
日本医療研究開発機構研究費（難治性疾患等実用化研究事業）	 
紀伊 ALS/PDC	 診療ガイドラインの作製と臨床研究の推進研究班	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28 年度	 班会議	 プログラム	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ○日程：平成 29 年 1 月 7 日（土）10：00〜16：05	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ○会場：愛知県産業労働センター	 9 階	 906	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （敬称略）	 

	 

10：00〜10：10	  
	 	 	 開会挨拶	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	              研究代表者	 	 小久保康昌 
                 	   
 
10：10〜10：40	 	 Ⅰ ガイドラインの作製、Registryの構築        座長  葛原茂樹	  
 
1. 紀伊 ALS/PDC 診療ガイドラインの作製にむけて   (20分) 
	 	 	 	 	 	 	  ○金井数明

かないかずあき

   (順天堂大学神経内科) 
	 	 	 	 	 	 	 	  森本 悟    (三重大学大学院医学研究科腫瘍病理学講座) 
                 佐々木良元  (国立病院機構三重病院神経内科) 
                 岡本和士	  (愛知県立大学看護学部)	   
                 紀平為子   (関西医療大学保健医療学部) 
                 小久保康昌  (三重大学大学院地域イノベーション学研究科) 
 
2. 紀伊 ALS/PDC Registry の構築    (10分) 
               ○小久保康昌

こ く ぼ や す ま さ

 （三重大学地域イノベーション学研究科） 
	 	 	 	 	 	 	 	  佐々木良元	 (国立病院機構三重病院神経内科) 

 
10：40〜12：00	    Ⅱ 紀伊 ALS/PDC 発症に関わる環境-遺伝子の crosstalk	      
                                                             座長	   小久保康昌 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
3. Immigrant 症例の検討から	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
大阪府から ALS/PDC多発地区に転入した家族性 ALSの 1剖検例	 	  

1) 臨床経過	   佐々木良元
ささきりょうげん

  (国立病院機構三重病院神経内科)	  (10 分) 
2) 病理所見    三室

みむろ

マヤ	 	 (愛知医科大学加齢医科学研究所)	 (10 分) 
3) 生化学所見	 長谷川成人

は せ が わ ま さ と

	 (東京都医学総合研究所 認知症プロジェクト)	  (20 分) 
4) 遺伝子解析	 石浦浩之

いしうらひろゆき

	 	 (東京大学	 神経内科)	 (10 分)	  
5) 過去の Immigrant study について	 小久保康昌

こ く ぼ や す ま さ

（三重大学大学院地域イノベーション

学研究科）(10 分) 
6) 総合討論 (20 分) 
   
12:00〜13:00     	 	 	 ＜	 昼	 食	 ＞	 	 事務連絡	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
13：00〜13：40	   Ⅲ	 環境要因、臨床	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     座長	 	 吉田宗平	  
 
4. 紀伊半島南部地域における ALS多発関連要因の検討  (20分) 
	 	 	 	 	 	 	  ○荒川裕也

あらかわ	 ゆうや

、伊藤俊治、岩井恵子、吉田宗平、紀平為子 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (関西医療大学保健医療学部) 
	 	 	 	 	 	 	 	   河本純子	 (国立病院機構和歌山病院) 
	 	 	 	 	 	 	 	   廣西昌也  (和歌山県立医科大学神経内科) 



  岡本和士   (愛知県立大学看護学部) 
  小久保康昌 (三重大学大学院地域イノベーション学研究科) 
 

5. 未発症近親者を含む紀伊 ALS/PDC患者の脳内タウ蓄積の多様性について (20分) 
	 	 	 	 	 	    ○島田	 斉

しまだ	 ひとし

、樋口真人、須原哲也 
                  (国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所) 
	 	 	 	 	 	 	     篠遠	 仁 (同上/神経内科千葉) 
 
13：40〜14：40	   Ⅳ	 Proteinopathy	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      座長	 	 村山繁雄 
 
6. 紀伊半島に多発する筋萎縮性側索硬化症の病理像   (20分) 
               ○三室

みむろ

マヤ、岩崎靖、吉田眞理 (愛知医科大学加齢医科学研究所) 
                 佐々木良元 (国立病院機構三重病院神経内科) 
                 小久保康昌 (三重大学大学院地域イノベーション学研究科) 
                 葛原茂樹   (鈴鹿医療科学大学看護学部) 
 
7. ALS/ PD重複病理症例と ALS/ PDCの臨床病理学的鑑別診断   (20分) 
	 	 	 	 	 	 	  ◯村山	 繁雄

むらやま 	 しげお

（東京都健康長寿医療センター神経内科・ 
                 バイオリソースセンター・高齢者ブレインバンク（神経病理）） 
	 	 	 	 	 	 	 	  和泉唯信(徳島大学医学部神経内科) 
 
8. グラニュリン変異脳における神経変性疾患関連タンパクの重複蓄積   (20分) 
               ○細川

ほそかわ

雅人
まさ と

、長谷川成人 (東京都医学総合研究所 認知症プロジェクト) 
                 小久保康昌  (三重大学大学院地域イノベーション学研究科) 
	 	 	 	 	 	  
14：40〜15：00	 	 ＜	 コーヒーブレイク	 ＞ 
 
15：00〜16：00	    Ⅴ	 全国調査、遺伝子、iPS	 	 	 	 	 	 	 	 座長	 	 辻	 省次 
 
9. 紀伊 ALS/PDC 全国疫学調査進捗状況   (20分) 
	 	 	 	 	 	 	 	 ○岡本和士

おかもとかずし

	 (愛知県立大学看護学部) 
	 	 	 	 	 	 	 	   小久保康昌 (三重大学大学院地域イノベーション学研究科) 
                  紀平為子   (関西医療大学保健医療学部) 
                  葛原茂樹   (鈴鹿医療科学大学看護学部) 
 
10. Kii ALS/PDC患者由来 iPS細胞の神経系細胞への分化誘導技術開発と in vitroにおけ
る疾患メカニズム解析：脳病変領域特異的な神経系細胞の作出と純度向上にむけて 
	 	 	 	 	 	 	 	 〇石川

いしかわ

 充
みつる

、森本 悟、赤松和土、駒野 肇、岡野栄之  
                  (慶應義塾大学医学部生理学教室) 
	 	 	 	 	 	 	 	   小久保康昌 (三重大学大学院地域イノベーション学研究科) 
	                 広川佳史、白石泰三 (三重大学大学院医学研究科腫瘍病理学講座) 
                  葛原茂樹   (鈴鹿医療科学大学看護学部) 
 
11. ALS/PDCのゲノムワイド関連解析 
                ○石浦浩之

いしうらひろゆき

、三井	 純、福田陽子、辻	 省次(東京大学	 神経内科) 
                  小久保康昌 (三重大学大学院地域イノベーション学研究科) 
                  葛原茂樹   (鈴鹿医療科学大学看護学部) 
                  徳永勝士   (東京大学大学院	 医学系研究科	 人類遺伝学教室) 



                  原	 賢寿   (秋田赤十字病院	 神経内科) 
                  西澤正豊   (新潟大学	 脳研究所	 神経内科) 
                  桑野良三   (新潟大学	 脳研究所	 遺伝子機能解析学) 
                  後藤	 順   (国際医療福祉大学三田病院	 神経内科) 
 
16：00〜16：05 
	   
閉会挨拶	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 研究代表者	 	 小久保康昌 
 

紀伊 ALS/PDC	 診療ガイドラインの作製と臨床研究の推進研究班	 	 
研究代表者	 小久保康昌	 

三重大学大学院地域イノベーション学研究科	 紀伊神経難病研究センター	 
〒514-8507	 三重県津市栗真町屋町	 TEL	 &	 FAX:	 059-231-5117	 

E-mail:kii-project@clin.medic.mie-u.ac.jp	 

	 

	 


