痙縮治療

～トータルマネジメントの実践～」
座長：坪井　義夫　　演者：正門　由久

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

ランチョンセミナー 2
「下肢痙縮に対するリハビリテーション診療

―装具療法とボツリヌス療法、手術療法―」
座長：金　剛　　演者：幸田　剣

共催：帝人ファーマ株式会社／帝人ヘルスケア株式会社
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スキルアップレクチャー 1
「小児脳性麻痺のボツリヌス治療」
座長：石井　光子　　演者：曽根　翠

スキルアップレクチャー 2
「斜視のボツリヌス治療」
座長：山上　明子　　演者：後関　利明

シンポジウム 5
「痙性斜頸・局所性ジストニアの長期予

後を考える」
座長：有村　公良、大澤　美貴雄
演者：玉川　聡、伊藤　恒、
　　　松本　真一、堀内　正浩

シンポジウム 7
「ボツリヌス治療後の訓練はどう変える

べきか？」
座長：松田　雅弘、矢野　児子
演者：松田　雅弘、加藤　貴子、
　　　髙橋　忠志、唐渡　弘起

シンポジウム 6
「眼瞼・顔面痙攣の長期予後を考える」
座長：木村　亜紀子、原　直人
演者：原　直人、清水　有紀子、
　　　岩佐　真弓、鈴木　幸久

ハンズオンセミナー
「痙縮のボツリヌス治療における投与筋

の選定および同定」
演者：銭　亮、廣田　敦司、
　　　仲田　智、浅井　直樹

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

スキルアップレクチャー 3
「上肢痙縮のボツリヌス治療」
座長：佐伯　覚　　　演者：蜂須賀　明子

スキルアップレクチャー 4
「眼瞼・顔面痙攣のボツリヌス治療」
座長：根本　裕次　　演者：山上　明子

スキルアップレクチャー 5
「下肢痙縮のボツリヌス治療」
座長：山田　尚基　　演者：加賀谷　斉

スキルアップレクチャー 6
「痙攣性発声障害のボツリヌス治療」
座長：原　浩貴　　　演者：兵頭　政光

スキルアップレクチャー 7
「痙性斜頸のボツリヌス治療」
座長：金　剛　　　　演者：目崎　高広

スキルアップレクチャー 8
「顎関節症のボツリヌス治療」
座長：吉田　和也　　演者：松香　芳三、寺本　純

スキルアップレクチャー 9
「局所性ジストニアのボツリヌス治療」
座長：中村　雄作　　演者：村瀬　永子

スキルアップレクチャー 10
「排尿障害治療」
座長：朝倉　博孝　　演者：本田　正史

ランチョンセミナー 3
「ボツリヌス療法の効果を最大限引き出

すために～ endplate zone を意識し
た施注経験から～」

座長：加賀谷　斉　　演者：酒井　康生
共催：帝人ファーマ株式会社／帝人ヘルスケア株式会社

ランチョンセミナー 4
「痙縮に対するボツリヌス療法の最適化

～エビデンスと経験から再考する～」
座長：菊地　尚久　　演者：角田　　亘

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

一般口演　リハビリテーション
座長：菊地　尚久
演者：小松　繁允、深谷　直美、小林　篤弥、
　　　北村　瑠玲、藤原　清香

一般口演　頭頸部
座長：寺本　純
演者：西原　江里子、小田桐　恭子、寺本　純

一般口演　痙縮
座長：加賀谷　斉
演者：戸田　晋央、阿部　理奈、
　　　渡辺　淳志、八幡　徹太郎

教育講演 3
「ボツリヌス治療の歴史と新たな可能性」
座長：根津　敦夫
演者：梶　龍兒

閉 会 挨 拶

プログラム一覧� 2022年 9 月17日（土）


