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2020

CIDP2021

桑原 聡

NMOSD の病態と IL-6 の意義

鵜沢 顕之

CIDP:2021 Update

桑原 聡

MS における早期治療介⼊の重要性

森 雅裕

視神経脊髄炎におけるサイトカインの意義

森 雅裕

パーキンソン病患者さんとご家族の⽅へ伝えたいこと

平野 成樹

⻘少年への認知症教育への試み「千葉市認知症⼦供 平野 成樹
プロジェクト」
患者さんとともに歩む︓CIDP の治療

三澤 園⼦

NMOSD 病態と 1-6

鵜沢 顕之

⼀ IL-6 阻害の意義⼀

脊髄炎の診断⼒向上を⽬指して

枡⽥ ⼤⽣

神経障害性疼痛の現状と展望

澁⾕ 和幹

認知症の基礎知識

平野 成樹

CIDP の今

三澤 園⼦

MG における補体の役割とソリリス治療の How to

鵜沢 顕之

中枢神経炎症性脱髄疾患の MRI 画像について 〜コ 森 雅裕
パキソン⻑期⾃験例を含め〜
「神経変性疾患における画像診断について」MRI 画像 杉⼭ 淳⽐古
診断を中⼼に
⾃律神経疾患の最新のトピックス

荒⽊信之

⾎流代謝画像を軸とした神経変性疾患の病態理解

平野 成樹

重症筋無⼒症の最新治療

鵜沢 顕之

CIDP update︓2021 年に向けて

桑原 聡

若年 MS ⼥性に対する治療について

鵜沢 顕之

神経伝導の安全因⼦と脱髄

桑原 聡

NCS の基礎︓軸索障害と脱髄

三澤 園⼦

神経伝導ブロックの新しい考え⽅

桑原 聡

ソリリスの作⽤機序と Regain 後期臨床試験

鵜沢 顕之

神経変性疾患における脳⾎流とドパミン画像研究 up 平野 成樹
to date
脳⾎流とドパミン画像でみるパーキンソン病の病態

平野 成樹

視神経脊髄炎におけるサイトカインの意義

森 雅裕

多発性硬化症患者の脳萎縮進⾏における再発回数と 枡⽥ ⼤⽣
疾患修飾薬による早期治療介⼊の重要性
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーにおける脳神経 澁⾕ 和幹
⿇痺の特徴と治療反応性
当院におけるタイサブリの使⽤経験

枡⽥ ⼤⽣

重症筋無⼒症 update:⾎漿交換療法〜最新治療

鵜沢 顕之

重症筋無⼒症の病態と最新治療

鵜沢 顕之

ギラン・バレー症候群の最新治療の動向

三澤 園⼦

重症筋無⼒症の病態と治療

鵜沢 顕之

⼿根管症候群の多彩な病態

澁⾕ 和幹

炎症性末梢神経障害のトピックス

杉⼭ 淳⽐古

オンジェンティスの適正な使⽤に関して

平野 成樹

CIDP 診療︓ランチタイムでブラッシュアップ

三澤 園⼦

CIDP︓2020 Update

桑原 聡

ギラン・バレー症候群の最新治療の動向

三澤 園⼦

稀少末梢神経疾患に対するドラッグ・リポジショニングによ 三澤 園⼦
る新規治療開発
糖尿病性神経障害 ⽇々の現場を解決する知識とスキ 三澤 園⼦
ル
2019

パーキンソン病患者がフレイルにならないために

⼭中 義崇

早期 PD 治療におけるラサギリンの役割

平野 成樹

パーキンソン病における脳機能画像の臨床的有⽤性

平野 成樹

多発性硬化症と視神経脊髄炎の再診治療について

森 雅裕

チーム医療で診るパーキンソン病リハビリテーションのコツ

⼭中 義崇

扁桃体腫⼤を伴いてんかん発作を繰り返した多発性硬 鵜沢 顕之
化症の⼀例

CIDP︓Update2020

桑原

聡

ソリリスの作⽤機序と Regain 後期臨床試験

鵜沢 顕之

Case Report「DMD 導⼊・切替における Point」

鵜沢 顕之

【神経筋超⾳波ハンズオン】整形外科疾患（上肢）

⽔地 智基

【閾値追跡を⽤いた興奮特性検査の臨床応⽤】閾値 澁⾕ 和幹
追跡を⽤いた 2 連発経頭蓋磁気刺激検査の臨床応
⽤
【知っておきたい神経筋疾患】平⼭病

桑原 聡

【知っておきたい神経筋疾患】Andersen-Tawil 症候 澁⾕ 和幹
群（周期性四肢⿇痺）
【神経疾患の診断・病態⽣理】CIDP 診断の今

三澤 園⼦

神経興奮性検査を⽤いた筋萎縮性側索硬化症の病 澁⾕ 和幹
態解明・新規治療薬開発
CIDP の診断と病態

桑原 聡

多発性硬化症の脳萎縮と⾼次機能障害について

枡⽥ ⼤⽣

千葉⼤学脳神経内科⼊院症例におけるラコサミドの使 織⽥ 史⼦
⽤経験
重症〜クリーゼの症例に対する⾎液浄化療法

鵜沢 顕之

今⽇から始める神経筋超⾳波検査

澁⾕ 和幹

神経変性疾患の臨床・病理を（なるべく）すっきり整理 杉⼭ 淳⽐古
多発性硬化症の治療最先端

森 雅裕

⾼齢期の健康管理としての認知症予防について

平野 成樹

レビー⼩体型認知症、パーキンソン病における認知機能 平野 成樹
低下の診⽅
症例からみえること・考えられること

桑原 聡

今と未来に活きるギラン・バレー症候群の診断と治療

三澤 園⼦

免疫性ニューロパチー診療の進歩︓GBS・CIDP を中 桑原 聡
⼼に
扁桃体腫⼤を伴いてんかん発作を繰り返した多発性硬 鵜沢 顕之
化症のの⼀例
外来でできるリハビリテーションのコツ

⼭中 義崇

免疫性乳路パチー診療の進歩︓GBS・CIDP を中⼼に 桑原 聡

⾎液脳関⾨破綻による神経障害動物モデル作成

枡⽥ ⼤⽣

免疫介在性壊死性筋症における⾎清サイトカイン・ケモ 織⽥ 史⼦
カインプロファイル
ギラン・バレー症候群に対するエクリズマブ治療︓今後の 三澤 園⼦
展望
重症筋無⼒症における神経筋接合部破壊マーカー︓ 鵜沢 顕之
⾎清アセチルコリン受容体α1 サブユニット蛋⽩濃度
CIDP の診断と治療︓それぞれの患者さんのより良い未 三澤 園⼦
来を⽬標に
千葉⼤学脳神経内科でのてんかん診療の現状

鵜沢 顕之

アミロイド PET の認知症礁診療における役割

平野 成樹

神経障害性疼痛の現状と課題

脳神経内科の⽴場 三澤 園⼦

から
糖尿病性神経障害︓Up to date

三澤 園⼦

⼿根管症候群診断基準の策定に向けて︓多施設共 桑原 聡
同研究
⼿術をしてはいけない神経疾患

桑原 聡

現場⽬線で考える GBS の診断と治療

三澤 園⼦

⾼齢パーキンソン病に対する治療戦略

⼭中 義崇

糖尿病性神経障害の診断と治療

桑原 聡

重症筋無⼒症 update ー補体の病態への関与と治療 鵜沢 顕之
変遷を中⼼にー
本邦における CIDP 治療の最新の話題

桑原 聡

パーキンソン病画像診断の Up-To-Date

平野 成樹

ギラン・バレー症候群︓2019 UpDate

桑原 聡

核医学におけるパーキンソン病診断について

平野 成樹

ライブデモ︓末梢神経伝導検査の理論と実際

桑原 聡

ギラン・バレー症候群に対するエクリズマブ治療―対象患 関⼝ 縁
者像
⼥性医師の働き⽅の多様性を考えよう︕⼥性医師を 三澤 園⼦
本気で育てて活かす⽅法、教えます

MG 病態への補体の関与とエクリズマブの作⽤機序

鵜沢 顕之

A possible new treatment for MG: Fc fusion 鵜沢 顕之
protein, AChR-Fc
認知症ネットワーク

平野 成樹

新たな指定難病と類縁疾患︓リンパ増殖性疾患の鑑 桑原 聡
別診断と治療
2018

パーキンソン病の公的⽀援制度に関して

平野 成樹

多発性硬化症治療の現状

森 雅裕

認知症とパーキンソン病との境界

平野 成樹

CIDP 2019 Update

桑原 聡

認知症とは︖認知症の基礎知識

平野 成樹

医療との連携について

平野 成樹

核医学検査が語る認知症診療

平野 成樹

⻑期予後を⾒据えた CIDP の治療戦略

三澤 園⼦

ギラン・バレー症候群︓治療の現状と展望

関⼝ 縁

若年性認知症ー千葉県認知症疾患医療センター連携 平野 成樹
データベース構築に向けてー
研究報告︓CIDP・ALS

桑原 聡

ドパミントランスポーターイメージングにおける考える配球 平野 成樹
術
神経免疫疾患における補体系

鵜沢 顕之

認知症の疾患及び治療

平野 成樹

平⼭病 60 年の軌跡

平⼭ 惠造

主訴から考える神経診察︓筋⼒低下

桑原 聡

重症筋無⼒症における補体の関与とソリリスの作⽤機 鵜沢 顕之
序
Guillain-Barré 症候群・Fisher 症候群

三澤 園⼦

Guillain-Barré 症候群の新規治療展望

三澤 園⼦

ここだけは押さえたい︕神経疾患における画像検査

平野 成樹

パーキンソン病関連疾患における脳機能画像検査の有 平野 成樹
⽤性

ギラン・バレー症候群︓2018 Update

桑原 聡

CTS 診断基準作成

桑原 聡

臨床医の視点からの神経⽣理学的病態研究︓神経 三澤 園⼦
伝導検査・軸索機能検査
CIDP

三澤 園⼦

Fisher 症候群の電気⽣理

関⼝ 縁

脱髄性ニューロパチーの電気診断の進歩︓Overview

桑原 聡

認知症の病態と治療〜レビー⼩体型認知症を中⼼に 平野 成樹
〜
若年性認知症の臨床〜特発性基底核⽯灰化症の⼀ 杉⼭ 淳⽐古
例から〜
末梢神経障害の診かた・考えかた

桑原 聡

パーキンソン病の画像診断 up to date

平野 成樹

GBS・POEMS 症候群 2018Update

桑原 聡

免疫介在性ニューロパチーの診断基準

桑原 聡

ギランバレー症候群に対する抗補体療法︓現状と展望

三澤 園⼦

GBS Update，2018

桑原 聡

「これって認知症︖」〜正しい理解と早期発⾒・早期治 平野 成樹
療〜
ギラン・バレー症候群の新規治療展望

桑原 聡

パーキンソン病の画像診断 up to date

平野 成樹

免疫性ニューロパチーと BNB

桑原 聡

機能画像から考えるレビー⼩体病

平野 成樹

免疫性神経難病の治療の進歩︓末梢神経疾患を中 桑原 聡
⼼に
脳機能画像をひも解く 〜認知症を探る〜

平野 成樹

タウオパチーの臨床

平野 成樹

神経救急疾患としてのギラン・バレー症候群

桑原 聡

千葉⼤学認知症疾患医療センターの活動ーこども⼒プ 平野 成樹
ロジェクトー
認知症診療における核医学検査の有⽤性

平野 成樹

「神経伝導検査の基礎と実際」︓総論と実際

桑原 聡

「脊髄⼩脳変性症・多系統萎縮症ガイドライン」︓本邦 桑原 聡
における孤発性脊髄⼩脳変性症
「神経疾患の新薬開発・医師主導治験の最前線」︓ギ 桑原 聡
ラン・バレー症候群のエクリズマブ治療
全⾝型重症筋無⼒症の最新治療戦略 -抗補体薬ソ 鵜沢 顕之
リリスを中⼼に学術論⽂の書き⽅のコツ

桑原 聡

パーキンソン症候群の最新鑑別診断〜Look-alike を 平野 成樹
知ろう〜
Neuroinflammation and CCC-NEURO

桑原 聡

(Charité Chiba Collaboration for Researching
Neuroinflammation)
末梢神経疾患

桑原 聡

