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第5回世界パーキンソン病学会
           2019年6月4～7日
       京都国際会館にて開催

The 5th World Parkinson Congress (WPC 2019)  

will be held June 4-7, 2019 in Kyoto, Japan, offering  

an international, interdisciplinary forum showcasing the  

latest developments in the world of Parkinson’s disease.  The 

WPC 2019 is open to all people touched by Parkinson’s,  

including researchers, physicians, rehabilitation therapists,  

nurses, people with Parkinson’s, caregivers and others. 

A diverse four-day program will cover topics of interest 

to all members in the community, including medical and  

scientific research, education and training, best-care  

models and initiatives, and quality of life issues.

第5回世界パーキンソン病学会 (WPC2019) が2019
年6月4日から7日まで、京都国際会館で開催されます。
アジアで初めての開催となるこの学会では、パーキン
ソン病に関する最先端の研究成果が発表されるとと 
もに、医師、看護師、理学療法士などの医療スタッフ、研
究者、そして患者さんやそのご家族などが世界中から集
い、国際交流と人的ネットワーク構築も行われる重要
な機会となります。

学会で取り上げる予定のプログラムは、医学及び科学
研究、教育、訓練、最善のケアモデル、QOL関連の問題
など多岐にわたります。

はじめに
WELCOME

WHO SHOULD ATTEND?
パーキンソン病に関心のある方はぜひご参加ください！

n Neuroscientists, clinicians & geriatricians

n Nurses, rehabilitation specialists, social workers
 & other health professionals

n People with Parkinson’s disease

n Care partners/caregivers/family

n Nonprofit organization staff

n Pharmaceutical industry leaders & staff

n Government and policy representatives

n 神経学者、医師、基礎医学研究者
n 看護師、その他の医療スタッフ
n パーキンソン病とともに生きる人達
n 家族、介護者、ケアパートナー
n 非営利団体職員
n 製薬業界関係者
n 政府関係者や官公庁・団体職員

The World Parkinson Coalition® is a small nonprofit  

organization that oversees the triennial World Parkinson 

Congresses, an international forum for Parkinson-related 

discoveries, aiming to expedite the discovery of better 

treatments and a cure.

World Parkinson Coalition®は、パーキンソン病のより
良い治療法や治癒に関する発見を援助することを目的
に、3年毎に開催される世界パーキンソン病学会の企
画運営を行っている非営利団体です。

学会と学会運営団体について

ABOUT THE WORLD PARKINSON
COALITION & THE WORLD 
PARKINSON CONGRESSES 
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継続教育プログラムについて

京都の魅力

旅費補助について

CONTINUING EDUCATION

KYOTO, JAPAN

STAY 
    CONNECTED

Important 

       DATES

JULY 9, 2018 n Video competition opens

JULY 9, 2018 n Abstract submission 
   opens

SEPT. 10, 2018 n Registration & housing 
   open

OCT. 1, 2018 n Travel grants 
   application opens

NOV. 23, 2018  n Abstract submission 
   deadline

DEC. 7, 2018  n Travel grants 
   application deadline

JAN. 7, 2019  n Video competition 
   deadline

FEB. 27, 2019  n Early registration deadline

JUNE 4-7, 2019 n 5th World Parkinson 
   CongressTRAVEL GRANTS

The WPC 2019 will offer continuing education. Details on 

the various educational credits will be posted on the WPC 

website as we get closer to the Congress.

学会では継続教育プログラムを提供する予定です。
詳細については、近日中に学会ホームページで
発表いたします。

Founded over 1,200 years ago, Kyoto enjoys a unique 

combination of outstanding traditional architecture  

and beautiful nature alongside a cutting-edge culture 

of learning, research and business. With 17 UNESCO 

World Cultural Heritage Sites, this ancient capital offers a  

plethora of temples, gardens, palaces and shrines for you 

to explore.

1200年以上もの歴史を持つ京都には、優れた伝統的
建築物や美しい自然、そして17の世界遺産があり、恵ま
れた環境の中で最先端の教育、研究、技術、文化、ビジ
ネスが育まれています。学会では、日本人の皆様にも京
都の魅力を楽しんでいただけるプログラムを準備してお
ります。

Visit WPC2019.org

Like the WPC on Facebook

Follow the WPC on Twitter 
@WorldPDCongress and use hashtag 
#WPC2019

Subscribe to the WPC YouTube page 
at WorldPDCongress.

Tag Instagram photos with #WPC2019

A limited number of travel grants will 

go to delegates who are:

n Junior investigators who submit an 
 accepted abstract(s)

n Health professionals from 
 developing countries 

n People with Parkinson’s who are 
 active in their communities

Look for details at WPC2019.org

以下に該当する方には旅費の補助をいたします。
n 採録された演題を登録した若手研究者
n 発展途上国から参加する保健・医療関連の専門家
n 居住地域で活発に活動を行っているパーキンソン
 病とともに生きる人達

詳細は学会ホームページをご覧ください。
WPC2019.org

各種SNS情報もご活用ください

開催までのおもな予定

The official language of the World Parkinson Congress is English. Simultaneous interpretation from English to Japanese will be available for 
morning plenaries and the program will also include a special Japanese-language track for families and people with Parkinson’s in Kyoto.

学会の公用語は英語ですが、日本語のプログラムや翻訳サービスも準備しております。

2018年7月9日	 n ビデオコンテス
   ト受付開始
2018年7月9日	 n 演題登録受付開始
2018年9月10日	 n 登録受付開始
2018年10月1日	 n 旅費補助申請
   受付開始
2018年11月23日	 n 演題提出締切
2018年12月7日	 n 旅費の補助申請締切
2019年1月7日	 n ビデオコンテスト締切
2019年2月27日	 n 早期登録締切
2019年6月4日〜7日	 n 第5回世界パーキ
   ンソン病会議開催
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