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プログラム一覧� 1日目：2021年 9月17日�（金）

開会式（大会長挨拶）
シンポジウム1� 8:15 ～ 9:40

「上肢痙縮の治療目標：機能改善か姿勢異常の改善か」
座長：鎌田 聡、神谷 武志
演者：原 貴敏、金 剛、内山 卓也

シンポジウム2� 9:50 ～ 11:40

「多職種連携で行う効果的なボツリヌス治療」
座長：入江 暢幸、竹林 成典
演者：山下 智弘、鈴江 淳彦、加藤 貴子、白瀧 敦子

ランチョンセミナー1� 11:55 ～ 12:55

「脳卒中後痙縮に対するボツリヌス療法」
座長：安保 雅博
演者：川手 信行、正門 由久
� 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2� 13:10 ～ 13:40
「Collis-caput concept に基づく痙性斜頸の評価」
座長：阿部 剛典　演者：大澤 美貴雄 共催：エーザイ株式会社

教育講演1� 13:50 ～ 14:40

「ボツリヌス治療の適応拡大と実際―耳鼻咽喉科―」
座長：兵頭 政光
演者：熊田 政信

スキルアップレクチャー１� 14:50 ～ 15:40

「皮膚科領域のボツリヌス療法について」
座長：大嶋 雄一郎、茂木 精一郎
演者：大嶋 雄一郎、渡辺 瞳、茂木 精一郎、内山 明彦

教育講演2� 15:50 ～ 16:40

「難治性過活動膀胱、神経因性膀胱に対する 
 経尿道的ボツリヌス膀胱壁内注入術」
座長：山西 友典　　　演者：加賀 勘家

教育講演3� 16:50 ～ 17:40

「生活期におけるボツリヌス治療とリハビリテーション」
座長：勝谷 将史
演者：江川 廉、藤原 清香

総会・代議員会� 18:30 ～ 19:00

一般口演1� 13:50 ～ 14:50

上肢痙縮
座長：花山 耕三、古川 俊明 / コメンテーター：松嶋 康之
演者：髙橋 忠志、澤邉 昌史、志村 司、津本 要、伊東 寛史、
　　　兵道 哲彦

一般口演2� 15:35 ～ 16:25�
顔面（頸椎・眼科領域）
座長：出田 真二、林 明人 / コメンテーター：若倉 雅登
演者：三村 治、寺本 純、立林 恭子、森 仁、松本 真一

一般口演3� 17:20 ～ 18:20

顔面（歯科・耳鼻科領域）
座長：原 節宏、目崎 高広 / コメンテーター：梶 龍兒
演者：寺本 純、兵頭 政光、吉田 和也、古畑 梓、神谷 武志
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プログラム一覧� 2日目：2021年 9月18日�（土）

シンポジウム3� 8:00 ～ 9:25

「痙性斜頸 up to date」
座長：有村 公良、坪井 義夫
演者：玉川 聡、中村 雄作、大澤 美貴雄

シンポジウム4� 9:35 ～ 11:25

「下肢痙縮の治療：リハビリとあわせた治療」
座長：浅見 豊子、才藤 栄一
演者：田邊 良、村田 和樹、根本 明宜、中寺 尚志

ランチョンセミナー3� 11:40 ～ 12:40

「 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〜」

座長：菊地 尚久
演者：大田 哲生 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4� 12:55 ～ 13:55

「施注スキルを学ぶ」
座長：加賀谷 斉
演者：酒井 康生、古川 俊明
 共催：帝人ファーマ株式会社・帝人ヘルスケア株式会社

スキルアップレクチャー２� 14:05 ～ 14:55

「小児脳性麻痺でみる脊柱変形のマネージメント」
座長：田邊 良
演者：根津 敦夫、長谷川 大和

ハンズオンセミナー� 15:05 ～ 16:05

「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：廣田 敦司、仲田 智、銭 亮

 共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

教育講演4� 16:15 ～ 17:05

「眼科領域におけるボツリヌス治療」
座長：出田 真二
演者：木村 亜紀子

教育セミナー� 17:15 ～ 18:15

「多職種連携による小児の包括的痙縮治療」
座長：佐々木 信幸
演者：石井 光子
 共催：第一三共株式会社

表彰式・閉会式

一般口演4� 14:00 ～ 14:50

下肢痙縮
座長：佐伯 覚、加賀谷 斉 / コメンテーター：森田 能子
演者：片桐 健登、杉本 香苗、永井 公規、阿部 理奈、川手 信行

一般口演5� 16:15 ～ 16:55
泌尿器・小児科・神経内科 / 外科領域
座長：落合 達宏、貴島 晴彦 / コメンテーター：平 孝臣
演者：加賀 勘家、水野 稚香、井上 貴美子、押野 悟


