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第1日目　9月25日（金）

第1会場　メインホール　１階 第2会場　301（国際会議室）　３階
8：00

開会挨拶 8：30～8：45

9：00
厚生労働省講演

「認知症に関する新たな戦略について」
演者：水谷忠由（厚生労働省）
座長：西野憲史（西野病院）

9：00～9：40

大会長講演
「認知症研究・臨床で歩んだ30年」

演者：浦上克哉（鳥取大学）
座長：髙橋和郎（鳥取大学名誉教授）

9：50～10：40
10：00

若年性アルツハイマー病ご本人の講演
演者：藤田和子氏（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）
座長：浦上克哉（鳥取大学）

10：50～11：50
11：00

12：00
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」
演者：高橋牧郎（大阪赤十字病院）
座長：井手芳彦（佐世保中央病院）
共催：武田薬品工業株式会社 / ヤンセンファーマ株式会社

12：00～13：00

13：00

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」

1. 阿部康二（岡山大学）
2. 大塚美恵子（国際医療福祉大学）
3. 西野憲史（西野病院）
4. 谷口美也子（鳥取大学）
5. 櫻井孝（国立長寿医療研究センター）

座長：阿部康二（岡山大学）

13：10～14：30 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」
1. 新美芳樹（厚生労働省）
2. 河月稔（鳥取大学）
3. 野田明子（中部大学）

特別発言：宮島喜文（日本臨床衛生検査技師会）
座長：宮島喜文（日本臨床衛生検査技師会）・浦上克哉（鳥取大学）

14：00

一般演題発表（１A-1～6）
「予防教室１」

座長：谷口美也子（鳥取大学）
評価委員：井上仁（鳥取大学）

14：40～15：40
一般演題発表（１B-1～6）

「生理検査」
座長：水上勝義（筑波大学）
評価委員：市村輝義（関西医療大学）

14：40～15：40

15：00

一般演題発表（１A-7～11）
「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）

15：40～16：30
一般演題発表（１B-7～11）

「脳機能」
座長：出口健太郎（岡山市立市民病院）
評価委員：神谷達司（神谷病院）

15：40～16：30

16：00

一般演題発表（１A-12～16）
「食」

座長：山田律子（北海道医療大学）
評価委員：河月稔（鳥取大学）

16：30～17：20
一般演題発表（１B-12～16）

「地域介入」
座長：秋下雅弘（東京大学）
評価委員：西野憲史（西野病院）

16：30～17：20

17：00

一般演題発表（１A-17～20）
「自動車運転」

座長：黒沢洋一（鳥取大学）
評価委員：北村ゆり（菜の花診療所）

17：20～18：00 一般演題発表（１B-17～20）
「基礎」

座長：小西吉裕（鳥取医療センター）
評価委員：涌谷陽介（倉敷平成病院）

17：20～18：00

18：00

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」

演者：杉本八郎（同志社大学）
座長：田北昌史（田北メモリーメンタルクリニック）
共催：小林製薬株式会社

18：10～19：10

19：00

20：00
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第1日目　9月25日（金）

第3会場　501　５階 第4会場　502　５階 ポスター・展示会場 レセプションホール ３階
8：00

9：00

9：30～10：30

ポスター貼付 10：00

10：30～14：40

ポスター閲覧

11：00

12：00
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」
演者：阿部康二（岡山大学）
座長：秋下雅弘（東京大学）
共催：エーザイ株式会社

12：00～13：00 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」
演者：浦上克哉（鳥取大学）　座長：荒井啓行（東北大学）
共催：日本光電工業株式会社

13：00

シンポジウムⅢ
「認知症予防の地域での実践活動」

1. 伊藤米美（認知症予防ネット神戸）
2. 大谷るみ子（大牟田市認知症ライフサポート研究会）
3. 圓山千嘉子（鳥取県琴浦町役場）
4. 木村成志（大分大学）

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）

13：10～14：30

14：00

一般演題発表（１C-1～5）
「支援」

座長：竹田徳則（星城大学）
評価委員：安田博子（真誠会）

14：40～15：30

一般演題発表（１D-1～7）
「認知機能（スクリーニング）」

座長：阪井一雄（宝塚医療大学）
評価委員：伊澤幸洋（福山市立大学）

14：40～15：50 14：40～18：00

ポスター発表
14:40～15:16 １P-1～6「基礎」
座長：北口暢哉（藤田保健衛生大学）
評価委員：澤田浩秀（神戸常磐大学）
15:16～15:34 １P-7～9「予防1」
座長：菱川　望（岡山大学）
評価委員：辻　正純（辻内科循環器科歯科クリニック）
15:34～15:58 １P-10～13「ケア、調査1」
座長：中道淳子（石川県立看護大学）
評価委員：近藤啓子（積善病院）
15:58～16:28 １P-14～18「調査2」
座長：旭　俊臣（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）
16:28～16:52 １P-19～22「非薬物」
座長：島田裕之（国立長寿医療研究センター）
評価委員：小徳美千子（鳥取県認知症ケア専門士会）
16:52～17:16 １P-23～26「治療」
座長：成瀬　聡（みどり病院）
評価委員：松山賢一（神戸大学）
17:16～17:40 １P-27～30「予防2」
座長：高橋智子（横手市役所）
評価委員：佐々木純子（青森音楽療法研究会）
17:40～18:00 １P-31～33「検討」
座長：竹田伸也（鳥取大学）
評価委員：涌波淳子（北中城若松病院）

15：00

一般演題発表（１C-6～10）
「地域での取り組み」

座長：内海久美子（砂川市民病院）
評価委員：本宮高代（福山平成大学）

15：30～16：20

15：50～16：50
16：00

一般演題発表（１D-8～13）
「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）一般演題発表（１C-11～15）

「施設での取り組み」
座長：田子久夫（舞子浜病院）
評価委員：高森巳早都（福井大学）

16：20～17：10

一般演題発表（１D-14～20）
「検討2」

座長：櫻井孝（国立長寿医療研究センター）
評価委員：辻美帆（翔洋会）

16：50～18：00
17：00

一般演題発表（１C-16～20） 17：10～18：00
「検討1」

座長：内田泰史（内田脳神経外科）
評価委員：當山房子（福祉ネットワークやえやま）

18：00

19：00

20：00
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第2日目　9月26日（土）

第1会場　メインホール　１階 第2会場　301（国際会議室）　３階
8：00

9：00
特別講演Ⅰ 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」
演者：児玉直樹（高崎健康福祉大学）
座長：黒沢洋一（鳥取大学）

9：00～9：50
「アミロイド PET 検査による認知症の鑑別診断と課題」

演者：千田道雄（先端医療センター研究所）
座長：山本泰司（神戸大学）

10：00
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―」
演者：戸田達史（神戸大学）
座長：川瀬康裕（川瀬神経内科クリニック）

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」
演者：山田律子（北海道医療大学）
座長：西野惠子（ふらて福祉会）

10：00～10：50

11：00

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」

演者：荒井啓行（東北大学）
座長：辻正純（辻内科循環器科歯科クリニック）

11：00～11：50
教育講演Ⅲ

「認知症高齢者への虐待の予防」
演者：池田惠利子（あい権利擁護支援ネット）
座長：川瀬弓子（川瀬神経内科クリニック）

11：00～11：50

12：00
ランチョンセミナーⅣ 12：00～13：00

「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）　座長：千田道雄（先端医療振興財団先端医療センター研究所）
共催：日本メジフィジックス株式会社

13：00

一般演題発表（2A-1～7）
「予防1」

座長：豊田正博（兵庫県立大学）
評価委員：根本留美（日本医科大学）

13：10～14：20
一般演題発表（2B-1～4）

「口腔ケア」
座長：山本美輪（鳥取大学）
評価委員：北野あゆみ（大阪さやま病院）

13：10～13：50

14：00
一般演題発表（2B-5～9）

「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）

13：50～14：40

一般演題発表（2A-8～14）
「予防2」

座長：久徳弓子（川崎医科大学）
評価委員：杉山美香（東京都健康長寿医療センター研究所）

14：20～15：30

一般演題発表（2B-10～14）
「ケア2」

座長：鵜飼克行（上飯田第一病院）
評価委員：並木香奈子（日本医科大学 )

14：40～15：30

15：00

ホットトピックスセッション 15：40～16：30

認知症予防専門士ミーティング

15：40～16：30
「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」

内田和彦（筑波大学）
「地域高齢住民における認知症の実態と予防：久山町研究」

小原知之（九州大学）
座長：山下徹（岡山大学 )

16：00

シンポジウムⅣ
園芸療法とのジョイントシンポジウム

「Dementia Prevention with Nature」
演者：Dr. Garuth E Chalfont PhD ASLA FRGS
座長：西野憲史（西野病院）

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」

1. 島村宗尚（大阪大学 )
2. 山下 徹（岡山大学 )
3. 涌谷陽介 ( 倉敷平成病院 )
4. 狩野賢二（島根大学 )
5. 児玉直樹（高崎健康福祉大学 )

座長：阿部康二（岡山大学 )

16：40～18：00

17：00

18：00

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」

演者：横田修（きのこエスポアール病院）
座長：北村 伸（日本医科大学）
共催：第一三共株式会社

18：10～19：10

19：00

19：30～

情報交換会　会場：ポートピアホテル本館30階　プレンデトワール
20：00
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第2日目　9月26日（土）

第3会場　501　５階 第4会場　502　５階 ポスター・展示会場 レセプションホール ３階
8：00

評議員会

8：00～8：50

9：00

特別講演Ⅳ
「DIANに見る臨床研究のグローバル化」

演者：森啓（田宮病院）
座長：浦上克哉（鳥取大学）

9：00～9：50

9：30～13：10

ポスター閲覧

10：00

特別講演Ⅴ
「iPS 細胞を用いた神経変性疾患研究」

演者：井上治久（京都大学）
座長：小西吉裕（鳥取医療センター）

10：00～10：50

11：00

12：00
ランチョンセミナーⅤ 12：00～13：00 ランチョンセミナーⅥ 12：00～13：00

「認知症の早期介入と治療　up to date」
演者：木下彩栄（京都大学）

「認知症介護者への支援」
演者：谷向知（愛媛大学）
座長：戸田達史（神戸大学）
共催：ノバルティスファーマ株式会社

「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～」
演者：片山貞夫（片山クリニック）
座長：前田潔（神戸学院大学）
共催：日本イーライリリー株式会社

13：00

一般演題発表（2C-1～7）
「予防3」

座長：松村美由起（東京女子医科大学）
評価委員：小林達子（いなば幸朋苑）

13：10～14：20
一般演題発表（2D-1～4）

「ケア3」
座長：原祥子（島根大学）
評価委員：木村成志（大分大学）

13：10～13：50 ポスター発表 13：10～15：30
13:10～13:34
2P-1～4「医療職、病院」
座長：寺田整司（岡山大学）
評価委員：飯田康江（西野病院）
13:34～13:58
2P-5～8「予防3」
座長：益岡賢示（プレム・ダン）
評価委員：八森淳（伊東市民病院）
13:58～14:28
2P-9～13「検査」
座長：高橋純子（岩手医科大学）
評価委員：野田明子（中部大学）
14:28～14:58
2P-14～18「臨床」
座長：後藤誠一（後藤クリニック）
評価委員：浦上克哉（鳥取大学）
14:58～15:30
2P-19～23「機能評価」
座長：須藤慎治（宇多野病院）
評価委員：福田敏秀（こうほうえん）

14：00
一般演題発表（2D-5～9）

「症例」
座長：井手芳彦（佐世保中央病院）
評価委員：原田俊英（県立広島大学）

13：50～14：40

14：20～15：30

一般演題発表（2C-8～14）
「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）

一般演題発表（2D-10～14）
「バイオマーカー」

座長：古川勝敏（東北大学）
評価委員：川井元晴（山口大学）

14：40～15：30

15：00

15：30～19：00
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

15：40～16：30

ポスター閲覧

藤田和子さんと語る会
演者：藤田和子（認知症ワーキンググループ共同代表）

川口寿弘（鳥取市役所）
座長：浦上克哉（鳥取大学）

16：00

シンポジウムⅥ
「認知症診療の問題点」

1. 小倉純（甲南病院）
2. 小田陽彦（姫路循環器病センター） 
3. 嶋田兼一（姫路循環器病センター）
4. 阪井一雄（宝塚医療大学）

座長：山本泰司（神戸大学）

16：40～18：00

17：00

18：00

19：00

19：30～

情報交換会　会場：ポートピアホテル本館30階　プレンデトワール
20：00
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第3日目　9月27日（日）

第1会場　メインホール　１階 第2会場　301（国際会議室）　３階 第3会場　501　５階
8：00

定期総会

8：00～8：50

9：00

教育講演Ⅳ
「前頭側頭型認知症の臨床と最近の話題」

演者：池田学（熊本大学）
座長：北村伸（日本医科大学）

9：00～9：50
教育講演Ⅴ

「向精神薬の作用機序と有害事象」
演者：曽良一郎（神戸大学）
座長：野村俊明（日本医科大学）

9：00～9：50 9：00～11：40

認定認知症領域検査技師講座

10：00
10：00～11：40

シンポジウムⅧ
「予防に向けた基礎研究」

1. 北口暢哉（藤田保健衛生大学）
2. 猪原匡史（国立循環器病研究センター）
3. 駒野宏人（岩手医科大学）
4. 田村悦臣（慶應義塾大学）

座長：鈴木利治（北海道大学）
北口暢哉（藤田保健衛生大学）

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」
1. 鷲田和夫（神戸大学）
2. 立花久嗣（神戸大学）
3. 関恒慶（神戸大学）

座長：古和久朋（神戸大学）

11：00

ランチョンセミナーⅦ
「「もの忘れ外来」のさじ加減」

演者：奥村歩（おくむら memory クリニック）
座長：曽良一郎（神戸大学）
共催：小野薬品工業株式会社

11：50～12：50 ランチョンセミナーⅧ 11：50～12：50
12：00 「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）
「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）
座長：鈴木利治（北海道大学）
共催：SBI ファーマ株式会社

13：00

13：05～16：00

認定認知症領域検査技師講座

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」
演者：浦上克哉（鳥取大学）
座長：山本泰司（神戸大学）
＜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」
シンポジスト：1. 山本泰司（神戸大学）

2. 阿部慈美（兵庫県看護協会）
3. 明神千穂（兵庫県栄養士会）
4. 上田和美（兵庫県歯科衛生士会）

司会：浦上克哉（鳥取大学）

14：00

15：00

閉会挨拶
16：00

17：00

18：00

19：00

20：00
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第3日目　9月27日（日）

第4会場　502　５階 第5会場　401+2　４階 第6会場　504+5　５階 ポスター・展示会場 レセプションホール ３階
8：00

9：00
教育講演Ⅵ 9：00～9：50 9：00～11：30

「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～」
演者：永田久美子（認知症介護研究・研修東京センター）
座長：原　祥子（島根大学）

ポスター閲覧

9：25～11：40

認知症予防専門士講座

9：45～11：40

認知症予防専門士
スキルアップセミナー

10：00

11：00

11：30～12：30

ポスター撤去 12：00

13：00
13：00～16：00 13：00～15：20

認知症予防専門士講座

認知症予防専門士
スキルアップセミナー

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00


