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8：30～ 8：45	 開会挨拶
浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）

9：00～ 9：40	 厚生労働省講演
	 　「認知症に関する新たな戦略について」

座長：西野　憲史（医療法人ふらて会　西野病院）
演者：水谷　忠由（厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長）

9：50～10：40	 大会長講演
	 　「認知症研究・臨床で歩んだ30年」

座長：髙橋　和郎（鳥取大学名誉教授）
演者：浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）

10：50～11：50	 若年性アルツハイマー病ご本人の講演
座長：浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）
演者：藤田　和子 氏（日本認知症ワーキンググループ共同代表）
　　　川口　寿弘 氏（鳥取市役所総務部人権政策監中央人権福祉センター主幹）

13：10～14：30	 シンポジウムⅠ
	 　「認知症予防学会からのエビデンス創出に向けて」

座長：阿部　康二（岡山大学神経内科）
	 認知症予防学会エビデンス創出委員会からの現状報告

演者：阿部　康二（岡山大学神経内科）
	 食生活・生活習慣病と認知症予防

演者：大塚　美恵子（国際医療福祉大学病院神経内科）
	 認知刺激療法による認知症予防

演者：西野　憲史（医療法人ふらて会　西野病院）
	 	タッチパネル式コンピューターを用いた認知症予防システム
	 ～効果を検証し、より有効な予防へ繋げるために～

演者：谷口　美也子（鳥取大学医学部附属病院ワークライフバランス支援センター）
	 地域連携ネットと認知症カフェの認知症予防効果

演者：櫻井　孝（国立長寿医療研究センターもの忘れセンター）

プログラム　第１日目　9月25日（金）
第１会場　メインホール
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1A-
當山　房子1）、津波　晶子2）、坪ノ内景子3）、宮良高浩3）

1）（有）福祉ネットワーク・やえやま、2）グループホームあかゆら、3）あかゆら小規模多機能型居宅介護事業所

1 一次予防プログラムの有用性についての考察

1A-
有富　千帆、住田　浩平、森脇　大介、秦　環江
鳥取県伯耆町役場健康対策課

2 頸部血管超音波検査を取り入れた認知症予防事業の取り組み

1A-
大木　恵1）、重松　静香2）、池田　洋子3）、山田谷　美保子3）、井口　康子4）、大下　浩一郎5）、村上　英之6）、 
宗田　真理子7）、炭田　澤子8）、吉本　きよこ9）、藤田　佑里子10）

1）南海診療所、2）県立安芸津病院、3）地域包括支援センター、4）小規模多機能みのりの里、5）安芸津みどり薬局、6）株式会社 
セイエル、7）社会福祉協議会安芸津支所、8）神田医院、9）株式会社よしもと、10）呉信用金庫安芸津支店

3 認知症に対する安芸津町での取り組みの報告

1A-
作野　亘
社会福祉法人こうほうえん　介護老人保健施設なんぶ幸朋苑

4 認知症予防教室参加後のフォローアップについて

1A-
津久井　洋子、清水　可奈
地域ケアセンター　マグノリア

5 ６年間の認知症予防の取り組みを振り返って

1A-
中村　菜穂1）、岡　俊博1）、田中　麻由1）、中谷　妙子1）、前田　恵利1）、奈良　かよ子2）

1）松阪市第三地域包括支援センター、2）松阪市健康ほけん部

6 認知症予防教室の効果と取り組みに関する検討

1A-
松嶋　明子1）、坂井　敏子1）、緒方　弘征1）、森野　靖子1）、三池　徳雄2）、尾池　智幸3）、高巣　徹子4）

1）大牟田市吉野地区地域包括支援センター、2）国立病院機構大牟田病院福岡県認知症医療センター、3）介護予防・相談センター、
4）小規模多機能桜の家

7 医療と介護の連携で始めた『もの忘れ喫茶』

1A-

松井　左知子、伊藤　米美、稲波　悦子、前田　博子
認定NPO法人認知症予防ネット神戸

8 認知症予防「ステップアップクラブ」の取り組み—認知症予防活動へのきっかけ作りとそ
の継続のために—

1A-

青木　明美1）、有馬　みき2）

1）公益財団法人正光会　デイサービスセンター「結い」じょうへん、2）公益財団法人正光会　小規模多機能型居宅介護事業所アロハ

9 地域住民と協働したサロンづくりとその活動～過疎高齢化の小さな田舎町「Ａ町」の将来
を担う人材が生まれることを願って～

1A-

池田　久枝1）、楢山　暁美1）、竹内　理恵子1）、齋藤　華奈1）、小堀　萌菜1）、池田　保2）

1）医療法人資生会　介護老人保健施設クリアコート千歳リハビリテーション科、2）専門学校日本福祉リハビリテーション学院

10 認知症予防サロン「すっきりクリア」～介護老人保健施設で主催している地域に根ざした
認知症予防活動の実践～

1A-
村岡　洋子
福知山市認知症予防の会

11 北部大江教室の残したもの—Ｕさんの「夢の旅行の行き先」

14：40～15：40	 一般演題発表 「予防教室1」
座　　長：谷口　美也子（鳥取大学医学部附属病院ワークライフバランス支援センター）
評価委員：井上　仁（鳥取大学総合メディア基盤センター学術情報システム研究開発部門）

15：40～16：30	 一般演題発表 「予防教室2」
座　　長：作本　修一（さくもとクリニック）
評価委員：石渡　明子（日本医科大学大学院医学研究科神経内科学分野）
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1A-
小谷　良子、足立　有美子
社会医療法人昌林会　認知症高齢者グループホームきららの家

12 「食」の楽しみを継続するための嚥下体操の見直し

1A-

熊本　チエ子
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　済生会福岡総合病院栄養部

13 当院における地域支援活動による認知症予防への携わり～生活習慣病の治療と予防のた
めの料理教室を通して～

16：30～17：20	 一般演題発表 「食」
座　　長：山田　律子（北海道医療大学看護福祉学部看護学科地域保健看護学講座）
評価委員：河月　稔（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）

17：20～18：00	 一般演題発表 「自動車運転」
座　　長：黒沢　洋一（鳥取大学医学部医学科健康政策医学分野）
評価委員：北村　ゆり（医療法人鳴子会　菜の花診療所）

12：00～13：00	 ランチョンセミナーⅠ
	 　「共存症を考慮した認知症の予防、早期発見、早期治療の重要性」

座長：井手　芳彦（佐世保中央病院認知症疾患医療センター）
演者：髙橋　牧郎（大阪赤十字病院神経内科）

共催：武田薬品工業株式会社／ヤンセンファーマ株式会社

1A-
田中　絵里、太田　朋子、遠藤　里美、古木　克昌
社会医療法人昌林会　介護老人保健施設昌寿苑

14 土に触れて、笑顔が咲く～二十日大根を育てて、その人らしさを知る～

1A
真名井　敦1）、涌波　淳子2）

1）医療法人アガペ会　地域医療包括ケアセンター、2）医療法人アガペ会　北中城若松病院

15 認知機能低下予防事業	～「楽農（らくのう）クラブ」の取り組みとその後の経過について～

1A
島田　翔平
社会医療法人昌林会　安来第一病院

16 患者様の自分で食べたいという思いから～お食事台〝かたむくん″を作製して～

1A-
鳥塚　俊洋
株式会社JAF MATE社

17 認知機能低下と運転免許制度についての世論調査

1A-

浅田　克子、時野　学
八尾自動車教習所、特定非営利活動法人　高齢者安全運転支援研究会

18 高齢者安全運転講習会を通した認知症予防への取り組み～地域における自動車教習所の
役割～

1A-
中村　拓司
特定非営利活動法人　高齢者安全運転支援研究会

19 「運転時認知障害」の概念構築と早期発見の重要性

1A-
平塚　雅之
特定非営利活動法人　高齢者安全運転支援研究会

20 改正道路交通法と高齢者の自動車運転の啓発活動

第２会場　国際会議室
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14：40～15：40	 一般演題発表 「生理検査」
座　　長：水上　勝義（筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ健康システムマネジメント科学専攻）
評価委員：市村　輝義（関西医療大学保健医療学部臨床検査学科）

1B-
永井　裕之1）、和田　千佳子1）、川瀬　康裕1）、児玉　直樹2）

1）川瀬神経内科クリニック、2）高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科

1 認知症患者における頚動脈エコーによるプラークスコアと生活習慣病との関係

1B-

河月　稔1）、高村 歩美1）、神庭　友里恵1）、鈴木　哲也1）、長野　真弥1）、三ツ星　紀子1）、勝俣　雄登1）、
中村　将太1）、藤原　祐樹1）、朝稲　富美子2）、浦上　克哉1）

1）鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座、2）医療法人専仁会　信生病院検査科

2 Diagnosis	Method	of	Neuronal	Dysfunction	（DIMENSION）を用いたアルツハイ
マー型認知症の脳機能の経時的評価

13：10～14：30	 シンポジウムⅡ
	 　「認知症早期診断・治療・予防のための臨床検査の重要性と新たな展開」

座長：宮島　喜文（一般社団法人日本臨床衛生検査技師会）
　　　浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）

	 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
	 　～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～について

演者：新美　芳樹（厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室）
	 認知症医療における臨床検査技師の関わり　－現状と課題－

演者：河月　稔（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）
	 認知症予防に向けた在宅臨床検査の意義

演者：野田　明子（中部大学大学院生命健康科学研究科）
	 （特別発言）
	 　今後の臨床検査技師と日臨技の役割

演者：宮島　喜文（一般社団法人日本臨床衛生検査技師会）

1B-
鈴木　哲也、河月　稔、長野　真弥、神庭　友里恵、三ツ星　紀子、勝俣　雄登、中村　将太、
藤原　祐樹、高村　歩美、浦上　克哉
鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座

3 アルツハイマー型認知症における嗅覚障害及び味覚障害についての検討

1B-
田中　美枝子1）、武者　利光1）、松﨑　晴康1）、小林　洋平1）、佐野　明子1）、河月　稔2）、高村　歩美2）、
浦上　克哉2）、
1）（株）脳機能研究所、2）鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座

4 軽度認知障害患者のNAT解析とタウ蛋白およびアミロイドβとの関係の検討

1B-
貞本　泰孝1）、寺岡　幹夫1）、高橋　宏尚2）、兵頭　純2）、田中　順平2）

1）聖光会鷹の子病院脳神経外科、2）聖光会鷹の子病院耳鼻咽喉頭科

5 高齢閉塞性睡眠時無呼吸患者における軽度認知障害の検討

1B-
松村　美由起
東京女子医科大学附属成人医学センター

6 レヴィー小体型認知症のコリンエステラーゼ阻害剤による心臓自律神経への影響

1B-

久徳　弓子、砂田　芳秀
川崎医科大学神経内科学

7 すべての深部皮質下白質病変が画一的に軽症アルツハイマー病の認知機能に影響するの
ではない

15：40～16：30	 一般演題発表 「脳機能」
座　　長：出口　健太郎（岡山市立市民病院神経内科）
評価委員：神谷　達司（神谷医院）
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1B-
豊田　正博、横田　優子
兵庫県立大学

9 脳血流から見た園芸作業の前頭前野賦活効果

1B-

後藤　誠一1）、内山　大治2）、鞆田　義士2）

1）医療法人藤誠会　後藤クリニック、2）社会医療法人共愛会　戸畑共立病院放射線科

10 認知症の2次予防に於ける客観的診断の重要性と治療効果評価について～血流SPECT
を施行した自験例のZ-SAM及びSEEによる解析検討～

1B-

柳本　有二1）、澤田　浩秀2）

1）神戸常盤大学保健科学部看護学科、2）神戸常盤大学保健科学部医療検査学科

11 認知症患者におけるウエルネスダーツ活動前後の脳活動変化について　―脳内酸素化ヘ
モグロビン量およびウエラブル脳波測定から―

1B-
森下　美佳、宮井　信行、青地　由梨奈、服部　園美、内海　みよ子、岩原　昭彦、上松　右二、
志波　充、有田　幹雄
和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科

12 地域住民の認知機能と社会関連性との関連—前期高齢者と後期高齢者の比較—

1B-

竹田　徳則1）、平井　寛2）、近藤　克則3）、村田　千代栄4）、尾島　俊之5）

1）星城大学リハビリテーション学部、2）岩手大学工学部、3）千葉大学予防医学センター、
4）国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部・社会参加・社会支援研究室、5）浜松医科大学健康社会医学講座

13 調査票を用いた地域在住高齢者の「認知症を伴う要介護認定発生」のリスク因子とスコア
化：AGES10年間のコホート研究

1B-
阿部　巧1）、相馬　優樹1）、大藏　倫博2）

1）筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学専攻、2）筑波大学体育系

14 高齢者における巧緻性とMCI発症との関連に着目した縦断的検討－かさまスタディ－

1B-
木村　有希1）、藤野　孝雄2）、白川　暁彦3）、藤澤　清晴4）、芳山　小百合4）、大戸　徳一4）、木村　成志5）、
松原　悦朗5）

1）大分大学医学部神経内科学講座、2）藤野循環器内科医院、3）白川病院、4）臼杵市高齢者支援課、
5）大分大学医学部神経内科学講座

15 臼杵市における認知症検診の地域別検討

1B-
宮田　聖子1）、野田　明子2）、岩本　邦弘3）、尾崎　紀夫3）

1）名古屋大学大学院医学系研究科睡眠医学寄附講座、2）中部大学大学院生命健康科学研究科、
3）名古屋大学大学院医学系研究科精神医学・親と子どもの心療分野

8 睡眠不足と認知機能低下・気分障害との関係

1B-
石木　愛子1）、冨田　尚希2）、古川　勝敏1）、冲永　壯治2）、荒井　啓行1）

1）東北大学加齢医学研究所老年医学分野、2）東北大学病院老年科

16 東日本大震災後の仮設住宅入居高齢者の認知機能の推移

1B-
川口　和紀1）、酒井　一由1）、堀　秀生1）、坂田　美和1）、加藤　政雄2）、長尾　枝澄香3）、中井　滋1）、
比企　能之1）、北口　暢哉1）

1）藤田保健衛生大学医療科学部・臨床工学科、2）藤田保健衛生大学病院血液浄化センター、
3）藤田保健衛生大学疾患モデル教育研究センター

17 血中Aβ除去による脳Aβ低減：末期腎不全モデル系の確立

1B-
大森　智織1）、羽田　沙緒里1）、藁谷　正明2）、前田　雅弘3）、立花　太郎4）、Laurent Meijer5）、
山本　一夫6）、鈴木　利治1）

1）北海道大学大学院薬学研究院神経科学研究室、2）東松戸病院神経内科、3）IBL診断・試薬事業部、4）大阪市立大学大学院工学
研究科細胞工学研究室、4）ManRos Therapeutics、5）東京大学大学院新領域創成科学研究科医薬デザイン工学分野

18 p3-Alcα分子種のアルツハイマー病バイオマーカー有用性の検証

17：20～18：00	 一般演題発表 「基礎」
座　　長：小西　吉裕（独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター臨床検査部）
評価委員：涌谷　陽介（倉敷平成病院神経内科・認知症疾患医療センター）

16：30～17：20	 一般演題発表 「地域介入」
座　　長：秋下　雅弘（東京大学医学部附属病院老年病科）
評価委員：西野　憲史（医療法人ふらて会　西野病院）
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1B-

赤津　裕康1）、富岡　麻衣子2）、山縣　英久3）、兼松　孝好1）、戸田　好信4）、山本　左近5）、橋詰　良夫5）、
池内　健6）、桑野　良三6）、大原　弘隆1）、植田和光2）

1）名古屋市立大学大学院医学研究科・地域医療教育医学、2）京都大学大学院農学研究科応用生命科学、3）関西ろうさい病院、 
4）天理医療大学医療学部　臨床検査学科、5）医療法人さわらび会福祉村病院、6）新潟大学脳研究所生命科学リソース研究センター

20 アルツハイマー病リスク因子としてのATP-binding	cassette	sub-family	A	
member	7	（ABCA7）遺伝子多型（連続剖検488症例を用いて）

12：00～13：00	 ランチョンセミナーⅡ
	 　「血管老化を予防して脳の老化（認知症）を予防する」

座長：秋下　雅弘（東京大学医学部附属病院老年病科）
演者：阿部　康二（岡山大学神経内科）

共催：エーザイ株式会社

13：10～14：30	 シンポジウムⅢ
	 　「認知症予防の地域での実践活動」

座長：大谷　るみ子（大牟田市認知症ライフサポート研究会）
　　　木村　成志（大分大学医学部神経内科学講座）

	 神戸市東灘区における認知症予防の取り組み　医療・介護の専門職と地域が協働し、
	 行政とも連携した「認知症予防と支え合いのできる街づくり」

演者：伊藤　米美（認定NPO法人認知症予防ネット神戸）
	 認知症の早期からのステージアプローチの重要性
	 ―大牟田市における「もの忘れ予防・相談検診」の実践から―

演者：大谷　るみ子（大牟田市認知症ライフサポート研究会）
	 琴浦町における認知症予防の取り組み

演者：圓山　千嘉子（鳥取県琴浦町役場地域包括支援センター）
	 認知症発症リスクの発掘にむけた新たな取り組み

演者：木村　成志（大分大学医学部神経内科学講座）

18：10～19：10	 イブニングセミナーⅠ
	 　「アリセプト開発秘話と根本治療薬への途」

座長：田北　昌史（田北メモリーメンタルクリニック院長）
演者：杉本　八郎（同志社大学脳科学研究科神経疾患研究センター）

共催：小林製薬株式会社

第３会場　501号室

1C-
高橋　芳雄1）、渡辺　美佳子1）、深沢　孝夫1）、坂井　美和子1）、竹田　暁2）、川瀬　康裕1）

1）医療法人社団川瀬神経内科クリニック、2）株式会社メディック太陽メッツ嵐南薬局

1 急速に悪化した若年性アルツハイマー患者を多職種協働で支援した事例

14：40～15：30	 一般演題発表 「支援」
座　　長：竹田　徳則（星城大学リハビリテーション学部作業療法学専攻）
評価委員：安田　博子（社会福祉法人　真誠会）

1B-
垣尾　翔大1）、榎　崇一郎2）、古旗　賢二2）、多胡　めぐみ1）、田村　悦臣1）

1）慶應義塾大学大学院薬学研究科、2）城西大学薬学部薬化学科

19 SH-SY5Y細胞における血管内皮増殖因子VEGFの発現に対するコーヒーの影響
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1C-

谷田　和美、中嶋　健児
社会福祉法人こうほうえん　小規模多機能型居宅介護デイハウスあがりみち

4 認知機能の変動・妄想症状へのトータルアプローチ～レビー小体型認知症利用者の在宅
生活支援～

1C-

赤松　祐美1）、砂田　芳秀1）、澤原　光彦1）、吉武　亜紀1）、久徳　弓子1）、武内　宏憲1）、森山　千賀子2）、
佐藤　美香2）

1）川崎医科大学附属病院認知症疾患医療センター、2）株式会社ライフケア　らいふケアプランセンター倉敷

5 若年性認知症（FTLD）の夫を持つ妻への支援―多職種連携における工夫と意義について
の考察―

1C-
金山　毅1）、西村　美紀2）

1）社会福祉法人若竹大寿会　横浜市富岡東地域ケアプラザ、2）横浜市富岡東地域ケアプラザ地域包括支援センター

6 認知症になっても安心して住み続けられる地域から認知症にならない地域づくりへの展開

1C-
西田　まゆみ、渡邊　裕、中村　由香、坂本　眞一
医療法人社団平成会　平成病院熊本県地域拠点型認知症疾患医療センター

7 新たな熊本モデルの展開～診療型を中心に～

1C-
西本　千恵、新井　絵里、志々田　真美
呉市東部地域包括支援センター

8 基本チェックリストの活用と実態把握（早期に取り組むきっかけづくり）

1C-

中川　裕章1）、岡崎　博史2）、丸山　あおい3）、櫻田　由紀子4）、菅原　愛美5）、佐藤　幸子6）、庄子　和良7）

1）Nakagawa group co ltd、2）デイサービスNAKAGAWA、3）SPA　NAKAGAWA、4）メディカルリフォームNAKAGAWA、
5）グループデイNAKAGAWA、6）ヘルパーステーションNAKAGAWA、7）エクゼクティブコート希望の華咲く1号館

9 地域包括ケアシステム構築における認知症初期支援の好事例～機能強化型サービス付き
高齢者賃貸住宅実践事例～

1C-
當山　房子1）、津波　晶子2）

1）（有）福祉ネットワーク・やえやま、2）グループホームあかゆら

10 認知症の人をささえる地域づくり～認知症予防講演より～

1C-
楢山　暁美1）、池田　久枝1）、竹内　理恵子1）、平石　顕司2）、斉藤　俊介3）

1）医療法人資生会　介護老人保健施設クリアコート千歳リハビリテーション科、2）医療法人資生会　介護老人保健施設
福住の丘リハビリテーション科、3）医療法人資生会　千歳病院医療相談室

11 リハビリ職種の認知症予防講座の参加～作業療法士ができる認知症予防啓蒙活動～

1C-
大辻　誠司1）、内海　久美子2）、福田　智子3）、松原　明美4）、神部　寿郎4）、高橋　聡4）、成田　洋4）、
藤井　直子4）

1）砂川市立病院認知症疾患医療センター精神保健福祉士、2）砂川市立病院認知症疾患医療センター長NPO法人中空知・地域
で認知症を支える会理事長、3）砂川市立病院認知症疾患医療センター認知症看護認定看護師・NPO法人中空知・地域で認知症
を支える会役員、4）NPO法人中空知・地域で認知症を支える会役員

12 認知症グループホーム交流の効果と課題

1C-
坂井　美和子、川瀬　康裕

（医）川瀬神経内科クリニック

13 外来と通所リハビリの連携によるレビー小体型認知症の意識消失発作に対する取り組み

15：30～16：20	 一般演題発表 「地域での取り組み」
座　　長：内海　久美子（砂川市民病院精神科）
評価委員：木宮　高代（福山平成大学看護学部老年看護学領域）

16：20～17：10	 一般演題発表 「施設での取り組み」
座　　長：田子　久夫（磐城済世会　舞子浜病院）
評価委員：高森　巳早都（福井大学医学部附属病院）

1C-
早川　法香1）、清田　修平1）、羽田　勇樹1）、西野　憲史1）、久野　真矢2）

1）医療法人ふらて会　西野病院、2）帝京大学福岡医療技術学部

2 活動を通して閉じこもり改善傾向を認めたアルツハイマー型認知症の症例

1C-
祖田　美佳子
社会医療法人昌林会　小規模多機能型居宅介護事業所ことぶきの家

3 認知症高齢者の在宅生活と地域との関わりを絶やさぬ支援をめざして
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1C-
高橋　芳雄、太田　由香里、小林　麻美、川瀬　康裕
医療法人社団川瀬神経内科クリニック

16 通所リハビリテーションを退所された方々についての検討

17：10～18：00	 一般演題発表 「検討1」
座　　長：内田　泰史（内田脳神経外科）
評価委員：當山　房子（（有）福祉ネットワーク・やえやま）

12：00～13：00	 ランチョンセミナーⅢ
	 　「	タッチパネル式コンピューターを用いた認知症や軽度認知障害の早期発見から

治療・介入評価、そして予防プログラムの開発経緯から実践法」
座長：荒井　啓行（東北大学加齢医学研究所老年医学分野）
演者：浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）

共催：日本光電工業株式会社

1C-

後藤　恵、近藤　睦子、田坂　竜大
社会福祉法人せんだん会　グループホーム絆

19 「ちょっとまって！」こんな声掛けでいいだぁか？　～権利擁護支援推進委員養成研修を
受講して～

1C-

鈴木　正和1）、渡邉　愼二2）、佐野　淳也2）、野坂　直久2）、阿部　真也3）、野村　和彦3）、吉町　昌子3）、
後藤　輝明3）

1）株式会社ツルハ茂原店調剤薬局長、2）日清オイリオグループ株式会社、3）株式会社ツルハ

20 在宅高齢者の認知障害・認知症に対する薬局からのアプローチ～中鎖脂肪酸油摂取によ
る改善症例について～

第４会場　502号室

1C-

丸山　ゆかり、管谷　由紀子、川上　真苗
医療法人社団翔洋会　脳リハビリデイサービス大泉学園はなみずき

17 脳リハビリデイサービスに家族が期待することとは～相談員の立場から脳リハビリプロ
グラムの在り方を考える～

1C-
原島　哲志、若林　久美子
医療法人社団川瀬神経内科クリニック、本成寺安心住宅かえるハウス

18 サービス付高齢者向け住宅の申込状況

1D-
坂本　暁恵、工藤　雅子、高橋　純子、鈴木　真紗子、石塚　直樹、藤澤　豊、柴田　俊秀、
小原　智子、米澤　久司、寺山　靖夫
岩手医科大学内科学講座神経内科・老年科分野

1 アルツハイマー病を早期に発見するためのスクリーニング法

1D-
石塚　直樹、坂本　暁恵、高橋　純子、藤澤　豊、鈴木　真紗子、柴田　俊秀、小原　智子、工藤　雅子、 
米澤　久司、寺山　靖夫
岩手医科大学内科学講座神経内科・老年科分野

2 アルツハイマー病及びMCI患者における記憶機能検査（WMS-R）成績の検討

14：40～15：50	 一般演題発表 「認知機能（スクリーニング）」
座　　長：阪井　一雄（宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科）
評価委員：伊澤　幸洋（福山市立大学教育学部児童教育学科障害・福祉分野）

1C-

高塚　眞由美、谷森　恵美子、佐藤　ゆかり
社会福祉法人せんだん会　荒島ふれあいの郷エスポワール

14 小規模多機能型事業所の利用者から認知症の発症に至った原因を考察し、予防の取り組
みの重要性を学ぶ

1C-
河上　弘子
社会福祉法人こうほうえん　ケアハウスさかい幸朋苑

15 ケアハウス利用者に対する認知症予防の取り組み―参加型プログラムをおこなって―
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1D-
藤野　孝雄1）、木村　成志2）

1）藤野循環器科内科医院、2）大分大学医学部神経内科

4 物忘れ相談プログラム（MSP）を用いた外来での認知機能スクリーニング検査

15：50～16：50	 一般演題発表 「認知機能」
座　　長：田北　昌史（田北メモリーメンタルクリニック）
評価委員：梅垣　宏行（名古屋大学大学院医学系研究科老年科学）

1D-

尹　智暎1）、角田　憲治2）、大藏　倫博1）

1）筑波大学体育系、2）明治安田厚生事業団体力医学研究所

5 高齢期における軽度認知障害をスクリーニングする身体パフォーマンステストバッテリ
の提案

1D-
吉村　梢恵、阿部　由美子、寺門　洋介、鹿島　由貴、市原　綾子、成瀬　聡

（医）新成医会　総合リハビリテーションセンター・みどり病院認知症疾患医療センター

6 Me-CDTを用いた認知症スクリーニングツールの有用性の検討

1D-

夏苅　直己1）、永野　裕輔2）

1）（医）峻凌会　やきつべの径診療所、一般社団法人焼津市医師会、2）一般社団法人焼津市医師会臨床検査センター

7 新たな認知症スクリーニング・システムの開発と一次・二次・三次予防事業への誘導につ
いて：3,867名の多変量解析による分析から

1D-
高橋　真悟1）、児玉　直樹2）、竹内　裕之1）

1）高崎健康福祉大学大学院、2）高崎健康福祉大学

10 言語流暢性課題・立方体模写課題・ストループ課題における認知症の重症度判別について

1D-
吉武　亜紀1）、赤松　祐美1）、久徳　弓子2）

1）川崎医科大学附属病院臨床心理センター、2）川崎医科大学神経内科学

11 「ノイズパレイドリア・テスト」の可能性～幻視の訴えがあった７症例を通して～

1D-
福田　敏秀1）、浦上　克哉2）

1）社会福祉法人こうほうえん、2）鳥取大学医学部保健学科生体制御学

12 「もの忘れトレーニング・プログラム」の活用方法に関する検討

1D-
谷口　美也子1）、清水　寿夫2）、岡山　由佳3）、中村　加代子3）、中村　誠一3）、高下　士良2）、浦上　克哉4）

1）鳥取大学医学部附属病院、2）株式会社エッグ、3）株式会社なかよし、4）鳥取大学医学部生体制御学

13 タッチパネル式コンピューターを用いた予防プログラム：ものトレの効果の検証

1D-
大島　拓也1）、原田　飛鳥1）、三石　陽子1）、渡邉　千恵美1）、石森　裕子1）、阿部　弘明2）、涌谷　陽介3）

1）社会福祉法人全仁会　ピースガーデン倉敷GHのぞみ介護福祉士、2）社会医療法人全仁会　倉敷平成病院心理士、
3）社会医療法人全仁会　倉敷平成病院認知症疾患医療センター医師

14 魅力的なGHを目指して

1D-

管谷　由紀子1）、辻　正純2）

1）医療法人社団翔洋会脳リハビリデイサービス大泉学園はなみずき、2）医療法人社団翔洋会辻内科循環器科歯科クリニック

15 認知症の方を介護する家族の悩みとポジティブな介護のための因子とは～認知症外来に
おける生活相談内容の分析からみえてきたこと。

16：50～18：00	 一般演題発表 「検討2」
座　　長：櫻井　孝（独立行政法人国立長寿医療研究センター　もの忘れセンター）
評価委員：辻　美帆（医療法人社団　翔洋会）

1D-
井手　芳彦、橋口　留美、久　雅代、久家　香織、松尾　七美紀、仮谷　沙智、日和田　正俊、川口　さゆり
社会医療法人白十字会　佐世保中央病院認知症疾患医療センター

8 「Noise	Pareidolia	Test」の有用性について～他の高次脳機能検査との相関性～

1D-
清水　祐介1）、児玉　直樹2）、川瀬　康裕3）、竹内　裕之1）

1）高崎健康福祉大学大学院医療福祉情報学専攻、2）高崎健康福祉大学、3）川瀬神経内科クリニック

9 時計描画課題によるアルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の鑑別

1D-
上松　右二1）、服部　園美1）、岩原　昭彦1）、武用　百子1）、志波　充1）、内海　みよこ1）、石谷　朋子1）、
早川　博子1）、岡　壇1）、有田　幹雄1）、牟礼　佳苗2）

1）和歌山県立医科大学保健看護学部、2）和歌山県立医科大学医学部公衆衛生学

3 地域住民健診におけるスクリーニング認知機能検査の有用性
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1D-

内海　久美子、大辻　誠司、廣本　真臣、福田　智子、佐々木　旭美
砂川市立病院認知症疾患医療センター

17 どのようなボランティアサービスがあれば、在宅を支えられるか—当地域のボランティ
ア「ぽっけ」の活動からー

1D-

三浦　康代1）、福田　章2）

1）明治国際医療大学地域保健看護学講座、2）NPO法人認知症予防サポートネット

18 「認知症予防に熱心な町づくり」をめざした「認知症予防地域ボランティア養成講座」受講
後のボランティア認定状況

1D-

津田　陽一郎1）、涌谷　陽介2）、榊原　一二三3）、市川　大介4）、上田　恵子5）

1）社会医療法人全仁会　倉敷平成病院リハビリテーション部理学療法科、2）社会医療法人全仁会　倉敷平成病院認知症疾患
医療 セ ン タ ー 医師、3）社会医療法人全仁会　 倉敷平成病院看護部、4）社会医療法人全仁会　 倉敷平成病院薬剤部、 
5）社会医療法人全仁会　倉敷平成病院リハビリテーション部臨床心理士

19 職員の認知症・せん妄に対する理解度とケアの現状―認知症およびせん妄サポート委員
会における調査―

1D-
廣本　真臣1）、内海　久美子2）、洞野　綾子3）、福田　智子4）、大辻　誠司5）、佐々木　旭美5）

1）砂川市立病院認知症疾患医療センター精神保健福祉士、2）砂川市立病院認知症疾患医療センター長、3）砂川市立病院認知
症疾患医療センター臨床心理士、4）砂川市立病院認知症疾患医療センター認知症看護認定看護師、5）砂川市立病院認知症疾
患医療センター精神保健福祉士

20 アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症における自宅退院の可能性の相違

1P-
波拉提　庫尓班1）、加藤　智子2）、菅野　新一郎3）、安井　明3）、荒木　紀帆1）、小西　吉裕1）、遠山　育夫2）

1）国立病院機構鳥取医療センター臨床研究部、2）滋賀医科大学分子神経科学研究センター、3）東北大学加齢医学研究所

1 アルツハイマー病病態へのα1-chimaerinとアミロイド相互作用機序の関与

1P-

Liu Junjun1）, Liu Shuyu1）, Yukino Matsumoto1）, Saki Murakami1）, Yusuke Sugakawa1）, Ayako Kami1）, 
Tanabe Chiaki1）, Maeda Tomoji1）, Makoto Michikawa2）, Komano Hiroto1）, Zou Kun1）

1）Department of Neuroscience School of Pharmacy Iwate Medical University, 2）Department of Biochemistry, Nagoya 
City University Medical School

2 Angiotensin	 type	1a	 receptor	 deficiency	 ameliorates	 brain	 amyloid	
pathology

1P-
奥田　充顕1）、藤田　有紀1）、杉本　八郎1）、橋本　道男2）、勝部　拓矢3）、田畑　光正3）、吉野　勝美3）

1）同志社大学脳科学研究科、2）島根大学医学部、3）島根県産業技術センター

3 加圧加工玄米の摂取によるin	vivo認知機能改善効果

1P-
福山　和也1）、垣尾　翔大2）、榎　崇一郎3）、古旗　賢二3）、鈴木　利治4）、多胡　めぐみ2）、田村　悦臣2）

1）慶應義塾大学薬学部薬科学科、2）慶應義塾大学大学院薬学系研究科、3）城西大学薬学部薬科学科、4）北海道大学大学院薬学研究院

4 コーヒーはヒト神経細胞種SH-SY5YにおけるBACE1の発現を抑制する

1P-
太田　康之1）、Cyntia Tremblay2）、Julie A. Schneider3）、David A. Bennett3）、Frederic Calon2）、Jean-
Pierre Julien2）、阿部　康二4）

1）岡山大学大学院脳神経内科学 Research Centre of Institut universitaire en santé mentale de Québec, Department of 
Psychiatry and Neuroscience, Laval University, Québec, QC, Canada.  2）Research Centre of Institut universitaire en 
sant_ mentale de Québec, Department of Psychiatry and Neuroscience, Laval University, Québec, QC, Canada.  3）Rush 
Alzheimer's Disease Center, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois, USA.  4）岡山大学大学院脳神経内科学

5 MCI	due	to	ADからAD進行におけるTDP-43の役割

1P-
山下　徹、菱川　望、佐藤　恒太、武本　麻美、太田　康之、阿部　康二
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学

6 自然発症高血圧ラットの脳血管性認知症モデルにおけるテルミサルタンの治療

14：40～15：16	 ポスター発表 「基礎」
座　　長：北口　暢哉（藤田保健衛生大学医療科学部臨床工学科）
評価委員：澤田　浩秀（神戸常盤大学保健科学部医療検査学科）

ポスター・展示会場（レセプションホール）

1D-
並木　香奈子1）、根本　留美1）、川西　智也1）、稲垣　千草1）、井上　志津子1）、長久　美江子1）、
若松　直樹2）、石渡　明子3）、野村　俊明4）、北村　伸5）

1）日本医科大学街ぐるみ認知症相談センター、2）新潟リハビリテーション大学医療学部リハビリテーション学科、 
3）日本医科大学大学院医学研究科神経内科学分野、4）日本医科大学医療心理学教室、5）日本医科大学武蔵小杉病院認知症
センター

16 地域のかかりつけ医に対する認知症診療に関する調査	―2009年と2014年の比較から―

演題取下げ
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15：34～15：58	 ポスター発表 「ケア、調査1」
座　　長：中道　淳子（石川県立看護大学看護学部成人老年看護学講座）
評価委員：近藤　啓子（一般財団法人江原積善会　積善病院）

15：16～15：34	 ポスター発表 「予防1」
座　　長：菱川　望（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科神経内科学）
評価委員：辻　正純（医療法人翔洋会　辻内科循環器科歯科クリニック）

1P-
中山　寛人、武智　薫、星野　安美、木村　由香、築城　凡子、宮本　智恵、西野　憲史
医療法人ふらて会　西野病院

7 当院におけるフレイルの特徴

1P-
藤野間　剛1）、中道　淳子2）、森田　聖子2）、伊達　ひかり、村谷　真菜3）

1）福井大学医学部附属病院、2）石川県立看護大学、3）船橋総合病院

8 認知症高齢者への笑いヨガの試み～心理的効果および認知機能に対する効果について～

1P-
十河　正樹、徳地　亮、野口　泰子、渡部　悠司、森　親子、林　聡、東野　幸夫
岡山医療技術専門学校

9 対戦式ゲームが注意機能に与える影響～健常若年者での検討～

1P-
萩野　悦子1）、大久保　抄織2）、山田　律子1）、野村　まゆみ3）、武田　純子4）

1）北海道医療大学看護福祉学部、2）介護老人保健施設エル・クォール平和、3）有限会社ライフアート　グループホーム福寿荘Ⅱ、
4）有限会社ライフアート

10 重度認知症高齢者における日中の離床時間の変化が睡眠覚醒パターンに及ぼす影響

1P-
梶田　博之、森川　孝子、尾嵜　遠見、前田　潔
神戸学院大学総合リハビリテーション学部

14 介護支援専門員の認知症者への支援の現状および意識に関するアンケート調査

1P-

阿部　邦彦1）、鈴木　みずえ2）、水野　裕3）

1）同朋大学社会福祉学部非常勤講師、2）浜松医科大学医学部看護学科、3）社会医療法人杏嶺会いまいせ心療センター

15 軽度認知障害の疑われる高齢者の自己認識、家族の違和感の検討　本人と家族の問題意
識とそのギャップについて

1P-
根本　留美1）、川西　智也1）、稲垣　千草1）、並木　香奈子1）、樫村　正美2）、石渡　明子3）、野村　俊明2）、
北村　伸4）

1）日本医科大学街ぐるみ認知症相談センター、2）日本医科大学医療心理学教室、3）日本医科大学武蔵小杉病院神経内科、 
4）日本医科大学武蔵小杉病院認知症センター

16 認知症早期発見における地域連携―かかりつけ医からの相談者紹介における一考察―

1P-
佐々木　明子、佐藤　知栄実、安達　峰子
日清オイリオグループ（株）中央研究所

12 表情から読み取る認知症患者の介護におけるコミュニケーションの重要性

1P-
天野　宏紀1）、神田　秀幸2）、黒沢　洋一1）

1）鳥取大学医学部健康政策医学分野、2）島根大学医学部環境保健医学講座

13 地域在住高齢者の認知機能障害とその関連要因

15：58～16：28	 ポスター発表 「調査2」
座　　長：旭　俊臣（医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテーション病院）
評価委員：大井　博司（広島国際大学総合リハビリテーション学部リハビリテーション学科）

1P-
神戸　信人、富　安浩、髙橋　千佳
株式会社オリエンタルコンサルタンツ

17 新しい道路インフラによるＭＣＩ早期発見の可能性

1P-
稲垣　千草1）、根本　留美1）、川西　智也1）、並木　香奈子1）、石渡　明子2）、野村　俊明3）、北村　伸1）

1）日本医科大学武蔵小杉病院認知症センター、2）日本医科大学武蔵小杉病院神経内科、3）日本医科大学医療心理学教室

18 専門職向け公開講座の開催～講座の有用性と専門職のニーズについての検討～

1P-
服部　園美1）、丸岡　朋子1）、宮井　信行1）、水主　千鶴子2）、本山　貢2）

1）和歌山県立医科大学保健看護学部、2）奈良県立医科大学医学部看護学科、3）和歌山大学教育学部

11 デイサービスに通所している高齢者に対する介入プログラムの有用性の検討
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16：２8～16：52	 ポスター発表 「非薬物」
座　　長：島田　裕之（国立長寿医療研究センター生活機能賦活研究部）
評価委員：小徳　美千子（鳥取県認知症ケア専門士会）

1P-

杉山　美香1）、宮前　史子1）、宇良　千秋1）、稲垣　宏樹1）、佐久間　尚子1）、伊集院　睦雄2）、粟田　主一1）

1）東京都健康長寿医療センター研究所、2）県立広島大学

19 都市部における地域在住高齢者を対象にしたウォーキングプログラムの効果～無作為化
抽出試験（RCT）による検討～

1P-

木村　貴之1）、永富　絵美2）、岡崎　恵2）、久保田　潤平1）、久保　哲郎3）、藤井　航1）、林田　裕2）、柿木　保明1）

1）九州歯科大学老年障害者歯科学分野、2）北九州中央病院、3）久保歯科医院、九州歯科大学老年障害者歯科学分野

20 機能的口腔ケアによりグレリン分泌リズムと行動が改善したと思われる認知症高齢者の
一例

1P-

平山　智元1）、野坂　直久2）、渡邉　愼二2）、木村　千恵1）、畑　ひとみ3）、柳谷　朗4）

1）社会福祉法人ばなな会　グループホームのんびりーす等々力、2）日清オイリオグループ株式会社、3）株式会社アイ・ディ・エス 
グループホームバナナ園武蔵小杉、4）株式会社アイ・ディ・エス　事業本部

21 グループホーム入所者への多元的観察評価尺度を用いたココナッツオイル、MCT油摂取
の検討

1P-
石川　裕子、水上　勝義
筑波大学大学院人間総合科学研究科

22 認知症患者に対するダンスセラピーの神経生理学的効果について

1P-

中野　由美子1）、松薗　構佑1）、山下　徹1）、太田　康之1）、菱川　望1）、佐藤　恒太1）、出口　健太郎2）、 
阿部　康二1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学、2）岡山市立市民病院神経内科

23 アルツハイマー病におけるガランタミンの長期的効果（Okayama	Galantamine	
Study;	OGS）についての検討

1P-

高宮　資宜1）、涌谷　陽介1）、高尾　芳樹1）、阿部　康二2）

1）社会医療法人全仁会　倉敷平成病院神経内科、2）岡山大学病院神経内科

24 非流暢性失語症状で発症し大脳皮質基底核症候群と臨床診断され、初期の失語症状に対
して塩酸ドネペジルが有効と考えられた1例

1P-
平田　和晃1）、蓮子　浩行1）、阿志賀　大和2）、今野　公和1）

1）こんの脳神経クリニック、2）新潟リハビリテーション大学

25 薬物療法と非薬物療法の併用における効果

1P-

徳地　亮1）、菱川　望1）、佐藤　恒太1）、高尾　芳樹2）、涌谷　陽介2）、出口　健太郎1）、太田　康之1）、 
山下　徹1）、阿部　康二1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学、2）倉敷平成病院神経内科

26 Alzheimer病患者の認知機能と情動機能に対する薬物療法と認知リハビリテーションの
併用効果

1P-
中村　千恵子、阿部　百合子、豊岡　恵子、長岡　和美、横山　正美
脳活さんじょう

27 地域行事に脳活ゲームを取り入れ自然体で認知症予防

16：52～17：16	 ポスター発表 「治療」
座　　長：成瀬　聡（総合リハビリテーションセンターみどり病院）
評価委員：松山　賢一（神戸大学大学院精神医学分野）

17：16～17：40	 ポスター発表 「予防2」
座　　長：高橋　智子（横手市役所健康福祉部地域包括支援センター）
評価委員：佐々木　純子（NPO法人青森音楽療法研究会）

1P-
豊岡　恵子、阿部　百合子、大竹　美佐子、長岡　和美、横山　正美
脳活さんじょう

28 ～自らの介護物語を演じながら予防と元気を～オリジナルオペレッタ創作
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17：40～18：00	 ポスター発表 「検討」
座　　長：竹田　伸也（鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻）
評価委員：涌波　淳子（特定医療法人アガペ会　北中城若松病院）

1P-
高塚　美和
三郷町地域包括支援センター

29 奈良県三郷町における認知症予防システムの構築～物忘れ相談プログラムを活用して～

1P-
山本　真由美1）、村田　昇2）、大城　智睦2）、緋田　了3）、武部　智恵美4）、葛原　誠人5）

1）香川県土庄町役場地域包括支援センター、2）医療法人社団宝樹会　小豆島病院、3）特別養護老人ホームあづき、
4）土庄町地域包括支援センター、5）綾川町国民健康保険陶病院（前土庄中央病院）

30 認知症予防教室（スッキリはっきり教室）の短期・長期的効果について

1P-
福田　祐里恵1）、松本　智美1）、遠藤　兼二2）

1）介護老人保健施設弓浜ゆうとぴあ、2）訪問介護弓浜真誠会

31 施設入所中の意欲低下がみられる認知症高齢者に対するラフターヨガの試み

1P-
長岡　和美、阿部　百合子、大竹　美佐子、豊岡　恵子、横山　正美
脳活さんじょう

32 みんなの居場所づくり「樫の森オープンハウス」三年の軌跡

1P-
川瀬　弓子、原島　哲志、高橋　芳雄、庄司　俊彦、皆川　伊砂子、小林　麻美
医療法人社団　川瀬神経内科クリニック

33 Ｔ町認知症予防教室講師派遣10年の取り組みは人材育成に役立ったか？
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9：00～ 9：50	 特別講演Ⅰ
	 　「アミロイドPET検査による認知症の鑑別診断と課題」

座長：山本　泰司（神戸大学医学部附属病院精神科神経科）
演者：千田　道雄（公益財団法人先端医療振興財団先端医療センター研究所）

10：00～10：50	 特別講演Ⅱ
	 　「パーキンソン病および神経難病の病態と治療―研究の現状と展望―」

座長：川瀬　康裕（医療法人社団川瀬神経内科クリニック）
演者：戸田　達史（神戸大学大学院医学研究科神経内科学／分子脳科学）

11：00～11：50	 特別講演Ⅲ
	 　「アルツハイマー病の克服：先制医療と個別化医療」

座長：辻　正純（医療法人翔洋会　辻内科循環器科歯科クリニック）
演者：荒井　啓行（東北大学加齢医学研究所老年医学分野）

プログラム　第２日目　9月26日（土）
第１会場　メインホール

2A-
古川　勝敏、石木　愛子、冨田　尚希、冲永　壯治、荒井　啓行
東北大学加齢医学研究所老年医学分野

1 東日本大震災後、石巻市内の仮設住宅に居住する高齢者における認知症予防の試み

2A-
光岡　眞里1）、若松　直樹2）

1）特定非営利活動法人介護予防で日本を元気にする会、2）新潟リハビリテーション大学 医療学部 リハビリテーション学科

2 ITを利用した認知症予防プログラム「脳若トレーニング」の効果と地域づくりへの広がり

2A-
林　利光1）、川口　のどか1）、白井　友里1）、伊藤　亜由美1）、祝田　沙織1）、増森　宣行1）、橋本　蔵人2）、
小澤　美貴2）、大森　俊行2）、辰濃　尚3）

1）東京急行電鉄（株）東急病院診療技術部門リハビリテーション科、2）東京急行電鉄（株）東急病院診療部門整形外科
3）東京急行電鉄（株）東急病院診療部門リハビリテーション科

3 高齢者大腿骨近位部骨折患者に対する作業療法での認知症予防課題の介入効果

13：10～14：20	 一般演題発表 「予防1」
座　　長：豊田　正博（兵庫県立大学大学院）
評価委員：根本　留美（日本医科大学武蔵小杉病院認知症センター）

2A-
樫村　正美1）、野村　俊明1）、石渡　明子2）、北村　伸3）

1）日本医科大学医療心理学教室、2）日本医科大学大学院医学研究科神経内科分野、3）日本医科大学武蔵小杉病院認知症センター

4 物忘れを主訴とした高齢者に対する認知行動療法の安全性の検討

2A-
西野　憲史1）、西野　惠子2）、川畑　陽子3）、星野　安美3）

1）医療法人ふらて会　西野病院、2）社会福祉法人ふらて福祉会、3）ＮＰＯ法人生きがい創造塾

5 認知症二次予防活動6年目の成果と課題

2A-
竹田　伸也
鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻

6 認知行動療法を用いた自主的認知症予防プログラムが情緒機能に及ぼす効果

2A-
保母　恵1）、西村　美紀2）

1）国際医療福祉大学小田原保健医療学部、2）横浜市富岡東地域ケアプラザ

7 スリーＡ式認知症予防教室スタッフ育成講座の効果―講座終了半年後の調査から―
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14：20～15：30	 一般演題発表 「予防2」
座　　長：久徳　弓子（川崎医科大学神経内科）
評価委員：杉山　美香（東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と介護予防研究チーム）

2A-
菅野　真紀1）、奥山　惠理子1）、阿部　邦彦2）

1）株式会社浜松人間科学研究所、2）株式会社創生

8 予防サロン活動における健康意識と認知症予防効果に関する研究

2A-
湯川　夏子1）、明神　千穂2）、内田　隆三3）、浦　めぐみ3）、大伴　和彦3）、長瀬　和政3）

1）京都教育大学家政科、2）近畿大学農学部食品栄養学科、3）株式会社日本ケアデザイン「ありがとうの家」

9 認知症高齢者に対する「料理療法」の効果―デイサービス施設における実施例―

2A-
加藤　靖智、管谷　由紀子、丸山　ゆかり
医療法人社団翔洋会　脳リハビリデイサービス大泉学園はなみずき

10 認知症予防と運動有酸素運動（リズム体操）と無酸素運動（マッスルタイム）

2A-
阿南　悠希江1）、濱崎　利沙1）、小柳　洋子1）、宮﨑　有希1）、山田　真季1）、辻畑　光宏1）、大武美保子2）

1）社会医療法人春回会　長崎北病院、2）千葉大学工学部機械工学科

11 認知症患者に対する共想法の効果について

2A-
赤澤　堅造1）、益子　務2）、一ノ瀬　智子3）、松本　佳久子3）、竹原　直美3）、青木　智美3）、奥野　竜平4）

1）社会福祉法人希望の家先端応用音楽研究所・大阪大学名誉教授、2）社会福祉法人希望の家・武庫川女子大学名誉教授、3）武庫
川女子大学音楽学部、4）摂南大学理工学部

12 認知症予防のための電子楽器演奏システムの開発～知的機能刺激に着目した基礎的検討～

2A-
藤原　祐樹、河月　稔、神庭　友里恵、鈴木　哲也、長野　真弥、三ツ星　紀子、中村　将太、
勝俣　雄登、高村　歩美、浦上　克哉
鳥取大学医学部保健学科生体制御学

13 アロマセラピーの認知機能改善および予防効果の検討

15：40～16：30	ホットトピックスセッション
座長：山下　徹（岡山大学大学院医歯薬総合研究科）

	 　「認知症の早期発見・予防のための血液バイオマーカーの探索について」
演者：内田　和彦（筑波大学・医学医療系）

	 　「地域高齢住民における認知症の実態と予防：久山町研究」
演者：小原　知之（九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野）

16：40～18：00	 シンポジウムⅣ「園芸療法とのジョイントシンポジウム」
座長：西野　憲史（医療法人ふらて会　西野病院）

	 Dementia	Prevention	with	Nature
演者：Dr. Garuth E Chalfont PhD ASLA FRGS

9：00～ 9：50	 教育講演Ⅰ
	 　「日々の認知症予防活動をエビデンスあるものにするために」

座長：黒沢　洋一（鳥取大学医学部医学科健康政策医学分野）
演者：児玉　直樹（高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科）

2A-
原田　薫雄1）、原田　雅嗣2）、原田　康夫3）

1）公立下蒲刈病院脳神経外科、2）広島国際大学心理科学部臨床心理学科、3）公立下蒲刈病院

14 アルツハイマー型認知症患者に対するハンドベルを用いた音楽療法の効果

第２会場　国際会議室

演題取下げ
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10：00～10：50	 教育講演Ⅱ
	 　「認知症高齢者の摂食・咀嚼・嚥下障害の特徴と食べる喜びを支えるケア」

座長：西野　惠子（社会福祉法人ふらて福祉会）
演者：山田　律子（北海道医療大学看護福祉学部）

11：00～11：50	 教育講演Ⅲ
	 　「認知症高齢者への虐待の予防」

座長：川瀬　弓子（医療法人社団川瀬神経内科クリニック）
演者：池田　惠利子（公益社団法人あい権利擁護支援ネット）

12：00～13：00	 ランチョンセミナーⅣ
座長：千田　道雄（公益財団法人先端医療振興財団先端医療センター研究所）

	 　「ダットスキャンで見えてくるうつ病･妄想性障害とレビー小体病の境界」
演者：北村　ゆり（菜の花診療所）

	 　「DLB診療におけるドパミントランスポーターイメージングの有用性」
演者：継　泰城（豊川市民病院）

共催：日本メジフィジックス株式会社

2B-
菅原　圭
株式会社ほほえみネットワーク竹城　コミュニティサロンはつが

1 スリーＡ方式脳活性化・認知症予防デイサービスの有効性	～登録者情報と２事例から～

2B-
大北　裕之1）、安岡　香里1）、鈴木　浩1）、遊亀　眞由美1）、竹島　栄美子1）、青川　直美1）、綿引　玲1）、門
間　太作1）、永野　龍司2）、徳山　明広1）、澤井　照佳1）、竹林　由浩1）、竹林　和彦1）

1）一般財団法人信貴山病院　ハートランドしぎさん、2）公益財団法人復光会　垂水病院

2 認知症患者に対する高齢者デイケアの有用性の検討

2B-
宮崎　有希1）、山田　真季1）、平瀬　有希1）、松尾　萌美1）、草野　可代子2）、田口　教子2）、福島　さや香2）、
青柳　香織3）、辻畑　光宏4）

1）社会医療法人春回会　長崎北病院総合リハビリテーション部、2）社会医療法人春回会　長崎北病院看護部、3）社会医療法人
春回会　長崎北病院歯科医、4）社会医療法人春回会　長崎北病院神経内科

3 認知症患者の歯磨きにおける磨き残しと認知機能、日常生活動作との関連性の調査

2B-

田中　裕子1）、山田　律子1）、池田　和博2）、村田　幸枝2）、木本　恵美子3）、平井　敏博4）

1）北海道医療大学　看護福祉学部、2）北海道医療大学　歯学部、3）北海道歯科医師会在宅歯科医療連携室、4）北海道医療大学

4 介護老人保健施設に入所する軽度・中等度認知症高齢者の良好な口腔環境を維持するた
めの予防ケア

13：10～13：50	 一般演題発表 「口腔ケア」
座　　長：山本　美輪（鳥取大学医学部保健学科）
評価委員：北野　あゆみ（大阪さやま病院）

13：50～14：40	 一般演題発表 「ケア1」
座　　長：真田　順子（さなだクリニック）
評価委員：村岡　洋子（福知山市認知症予防の会/京都短期大学）

2B-

竹差　美紗子、近藤　彰、富田　元、野中　浩幸
藤田保健衛生大学医療科学部看護学科

5 一般病棟でBPSDを伴う認知症患者への看護介入方法に関し、文献からみた困難事例の
現状把握と今後の課題

2B-
旭　俊臣
旭神経内科リハビリテーション病院

6 救急病院へ入院後BPSDが進行した認知症患者に対する認知症リハビリ
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2B-
山口　潔1）、亀山　祐美2）、木棚　究2）、石井　伸弥2）、小島　太郎2）、山口　泰弘2）、小川　純人2）、秋下　雅弘2）

1）医療法人社団創福会ふくろうクリニック等々力、2）東京大学医学部附属病院老年病科

7 BPSDのケアにおける看護師・介護職員に対する多職種協働研修の開発

2B-
日野　雅洋、原　祥子、小野　光美
島根大学医学部看護学科

8 精神科救急入院病棟における認知症患者の家族への看護ケアの実際

2B-
朴　信江1）、萩田　邦彦2）、小久保ゆき2）

1）社会福祉法人聖隷福祉事業団　高齢者公益事業部、2）浜名湖エデンの園

9 4年間のＤＣＭ実践から導き出した認知症ケア支援観の変容

14：40～15：30	 一般演題発表 「ケア2」
座　　長：鵜飼　克行（総合上飯田第一病院）
評価委員：並木　香奈子（日本医科大学街ぐるみ認知症相談センター）

15：40～16：30	 認知症予防専門士ミーティング

16：40～18：00	 シンポジウムⅤ「日本脳血管・認知症学会とのジョイントシンポジウム」
座長：阿部　康二（岡山大学神経内科）

	 メタボと認知症
演者：島村　宗尚（大阪大学大学院医学系研究科神経内科学健康発達医学）

	 脳卒中後認知症
演者：山下　徹（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）

	 アミロイド血管症（Cerebral	amyloid	angiopathy/vasculopathy）の臨床的多様性
演者：涌谷　陽介（倉敷平成病院神経内科認知症疾患医療センター）

	 認知症領域検査技師介入による認知症予防
演者：狩野　賢二（島根大学医学部クリニカルスキルアップセンター）

	 認知症予防専門士介入による認知症予防
演者：児玉　直樹（高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科）

2B-

永田　公子、錦織美千子
社会医療法人昌林会　デイサービスセンターフィットネス

10 デイサービス利用を拒否する認知症高齢者に対するケアへの取り組み～受容的な関わり
から見えた光～

2B-

中島　洋平、北島　文、坂寄　加都子
舞浜倶楽部新浦安フォーラム

11 背中のタクティールRケアを用いた高齢者への介入による体温変化・心理的効果を調べ
た実践報告

2B-
大柴　賢珠
一般社団法人中野区医師会立　訪問看護ステーションしらさぎサテライト

12 認知症高齢者へのスピリチュアルケアの一可能性　～訪問看護での回想法を通して～

2B-
髙橋　友仁
舞浜倶楽部新浦安フォーラム

13 スウェーデンケア、ＴＥＮＡを使用した排便サポートの取り組みに関して

2B-

小林　聖治、奥田　正彦、山内　憲子、前田　朋美
ケアハウス　新いなば幸朋苑

14 Ａ氏の行動を理解し、ＢＰＳＤ軽減に取り組んだ一事例	～ケアハウスで安心して暮らせ
るために～
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18：10～19：10	 イブニングセミナーⅡ
	 　「認知症の行動障害：治療とケアの基本について」

座長：北村　伸（日本医科大学武蔵小杉病院）
演者：横田　修（きのこエスポアール病院精神科）

共催：第一三共株式会社

8：00～ 8：50	 評議員会

9：00～ 9：50	 特別講演Ⅳ
	 　「DIANに見る臨床研究のグローバル化」

座長：浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）
演者：森　啓（医療法人崇徳会・田宮病院、大阪市立大学大学院医学研究科・
　　　　　　　脳血管内治療・頭蓋底外科病態学寄附講座）

10：00～10：50	 特別講演Ⅴ
	 　「iPS	細胞を用いた神経変性疾患研究」

座長：小西　吉裕（独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター臨床検査部）
演者：井上　治久
　　　（京都大学iPS細胞研究所増殖分化機構研究部門幹細胞医学分野）

12：00～13：00	 ランチョンセミナーⅤ
座長：戸田　達史（神戸大学大学院医学研究科神経内科）

	 「認知症の早期介入と治療　up	to	date」
演者：木下　彩栄（京都大学医学研究科人間健康科学系専攻）

	 「認知症介護者への支援」
演者：谷向　知（ 愛媛大学大学院医学系研究科地域健康システム看護学）

共催：ノバルティスファーマ株式会社

第３会場　501号室

13：10～14：20	 一般演題発表 「予防3」
座　　長：松村　美由起（東京女子医科大学付属成人医学センター）
評価委員：小林　達子（社会福祉法人こうほえん　介護老人保健施設いなば幸朋苑）

2C-
松田　ヒトミ、細見　潤
医療法人ハートピア細見クリニック

1 新しいことへの挑戦パートⅡ　～ブンネ楽器を取り入れた活動から～

2C-
利根川　久女紅1）、堀　慎二2）、尾崎　仁美2）、五月女　美幸2）、小川　八重子2）、利根川　浩一2）

1）利根川Ｋスタジオ、利根川施療院・日本リンパビクス協会、特定非営利活動法人 高齢者安全運転支援研究会、2）利根川Ｋスタジオ

2 話術と手話ソングとリンパビクスで認知症予防に挑戦～心が動くから体が動く～

2C-

富田　知子1）、田嶋　順子1）、及川　麻衣子1）、難波　礼治2）

1）山野美容芸術短期大学、2）第一工業大学工学部

3 高齢者を支援する美容技術の可能性について（第二報）～メイクの効果と高齢者の行動指
標に関する調査～
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2C-
原　悦子
伏見認知症予防ネット「スズメの学校」

4 みんなの認知症予防ゲーム320回継続の魅力（旧称　認知症予防ゲームスリーＡ）

2C-
畑　昌宏、遠藤　刷正
社会福祉法人せんだん会　ケアポートやすぎ

5 笑いヨガによる認知症予防の取り組み　～笑う門には福来たる～

2C-
緋田　了1）、村田　昇2）、大城　智睦2）、山本　真由美3）、武部　智恵美3）、赤坂　光代1）

1）特別養護老人ホームあづき、2）医療法人社団宝樹会　小豆島病院、3）土庄町地域包括支援センター

6 認知症予防への取り組み～認知症予防教室（スッキリはっきり教室）～

2C-
作本　修一
真庭市認知症地域支援推進会議さくもとクリニック

7 真庭市の口腔ケアの活動

2C-
岩崎　恵美、佐伯　教子、山崎　恵美子
社会医療法人昌林会　介護療養型老人保健施設昌寿苑

8 ふうふうレクリエーションの介入効果

2C-

中村　都子1）、山本　逸雄2）、長　雅子2）、河岸かおり2）

1）NPO法人認知症予防ネット、2）山本クリニック

9 クリニックのデイケアにおける認知症予防ゲームの効果について
～	自信の回復とＱＯＬの向上を目指すゲーム運び	～

2C-
内田　栄子、辻　美帆、管谷　由紀子
脳リハビリデイサービス大泉学園はなみずき

10 脳リハビリ通所施設における臨床美術の有用性

2C-
三苫　祥1）、管　大輔1）、永井　繭美1）、伊東　烈堂1）、西野　憲史1）、久野　真矢2）

1）医療法人ふらて会　西野病院、2）帝京大学福岡医療技術学部

11 長期臥床により認知機能低下を生じた入院患者に対する脳活性化リハビリテーションの効果

2C-
渥美  三枝子、鈴木  昌代、三好  京子、江間  喜代美、鈴木  ともえ、大谷  知輝、竹田  恵美子、加茂  多恵子
株式会社 脳リハビリネットワーク

12 ～超高齢の方への脳リハビリの成果～95歳入退院を繰り返しながらの認知症維持改善

2C-
宮川　美恵、甲斐　由香理、工藤　洋子、近藤　知子
シルバーホームはるかぜ

13 養護老人ホームにおける認知症予防の取り組みについて

2C-
管　大輔、中村　則子、末吉　さおり、中武　愛、園田　純一、西野　憲史
医療法人ふらて会　西野病院

14 「有酸素運動を用いて認知症進行の予防に繋がった症例」

14：20～15：30	 一般演題発表 「予防4」
座　　長：津久井　洋子（地域ケアセンターマグノリア）
評価委員：伊藤　道美（米子市筒徳地域包括支援センター）

15：40～16：30	 藤田和子さんと語る会
座長：浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）
演者：藤田　和子 氏（日本認知症ワーキンググループ共同代表）
　　　川口　寿弘 氏（鳥取市役所総務課人権政策監中央人権福祉センター主幹）
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2D-
木宮　高代
福山平成大学看護学部看護学科

1 老年看護学実習における受持ち高齢者の特徴に関する研究

2D-

藤井　崇敬1）、前川　泰子2）、山本　美輪3）、中島　智晴4）、若山　大輝4）、櫻庭　繁5）

1）神戸大学付属病院6北病棟、2）関西福祉大学看護学部、3）鳥取大学医学部、4）大阪府立大学工学研究科、5）京都光華女子大学

2 看護学生に対する高齢者認知症ケア教育用シリアスゲーム教材を用いた学習への影響と
今後の課題

13：10～13：50	 一般演題発表 「ケア3」
座　　長：原　祥子（島根大学医学部看護学科）
評価委員：木村　成志（大分大学医学部神経内科学講座）

第４会場　502号室

2D-
山口  潔1）、亀山  祐美2）、木棚  究2）、石井  伸弥2）、小島  太郎2）、山口  泰弘2）、小川  純人2）、秋下  雅弘2）

1）医療法人社団創福会ふくろうクリニック等々力、2）東京大学医学部附属病院老年病科

3 アルツハイマー型認知症患者とその介護者の食習慣の検討

2D-
阿部　弘明1）、長山　洋子2）、川松　桃子2）、涌谷　陽介3）

1）社会医療法人全仁会　倉敷平成病院リハビリテーション部言語聴覚科、2）社会医療法人全仁会　倉敷平成病院認知症疾患
医療センター精神保健福祉士、3）社会医療法人全仁会　倉敷平成病院認知症疾患医療センター医師

4 認知症者における認知機能の経過と世帯構造、生活習慣病との関連（予備研究）

16：40～18：00	 シンポジウムⅥ
	 　「認知症診療の問題点」

座長：山本　泰司（神戸大学医学部附属病院精神科神経科）
	 本人への病名告知はするべきか

演者：小倉　純（一般財団法人甲南会　甲南病院認知症疾患医療センター）
	 抗認知症薬はいつはじめていつ止めるべきか

演者：小田　陽彦（兵庫県立姫路循環器病センター高齢者脳機能治療室精神科）
	 診療を拒否する患者への対応

演者：嶋田　兼一（兵庫県立姫路循環器病センター）
	 認知症患者の介護者に問題がある事例について
	 ―特に同居家族が精神障害で通院している場合―

演者：阪井　一雄（宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科）

12：00～13：00	 ランチョンセミナーⅥ
	 　「より良い認知症医療と福祉の未来の為に～患者と家族のアンケートから～」

座長：前田　潔（神戸学院大学）
演者：片山　禎夫（片山内科クリニック）

共催：日本イーライリリー株式会社

2D-
阪井　一雄1）、山本　泰司2）、松山　賢一2）、小倉　純3）、前田　潔4）

1）宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科、2）神戸大学医学部大学院医学系研究科精神医学分野、3）一般財団法人甲南会　甲
南病院、4）神戸学院大学総合リハビリテーション学部

6 ビタミンB12欠乏症による認知症の2例

13：50～14：40	 一般演題発表 「症例」
座　　長：井手　芳彦（社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院認知症疾患医療センター）
評価委員：原田　俊英（県立広島大学）

2D-
杉本　大貴1）、小野　玲2）、村田　峻輔2）、佐治　直樹1）、鳥羽　研二3）、櫻井　孝1）

1）国立長寿医療研究センターもの忘れセンター、2）神戸大学大学院保健学研究科、3）国立長寿医療研究センター

5 認知機能障害を有する患者におけるサルコペニアの有病率と関連因子
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2D-
川西　智也1）、根本　留美1）、稲垣　千草1）、並木　香奈子1）、石渡　明子2）、野村　俊明3）、北村　伸1）

1）日本医科大学武蔵小杉病院認知症センター、2）日本医科大学武蔵小杉病院神経内科、3）日本医科大学医療心理学教室

7 地域のもの忘れ相談機関を利用した潜在的なDLB患者の症状と認知機能

2D-
松山　賢一1）、阪井　一雄2）、鷲田　和夫3）、古和　久朋3）、山本　泰司1）

1）神戸大学大学院医学研究科精神医学分野、2）宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科、3）神戸大学大学院医学研究科 
神経内科学分野

8 抑うつ、失語、失行の目立った脳アミロイド血管症の一例

2D-

山本　泰司1）、松山　賢一2）、阪井　一雄3）

1）神戸大学医学部精神科神経科、2）神戸大学大学院医学研究科精神医学分野、3）宝塚医療大学保健医療学部理学療法学科

9 脳血流SPECT検査およびDAT	scanで乖離を認めた軽度認知障害（possible	DLB）の
１症例

2D-
羽田　沙緒里1）、朴　懿1）、西村　正樹2）、鈴木　利治1）

1）北海道大学大学院薬学研究院、2）滋賀医科大学・分子神経科学研究センター

10 孤発性アルツハイマー病における膜マイクロドメインのγセクレターゼ活性変化

2D-

中村　将太、河月　稔、神庭　友里恵、鈴木　哲也、長野　真弥、三ツ星　紀子、勝俣　雄登、
藤原　祐樹、高村　歩美、浦上　克哉
鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座

11 アルツハイマー型認知症における脳脊髄液バイオマーカーと神経心理学的検査の経時的
変化の検討

2D-
神庭　友里恵1）、高村　歩美1）、鈴木　哲也1）、長野　真弥1）、河月　稔1）、浦上　克哉1）、松原　悦朗2）

1）鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座、2）大分大学医学部神経内科学講座

12 Aβオリゴマー定量分析によるアルツハイマー型認知症早期診断バイオマーカーの開発

2D-

勝俣　雄登、神庭　友里恵、鈴木　哲也、長野　真弥、三ツ星　紀子、中村　将太、藤原　祐樹、
河月　稔、高村　歩美、浦上　克哉
鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座

13 アルツハイマー型認知症診断における脳脊髄液中のリン酸化タウ蛋白とアミロイドβ蛋
白の測定の重要性

2D-
乾　俊夫1）、川村　和之1）、有井　啓治1）、岡田　稔子2）、三ツ井　貴夫3）、谷口　美也子4）、浦上　克哉4）

1）国立病院機構徳島病院神経内科、2）国立病院機構徳島病院放射線科、3）国立病院機構徳島病院臨床研究部、4）鳥取大学 
医学部保健学科生体制御学講座

14 軽度認知機能障害7例のバイオマーカーの検討

14：40～15：30	 一般演題発表 「バイオマーカー」
座　　長：古川　勝敏（東北大学加齢医学研究所老年医学分野）
評価委員：川井　元晴（山口大学大学院医学系研究科神経内科）

15：40～16：30	 認定認知症領域検査技師講座キックオフミーティング
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2P-
岡本　慶子1）、岡_　麻代1）、西野　由理江1）、松本　啓子2）

1）川崎医科大学附属病院11階中病棟、2）川崎医療福祉大学医療福祉学部

3 認知症看護に対する看護師の思い―認知症カンファレンスを行って―

2P-
涌谷　陽介1）、榊原　一二三2）、坂井　誓子2）、市川　大介3）、犬飼　一智4）、上田　恵子4）、津田　陽一郎5）

1）倉敷平成病院神経内科・認知症疾患医療センター、2）倉敷平成病院看護部、3）倉敷平成病院薬剤部、4）倉敷平成病院臨床 
心理士、5）倉敷平成病院理学療法部

4 倉敷平成病院病棟における「認知症・せん妄サポートチーム」の取り組みについて

2P-
永江　孝美、大谷　るみ子、木村　薫、江口　恵美子、松嶋　朋子、竜円　誠
大牟田市認知症ライフサポート研究会

5 早期診断により早期からのライフステージに沿った支援が可能だった若年認知症の事例

2P-
川村　麻衣
医療法人ふらて会　介護老人保健施設やすらぎ

6 認知症高齢者が地域で生活するために介護老人保健施設が担う役割

2P-

強力　充昭1）、永田　博一2）

1）介護老人保健施設やまゆりの里、2）社会福祉法人明合乃里会

7 ナラティブ・ベイスド・メディスンを活用した認知症ケア～時・人・地域をつなぐ訪問リハ
ビリ～

2P-
庄　秀野1）、内田　泰史2）、林　幸江3）

1）医療法人恕泉会　内田脳神経外科通所介護デイサービスセンターやまびこ、2）医療法人恕泉会　内田脳神経外科理事長、3）
医療法人恕泉会　ピアハウス高知師長

8 やまびこハローワークで活き活き　役割を持つ大切さ

2P-
佐藤　恒太、武本　麻美、幡中　典子、太田　康之、菱川　望、山下　徹、阿部　康二
岡山大学医学部神経内科

9 パーキンソン病患者における認知機能低下・情動変化とドパミン神経脱落との関係について

2P-

加藤　夕奈1）、平林　晃知1）、酒井　裕輔1）、坂田　美和1）、金子　芽実1）、小早川　萌1）、川口　和紀1）、
加藤　政雄2）、長谷川　みどり2）、湯澤　由紀夫2）、中井　滋1）、比企　能之1）、北口　暢哉1）

1）藤田保健衛生大学医療科学部臨床工学科、2）藤田保健衛生大学医学部腎内科

10 血中Aβ除去によるアルツハイマー病治療･予防システムを目指して；ヒト血漿を用いた
濾過吸着中空糸システムの検討

13：34～13：58	 ポスター発表 「予防3」
座　　長：益岡　賢示（有限会社プレム・ダン）
評価委員：八森　淳（公益社団法人地域医療振興協会　市立伊東市民病院臨床研修センター）

13：58～14：28	 ポスター発表 「検査」
座　　長：高橋　純子（岩手医科大学神経内科老年科）
評価委員：野田　明子（中部大学生命健康科学部生命医科学科）

13：10～13：34	 ポスター発表 「医療職、病院」
座　　長：寺田　整司（岡山大学病院精神科神経科）
評価委員：飯田　康江（医療法人ふらて会　西野病院）

ポスター・展示会場（レセプションホール）

2P-

日和田  正俊1）、井手  芳彦1）、川口  さゆり1）、仮谷  沙智1）、橋口  留美1）、薬王寺  宏平2）、中村  洋子2）

1）社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院地域型認知症疾患医療センター、2）佐世保中央病院在宅連携推進室

1 急性期病院における看護師の認知症対応力向上プログラム～認知症疾患医療センターの
取り組み～

2P-

野中　共子、山際　直美、古俣　みゆき、渡辺　広子
新潟大学医歯学総合病院看護部

2 看護外来で認知症発症前から慢性疾患の介入を行い発症後も円滑な療養生活を送ってい
る2事例～パーソン・センタード・ケアの理念より分析～



― 38 ―

2P-
幡中　典子、佐藤　恒太、武本　麻美、太田　康之、菱川　望、山下　徹、阿部　康二
岡山大学医学部神経内科

14 パーキンソン病患者における認知機能と歩行動作の関連性の検討

2P-
武本　麻美、菱川　望、太田　康之、山下　徹、佐藤　恒太、幡中　典子、阿部　康二
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学

15 PDDとDLBの認知機能ならびに情動機能の比較検討

2P-
菱川　望1）、福井　裕介1）、佐藤　恒太1）、太田　康之1）、山下　徹1）、和田　淳2）、四方　賢一2）、
槇野　博史2）、阿部　康二1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学、2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科内分泌代謝内科

16 当院の糖尿病外来患者における認知機能・情動機能

2P-
菱川　望、福井　裕介、佐藤　恒太、太田　康之、山下　徹、阿部　康二
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学

17 当院の認知症外来における後期高齢者の認知・情動機能、ADLの特徴

2P-
花岡　秀明1）、村木　敏明2）、岡村　仁1）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院、2）介護老人保健施設しろかね

18 地域在住女性高齢者に対する匂いを用いた回想法の予備的検討

2P-
相馬　優樹1）、阿部　巧1）、大藏　倫博2）

1）筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学専攻、2）筑波大学体育系

19 立位姿勢保持課題時の足圧中心動揺パラメータを用いた認知機能の評価に関する検討

2P-
松尾　涼太1）、上城　憲司2）

1）高良台リハビリテーション病院、2）西九州大学大学院

20 認知症高齢者における認知課題ゲームと注意機能との関連性

2P-
福井　裕介、菱川　望、佐藤　恒太、河原　由子、太田　康之、山下　徹、出口　健太郎、阿部　康二
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学

21 タッチパネル式簡易検査による軽度認知機能障害とアルツハイマー病の検討

2P-
冨田　尚希1）、石木　愛子2）、冲永　壯治1）、古川　勝敏2）、荒井　啓行1）

1）東北大学病院老年科、2）東北大学加齢医学研究所老年医学分野

22 手段的ADLの自記式調査票

2P-

森川　孝子、梶田　博之、尾嵜　遠見、前田　潔
神戸学院大学

23 タブレット機器での計算ソフトの実施が前頭前野に及ぼす影響―解答選択肢数の違いに
よる予備的研究―

14：28～14：58	 ポスター発表 「臨床」
座　　長：後藤　誠一（医療法人藤誠会　後藤クリニック）
評価委員：浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）

14：58～15：30	 ポスター発表 「機能評価」
座　　長：須藤　慎治（国立病院機構宇多野病院神経内科）
評価委員：福田　敏秀（社会福祉法人こうほうえん）

2P-
長野　真弥、河月　稔、鈴木　哲也、神庭　友里恵、三ツ星　紀子、勝俣　雄登、中村　将太、
藤原　祐樹、高村　歩美、浦上　克哉
鳥取大学医学部生体制御学講座

11 超音波診断装置を用いたアルツハイマー型認知症の脳血流評価

2P-
森原　隆太1）、出口　健太郎2）、河野　祥一郎3）、柚木　太淳3）、佐藤　恒太1）、太田　康之1）、菱川　望1）、
山下　徹1）、阿部　康二1）

1）岡山大学病院神経内科、2）岡山市立市民病院神経内科、3）国立病院機構岡山医療センター神経内科

12 タッチパネル式コンピュータによる脳梗塞既往患者の認知機能評価と画像所見の関連

2P-

野村　浩一1）、沓名　章仁1）、齊藤　智成2）、木村　和美2）

1）医療法人SHIODA塩田病院 脳神経内科、2）日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野

13 勝浦市における認知症早期発見・早期対応への取り組み～特定健康診査におけるスクリ
ーニングの効果の検討
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9：00～ 9：50	 教育講演Ⅳ
	 前頭側頭型認知症の臨床と最近の話題

座長：北村　伸（日本医科大学武蔵小杉病院）
演者：池田　学（熊本大学大学院生命科学研究部神経精神医学分野）

10：00～11：40	 シンポジウムⅦ
	 　「認知症予防を目指したバイオマーカー・制御因子の探索」

座長：古和　久朋（神戸大学大学院医学研究科神経内科学）
	 脳梗塞後認知機能障害の早期発見・予防におけるASCO分類スコアの役割

演者：鷲田　和夫（神戸大学大学院医学研究科神経内科学）
	 Flow	Mediated	Dilation(FMD)を認知症予防に生かす

演者：立花　久嗣（神戸大学医学部附属病院神経内科）
	 アルツハイマー病病態制御因子の検索

演者：関　恒慶（神戸大学医学部付属病院神経内科）

11：50～12：50	 ランチョンセミナーⅦ
	 　「「もの忘れ外来」のさじ加減」

座長：曽良　一郎（神戸大学医学部附属病院精神科神経科）
演者：奥村　歩（医療法人三歩会おくむらmemoryクリニック）

共催：小野薬品工業株式会社

13：20～15：50	 市民公開講座
	 ＜1部＞
	 基調講演
	 　「認知症への正しい理解と予防の必要性」

座長：山本　泰司（神戸大学医学部附属病院精神科神経科）
演者：浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）

	 ＜2部＞
	 シンポジウム 「多職種協働による認知症予防に向けて」

司会：浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）
演者：山本　泰司（神戸大学医学部附属病院精神科神経科）

阿部　慈美（兵庫県看護協会）
明神　千穂（奈良県栄養士会）
上田　和美（兵庫県歯科衛生士会）

15：50～16：00	 閉会挨拶
第５回大会長　浦上　克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）
第６回大会長　荒井　啓行（東北大学加齢医学研究所老年医学分野）

プログラム　第３日目　9月27日（日）
第１会場　メインホール
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第２会場　国際会議室

8：00～ 8：50	 定期総会

9：00～ 9：50	 教育講演Ⅴ
	 　「向精神薬の作用機序と有害事象」

座長：野村　俊明（日本医科大学）
演者：曽良　一郎（神戸大学医学部附属病院精神科神経科）

10：00～11：40	 シンポジウムⅧ
	 　「予防に向けた基礎研究」

座長：鈴木　利治（北海道大学大学院薬学研究院）
　　　北口　暢哉（藤田保健衛生大学医療科学部臨床工学科）

	 血液からのAβ除去によるアルツハイマー病治療・予防システムの創製を目指して
演者：北口　暢哉（藤田保健衛生大学医療科学部臨床工学科）

	 血管病を標的とした認知症治療
演者：猪原　匡史（国立循環器病研究センター脳神経内科）

	 アンギオテンシン受容体によるアミロイドβ蛋白沈着の制御
演者：駒野　宏人（岩手医科大学薬学部神経科学講座）

	 コーヒーによる認知症予防効果の分子基盤の解析
演者：田村　悦臣（慶應義塾大学薬学部）

11：50～12：50	 ランチョンセミナーⅧ
座長：鈴木　利治（北海道大学大学院薬学研究院）

	 　　「パーキンソン症候群の画像診断と治療」
演者：山口　修平（島根大学医学部内科学講座内科学第三）

	 　　「5-アミノレブリン酸（ALA）のミトコンドリア機能向上効果」
演者：田中　徹（SBIファーマ株式会社）

共催：SBIファーマ株式会社

9：00～11：40	 認定認知症領域検査技師講座
13：05～16：00	 認定認知症領域検査技師講座

9：00～ 9：50	 教育講演Ⅵ
	 「	認知症の本人抜きに何事も進めない～本人に学びつつ、共につくる生活、地域、

支えあい～」
座長：原　祥子（島根大学医学部看護学科）
演者：永田　久美子（認知症介護研究・研修東京センター）

第３会場　501号室

第４会場　502号室
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第5会場（E会場）401＋2号室

9：25～11：40	 認知症予防専門士講座
13：00～16：00	 認知症予防専門士講座

9：45～11：40	 認知症予防スキルアップセミナー
13：00～15：20	 認知症予防スキルアップセミナー

第6会場（F会場）504＋5号室
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認知症予防専門士講座

日　　時：平成27年9月27日（日）　9：25〜16：00
　≪第5回日本認知症予防学会学術集会　開催3日目≫
会　　場：神戸国際会議場　401、402号室
　〒650-0046　兵庫県神戸市中央区港島中町6-9-1
　TEL：078-302-5200　FAX：078-302-6485
総合司会：日本認知症予防学会　理事　當山　房子

9：00～	 開場

9:25～9:30	 開会挨拶（5分）
日本認知症予防学会理事長　浦上　克哉

9:30～10:30	 講演Ⅰ（60分）
	 認知症の正しい理解

演者：日本認知症予防学会理事　辻　正純

【休憩】（10分）

10:40～11:40	 講演Ⅱ（60分）　
	 認知症予防の意義と専門士への期待

演者：日本認知症予防学会理事長　浦上　克哉

【移動】（10分）

11:50～12:50	 ランチョンセミナー（60分）*昼食あり

【移動】（10分）

13:00～14:00	 講演Ⅲ（60分）　
	 その人らしい人生を輝かせるアクティビティ・ケア

演者：術教育研究所　馬場　清
【移動】（10分）

14:10～15:00	 実践セミナー①（50分）
15:05～15:55	 実践セミナー②（50分）

※ 実践セミナーは1グループ20名ほどに分かれ、①・②で異なる2つのワークショップ
を体験して頂きます。

15:55～16:00	 閉会挨拶（5分）
日本認知症予防学会理事　當山　房子
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認知症予防専門士スキルアップセミナー

日　　時：平成27年9月27日（日）　9：45〜15：20
　≪第5回日本認知症予防学会学術集会　開催3日目≫
会　　場：神戸国際会議場　504、505号室
　〒650-0046　兵庫県神戸市中央区港島中町6-9-1
　TEL：078-302-5200　FAX：078-302-6485
総合司会：日本認知症予防学会理事　児玉　直樹

9:00～	 開場

9:45～9:50	 開会挨拶（5分）
日本認知症予防学会理事長　浦上　克哉

9:50～10:40	 講演Ⅰ	（50分）
	 MCIの診断と対応

演者：オリーブクリニック御茶ノ水　宇野　正威
【休憩】（10分）

10:50～11:40	 講演Ⅱ（50分）
	 認知症予防に係わる人材育成

演者：川瀬神経内科クリニック　川瀬　弓子

【移動】（10分）

11:50～12:50	 ランチョンセミナー（60分）*昼食あり

【移動】（10分）

13:00～14:20	 認知症予防の実践　～事例発表4件～（80分）
①利根川Kスタジオ　　　　　　利根川　久女紅
②社会福祉法人ふらて福祉会　　井上　美加
　医療法人ふらて会西野病院　　星野　安美
③社会福祉法人　南丹市社会福祉協議会
　小規模多機能ホームだんない　中村　都子
④小規模多機能ホーム日野　　　落合　弘子

【休憩】（10分）

14:30～15:10	 パネルディスカッション・総合討論（40分）

15:10～15:20	 閉会挨拶（10分）
日本認知症予防学会理事　児玉　直樹
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認定認知症領域検査技師講座

日　　時：平成27年9月27日（日）　9：00〜16：00
会場：神戸国際会議室　501号室

8：30～9：00	 受付

9：00～9：10	 開会挨拶
浦上克哉（日本認知症予防学会　理事長）

9：10～9：55	 ＜講演＞
	 「認知症予防と認定認知症領域検査技師」	

演者：河月　稔（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座　助教）
9：55～10：25	 ＜講演＞
	 「認知症の症状の理解とその対応」

演者：小徳　美千子（鳥取県認知症ケア専門士会会長   認知症予防専門士）
10：35～11：35	 ＜実践セミナー＞
	 「認知症の方への接し方	―ロールプレイ―」

小徳　美千子 ・ 河月　稔

11：50～12：50	 ランチョンセミナー	（60分）　※昼食あり

13：05～13：55	 ＜実践セミナー＞
	 「臨床応用における光トポグラフィー検査について」

朴　盛弘（鳥取大学医学部脳神経医科学講座精神行動医学分野）
14：05～14：55	 ＜実践セミナー＞
	 「脳脊髄液」

堀田　真希（大阪大学医学部附属病院医療技術部検査部門）
15：05～15：55	 ＜実践セミナー＞
	 「認知症の脳波の特徴」

澤田　浩秀（神戸常磐大学保健科学部医療検査学科　教授）
15：55～16：00　閉会挨拶

狩野　賢二（認定認知症領域検査技師委員会　委員長）
司会進行：河月　稔（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）


