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プログラム 第2日目 6月25日（金）
第1会場 1F G2

8：40～9：30 教育講演1
「認知症予防のためのポピュレーションアプローチ」
座長：児玉 直樹（新潟医療福祉大学）
演者：島田 裕之（国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター）

10：40～12：00 口演13 「認知症予防のエビデンス」
座 長：小浦 誠吾（西九州大学リハビリテーション学部）

瀧 靖之（東北大学加齢医学研究所 東北大学スマート・エイジング学際充填
研究センター）

評価委員：神保 太樹（株式会社 令和メディカルリサーチ医学研究所 所長）

O13-1 アルツハイマー病患者脳における血液脳関門の破綻マーカーとされる
フィブリノゲンの局在に関する病理学的検討
牧岡 幸樹1）、中村 琢洋1）、柴田 真1）、笠原 浩生1）、山崎 恒夫2）、高玉 真光3）、岡本 幸市3）、
池田 佳生1）

1）群馬大学医学部附属病院 脳神経内科、2）群馬大学大学院保健学研究科、3）老年病研究所附属病院

O13-2 糖尿病はタウ蛋白のリン酸化修飾パターンを変化させることで
アルツハイマー病マウスの認知機能障害を増悪させる
伊藤 祐規1）、武田 朱公1）、中嶋 恒男2）、竹下 ひかり2）、鷹見 洋一2）、竹屋 泰2,3）、樂木 宏実2）、
森下 竜一1）

1）大阪大学大学院 医学系研究科 臨床遺伝子治療学、2）大阪大学大学院 医学系研究科 老年・総合内科学、
3）大阪大学大学院 医学系研究科 老年看護学

O13-3 Protective effects of edaravone on white matter pathology in
Alzheimer’s disease with chronic cerebral hypoperfusion
馮 田、胡 欣冉、卞 之宏、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

O13-4 マルチタスク運動によるアルツハイマー型認知症予防効果の検証
―18ヵ月間ランダム化比較試験の study protocol―
尹 之恩1）、大藏 倫博1,2）

1）筑波大学 テーラーメイドQOLプログラム開発研究センター、2）筑波大学体育系

O13-5 リモートダンス・プログラムによる短期運動習慣が地域在宅高齢者の
認知・身体機能に及ぼす効果～COVID-19禍の3群RCT
宮崎 敦子1,2）、奥山 卓3）、森 隼人4）、佐藤 和久5）、檜山 敦2）

1）理化学研究所 情報システム本部 計算工学応用開発ユニット、
2）東京大学 先端科学技術研究センター 身体情報学分野、3）神戸大学 医学部保健学科 理学療法学専攻、
4）有限会社 スーパーリハ、5）株式会社 ケア21

O13-6 老齢マウスの海馬におけるメラトニン代謝産物AMKの低下と
AMK投与により低下した記憶力の回復効果
服部 淳彦、渡辺 数基、岩下 洸、丸山 雄介
東京医科歯科大学 教養部 生物学

O13-7 プレセニリン1変異アルツハイマー病に対するブロモクリプチンの
医師主導治験プロトコル
坂野 晴彦1）、近藤 孝之1）、奥宮 太郎1）、新堂 晃大2）、眞木 崇州1）、池田 学3）、和泉 唯信4）、
金丸 和富5）、石井 賢二5）、 江 和恵6）、砂田 芳秀7）、川勝 忍8）、渡邉 敏文9）、内川 治10）、
髙橋 良輔1）、冨本 秀和2）、井上 治久1）

1）京都大学 先端医療研究開発機構/iPS細胞研究所/脳神経内科、2）三重大学 脳神経内科、3）大阪大学 神経科・精神科、
4）徳島大学 脳神経内科、5）東京都健康長寿医療センター 脳卒中科・脳神経内科/神経画像研究チーム、
6）浅香山病院 精神科、7）川崎医科大学 脳神経内科、8）福島県立医科大学 心身医療科、9）タイムセラ株式会社、
10）東和薬品株式会社
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O13-8 自治体事業として実施した絵本読み聞かせによる認知機能低下抑制プログラムの
無作為化比較試験―健常高齢者を対象とした解析
鈴木 宏幸、飯塚 あい、小川 将、長 大介、高橋 知也、小林 桃子、山城 大地、
佐藤 研一郎、李 岩、金辺 有里、藤原 佳典
東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム

12：10～13：00 ランチョンセミナー6
「アルツハイマー型認知症の医学的予防～うつ病、睡眠障害、糖尿病などの関連～」
座長：古橋 淳夫（揖保川病院 理事長・院長）
演者：田口 真源（大垣病院 理事長・院長）

共催：エーザイ株式会社

13：10～14：00 特別企画
司会：西野 憲史（医療法人ふらて会 西野病院）
講師：白井 貴子（シンガーソングライター）

14：10～15：40 口演19 「認知症をきたす疾患の臨床研究1」
座 長：瀧澤 俊也（東海大学付属大磯病院神経内科）

川井 元春（山口大学 医学部 神経・筋難病治療学講座）
評価委員：木村 成志（大分大学医学部 脳神経内科）

O19-1 ALS患者における低酸素ストレスを可視化する
山下 徹1）、畠山 哲宗2）、佐藤 恒太1）、福井 裕介1）、菱川 望1）、武本 麻美1）、太田 康之1）、
西山 佳宏3）、河井 信行4）、田宮 隆2）、阿部 康二1）

1）岡山大学 大学院 脳神経内科、2）香川大学脳神経外科、3）香川大学放射線科、4）かがわ総合リハビリテーション病院

O19-2 レボドパ製剤とパーキンソン病の認知機能：前向き観察研究
池田 真徳1,2）、形岡 博史2）、桐山 敬生2）、杉江 和馬2）

1）平成記念病院 脳神経内科、2）奈良県立医科大学 脳神経内科

O19-3 特発性正常圧水頭症における認知機能と運動機能についての検討
鈴木 佑弥、猪狩 龍佑、佐藤 裕康、伊関 千書、小山 信吾、太田 康之
山形大学 医学部 第三内科

O19-4 脳腫瘍に対する放射線治療歴のある遅発性若年性認知症の臨床的検討
山岡 美奈子、桐山 敬生、武内 勝哉、菊辻 直弥、出口 晶子、尾崎 麻希、塩田 智、
江浦 信之、斎藤 こずえ、杉江 和馬
奈良県立医科大学 脳神経内科

O19-5 アルツハイマー型認知症の認知機能維持・改善例の臨床的検討
～レジリエンス機能の観点からの考察を含めて～
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

O19-6 橋本脳症の高次脳機能障害の検討
武久 康1）、川口 洋子1）、宇都宮 春佳2）、西村 真帆2）、米田 誠3）

1）岡山赤十字病院 脳神経内科、2）岡山赤十字病院 リハビリテーション科、3）福井県立大学 看護福祉学研究科

O19-7 もの忘れを主訴に受診した後部皮質萎縮症の一例
松山 賢一1）、阪井 一雄2）

1）公益財団法人甲南会 甲南医療センター 精神科、2）神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 作業療法学科

O19-8 アルツハイマー型認知症の診断後12年で脳アミロイドアンギオパチー関連炎症を
発症した80歳女性例
須田 真千子、浅原 有揮、向井 泰司、鈴木 正彦
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
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O19-9 衝動性、作話、徘徊が目立ち若年性アルツハイマー病が疑われた神経梅毒の1例
齊藤 明子1）、道勇 慧到2）、宗兼 麻美1）、久徳 弓子1）、三原 雅史1）、砂田 芳秀1）

1）川崎医科大学 脳神経内科学、2）川崎医科大学附属病院 卒後臨床研修センター

15：50～16：05 シンポジウム11 東京都支部主催シンポジウム 1部
「つながろう！東京―共生・連携・予防の実現に向けて―」
座長：鈴木 正彦（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 脳神経内科）

S11-1 人として輝き続ける社会の実現 東京都支部の目指すもの
鈴木 正彦（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 脳神経内科）

S11-2 つながろう！東京―共生・連携・予防の実現に向けて―学術担当理事ご挨拶
岩田 淳（東京都健康長寿医療センター 脳神経内科）

S11-3 東京都支部 広報担当挨拶
松村 美由起（東京女子医科大学附属成人医学センター）

16：05～17：00 シンポジウム11 東京都支部主催シンポジウム 2部
「つながろう！東京―共生・連携・予防の実現に向けて―」
座長：松村 美由起（東京女子医科大学附属成人医学センター）

S11-4 歩行改善による認知症予防の可能性
菅原 利之（加圧×パーソナルトレーニングスタジオ 銀座TRUE）

S11-5 葛飾区における認知症予防への取り組み―もの忘れ予防健診・
もの忘れ予防フェスタについて―
稲葉 敏（医療法人社団穂光会 いなば内科クリニック）

S11-6 地域共生社会と美容福祉
大西 典子（山野美容芸術短期大学）

S11-7 産官民協働による認知症予防の取り組み
蒲原 聖可（株式会社ディーエイチシー）

S11-8 認知症ケアチーム活動報告
石田 和代（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 看護部 認知症ケアチーム）

S11-9 音楽療法士による介護予防活動の取り組み
～楽器と楽曲の特性を活かした活動の提示～
葛城 泉（一般社団法人日本教育支援ネットワーク）

17：00～18：50 シンポジウム11 東京都支部主催シンポジウム 3部
「つながろう！東京―共生・連携・予防の実現に向けて―」

S11-10 機能強化型在宅療養支援診療所における認知症への取り組み
座長：鈴木 正彦（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 脳神経内科）
演者：荒川 千晶（医療法人社団 礼恵会 むすび葉クリニック渋谷）

S11-11 わたしたちはなぜ認知症を予防したいのか
座長：滝口 美重（聖路加国際病院看護部看護管理室）
演者：石川 容子（医療法人社団 翠会 和光病院）
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S11-12 アルツハイマー病予防への非薬物的アプローチ
座長：岩田 淳（東京都健康長寿医療センター 脳神経内科）
演者：小野 賢二郎（昭和大学医学部 脳神経内科）

第2会場 1F G1

8：40～9：30 教育講演2
「MCI からの認知症予防～J-MINT研究の進渉～」
座長：北村 伸（仁寿会 中村病院 認知症疾患医療センター）
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）

9：40～10：30 特別企画シンポジウム2
「森林・自然のもたらす認知症予防」
座長：西野 憲史（医療法人ふらて会西野病院）

SPS2-1 森林空間での健康評価から見えるもの
安髙 志穂（林野庁 森林利用課 山村振興・緑化推進室）

SPS2-2 森林浴は認知機能を改善するか？
住友 和弘（東北医科薬科大学 医学部 地域医療学教室・総合診療科）

SPS2-3 森林・自然のもたらす認知症予防効果への期待と今後の検証へ向けて
浦上 克哉（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）

10：40～12：00 口演14 「認知症の人・家族への支援」
座 長：木宮 高代（福山平成大学 看護学部）

鵜飼 克行（総合上飯田第一病院）
評価委員：高橋 智子（横手市市民福祉部地域包括支援センター）

O14-1 独身男性介護者の行動変容の要因に関する一事例～看護支援および
認知症疾患医療センターと地域包括支援センターとの連携～
新極 公子
かつらぎ町地域包括支援センター

O14-2 「あんこ下さい」～つながる声とむすぶ絆～
植田 晴南、岸田 由佳、杉本 邦昭、山下 真由美、串崎 るみ、関田 翔、小屋 雄亮、
山田 茉紗新
株式会社 舞浜倶楽部 冨士見サンヴァーロ

O14-3 双方患者として「もの忘れ外来」を訪れた高齢夫婦への継続支援
～夫婦受診症例から紐解く、本人・家族支援のポイント～
吉武 亜紀1,2）、西村 清美3）、橋本 里枝4）、和田 健二5）

1）川崎医科大学総合医療センター 患者診療支援センター、
2）川崎医療福祉大学 大学院 医療福祉学研究科 臨床心理学専攻、3）川崎医科大学総合医療センター 看護部、
4）川崎医科大学総合医療センター 在宅療養支援センター 居宅介護支援事業所かわさき、5）川崎医科大学 認知症学

O14-4 認知症スクリーニング結果より社会生活への影響を考察
～精神保健福祉士としての課題～
福光 浩二
鳥取医療センター 地域医療連携室 医療社会事業専門員
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O14-5 認知症患者家族が抱える問題とその支援におけるソーシャルワーク、
マネジメントの重要性
上條 亮、根本 恵、新倉 健太郎、浜本 史子、内門 大丈
湘南いなほクリニック

O14-6 在宅認知症高齢者の住環境整備に関する家族の意図についての予備的研究
―A県の中山間地域に暮らす1事例の分析
原 祥子、竹田 裕子
島根大学 医学部 看護学科

O14-7 病院開催による認知症家族教室の意義～疲弊した重度認知症患者家族に
寄り添うことから見えたこと～
逸見 美樹、村山 大祐、川谷 みのり、竹山 遙香、小谷 直江、岡田 雅人、田中 美奈、
生田 佳恵
独立行政法人 国立病院機構 鳥取医療センター

O14-8 生きる活力につながった認知症高齢者に対する食事支援
―患者の想いに寄り添うことの重要性―
遠藤 眞美、野本 たかと
日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

12：10～13：00 ランチョンセミナー7
「治療可能な認知症（特発性正常圧水頭症：iNPH）の一次・二次・三次予防」
座長：新井 哲明（筑波大学 医学医療系臨床医学域 精神医学）

1 iNPHの早期診断と予防
數井 裕光（高知大学 神経精神科学講座）

2 iNPHの診断と認知症状に対するシャント治療効果
中島 円（順天堂大学医学部 脳神経外科学教室）

共催：Integra Japan 株式会社

14：10～15：40 口演20 「認知症をきたす疾患の臨床研究2」
座 長：小西 吉裕（国立病院機構 鳥取医療センター 臨床研究部）
評価委員：菱川 望（倉敷平成病院）

O20-1 H2ブロッカーにより認知機能低下・せん妄が生じ、脳 塞を疑われ救急搬送された
認知症患者の一例
遠藤 雄司、遠藤 勝洋、蛭田 亮、石川 敏仁、佐藤 直樹、太田 守
枡記念病院 脳神経外科

O20-2 認知症患者への柴胡加竜骨牡蛎湯の使用経験
中山 寛人
医療法人水の木会 下関病院

O20-3 臨床検査値を活用した腎機能障害患者に対する認知症治療薬投与量の検討
安倉 央1,2）、守安 洋子1）、江川 孝2）、高橋 正志1）

1）マスカット薬局 倉敷店、2）福岡大学薬学部 臨床薬学教室

O20-4 A病院における認知症ケアに関する薬剤師の役割
牧 俊之1）、上野 真生1）、山田 茉由1）、高橋 鉄平1）、真田 康孝1）、衛藤 健志1）、木村 成志2）、
藤野 孝雄3）

1）臼杵市医師会立 コスモス病院、2）大分大学医学部 神経内科学講座、3）藤野循環器科内科医院

O20-5 抑肝散からの処方カスケードに気づき、減薬提案により浮腫、ふらつきが
消失した症例～薬剤師の訪問診療同行による処方適正化事例
藤原 將平、布施 賀子
南天薬局
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O20-6 痛と認知機能の関係
深沢 敬亮1）、市川 小百合1）、保子 英之2）、小林 桃子3）、坂本 悠希3）、今野 慎4）、鴫原 良仁2,3）

1）社会医療法人 熊谷総合病院 医療技術部 臨床検査科、2）社会医療法人北斗 北斗病院 精密医療センター、
3）社会医療法人 熊谷総合病院 精密医療センター、4）社会医療法人 熊谷総合病院 整形外科

O20-7 描画検査遂行過程の分析を支援するアプリケーションEVIDENTの研究開発
関本 竜吉1）、佐伯 幸郎1）、児玉 直樹2）、佐藤 厚3）、田中 克明4）、掛 晃幸5）、中村 匡秀1）

1）神戸大学 システム情報学研究科、2）新潟医療福祉大学医療技術学部診療放射線学科、
3）新潟リハビリテーション大学リハビリテーション学科、4）コクヨ株式会社、5）株式会社ワコム

O20-8 アイ・トラッキングを用いた初期MCI 検出の検討
川口 和紀1）、山崎 一徳1）、近藤 彰2）、富田 元2）、竹差 美紗子2）、宮本 美穂2）、西山 都師恵3）、
鈴木 めぐみ4）、世古 留美2）、武地 一5）

1）藤田医科大学 医療科学部 臨床工学科、2）藤田医科大学 保健衛生学部 看護学科、3）藤田医科大学 看護専門学校、
4）藤田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科、5）藤田医科大学 医学部 認知症・高齢診療科

O20-9 Trail Making Test と嗅覚識別検査を高次脳機能ルティーン検査に組み込む
メリットは？
井手 芳彦、小川 章子、麻生 沙弥香、久 雅代、日和田 正俊、前田 成洸、松尾 なみき、
北島 春菜、竹元 純子、古川 めぐみ
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

第3会場 3F G304

8：40～10：30 シンポジウム13 WHOジョイントシンポジウム
「認知症への理解と受容の促進：日本の取り組みとアジアでの需要拡大への
対応」
座長：茅野 龍馬（WHO健康開発総合研究センター（WHO神戸センター））

S13-1 高齢化の世界的進行と認知症の増加、求められる対策とエビデンス構築：
アジアでの需要拡大と日本からの発信への期待
茅野 龍馬（WHO健康開発総合研究センター（WHO神戸センター））

S13-2 自治体の認知症施策の取組状況と自助・互助にむけて
進藤 由美（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター）

S13-3 認知症の社会的負担軽減に向けた神戸プロジェクト
永井 洋士（京都大学医学部附属病院 先端医療研究開発機構/神戸大学医学研究科

橋渡し科学分野）

S13-4 Assessment of the cognitive function among adults over 60 years using
the Revised Hasegawa’s Dementia Scale：A cross-sectional study in
three regions of Lao People’s Democratic Republic
Sengchanh Kounnavong（Lao Tropical and Public Health Institute, Ministry of Health,

Lao People’s Democratic Republic（Lao PDR））

S13-5 アジアでの保健人材育成：名古屋大学の取り組み
浜島 信之（名古屋大学大学院医学系研究科 医療行政学）

S13-6 認知症フレンドリーコミュニティへの民間の取り組み 現状と課題
徳田 雄人（株式会社DFCパートナーズ）
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10：40～12：00 口演15 「自動車運転」
座 長：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）

川瀬 敦士（川瀬神経内科クリニック）

O15-1 WEB調査「高齢ドライバー認知機能チェック」による考察
中村 拓司
TACT

O15-2 認定認知症領域検査技師による認知機能検査と運動機能検査
（高齢者運転免許更新時）への関わりと展望
大井 茂昭、中平 純子、寺園 瑞姫
大阪府済生会中津病院 検査技術部

O15-3 高齢者の自動車運転と脳容量との関係
島田 裕之、裵 成琉、原田 健次、李 相侖、牧野 圭太郎、千葉 一平、片山 脩、石井 秀明、
堤本 広大、中窪 翔、栗田 智史、土井 剛彦
国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター

O15-4 MCI ドライバーの日常運転時の挙動特性
鈴木 美緒1）、平塚 雅之2）、平塚 喜之2）、並木 靖幸2）、岩越 和紀2）

1）東海大学 工学部 土木工学科、2）NPO法人高齢者安全運転支援研究会

O15-5 アクセスチェッカー（シミュレータ）と運転挙動と認知機能の関係
平塚 雅之1）、鈴木 美緒2）、松尾 誠太郎3）、平塚 喜之1）、並木 靖幸1）、中井 大介1,3）

1）（特非）高齢者安全運転支援研究会、2）東海大学 工学部 土木工学科、3）MS＆ADインターリスク総研

O15-6 安全運転教育の持続性に関する調査
並木 靖幸1）、鈴木 美緒2）、平塚 雅之1）、平塚 喜之1）

1）（特非）高齢者安全運転支援研究会、2）東海大学 工学部 土木工学科

O15-7 コロナ禍での運転脳のトレーニング方法の検討
岩越 和紀1）、平塚 喜之1）、並木 靖幸1）、平塚 雅之1）、鈴木 美緒2）

1）（特非）高齢者安全運転支援研究会、2）東海大学 工学部 土木工学科

O15-8 危険予防支援を目指した教習所における高齢者運転行動および認知機能の解析
永冨 泰次1）、石川 牧子1）、鈴木 美緒2）

1）株式会社デンソー、2）東海大学 工学部 土木工学科

12：10～13：00 ランチョンセミナー8
「認知症疾患における核医学検査の有用性」
座長：鷲見 幸彦（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 病院長）
演者：和田 健二（川崎医科大学 認知症学）

共催：日本メジフィジックス株式会社

13：10～14：00 教育講演6
「認知症リテラシー教育―認知症の早期受診における意義―」
座長：阪井 一雄（神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 作業療法学科）
演者：前田 潔（神戸学院大学総合リハビリテーション学部）
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14：10～15：30 口演21 「自動車運転・まちつくり」
座 長：梅垣 宏行（名古屋大学大学院医学系研究科 地域在宅医療学・老年科学）

水上 勝義（筑波大学大学院 人間総合科学学術院）
評価委員：山上 徹也（群馬大学大学院 保健学研究科）

O21-1 運転免許更新時に第1分類と判定された患者の認知機能検査とMini-Mental
State Examination との関係―生活習慣病による影響―
阿曽 里美1）、小林 良太1,2）、林 博史1,2）、川勝 忍1,3）、坂本 和貴5）、大谷 浩一2）、木村 正之1,4）

1）篠田総合病院 認知症疾患医療センター、2）山形大学 医学部 精神医学講座、
3）福島県立医科大学 会津医療センター 精神医学講座、4）千歳篠田病院、5）弘前大学 大学院 医学研究科

O21-2 運転免許外来対象者の経過と1年以上継続者の特性の検討
涌谷 陽介、高尾 芳樹、菱川 望、上野 節子
倉敷平成病院 認知症疾患医療センター

O21-3 コロナ禍における高齢ドライバーの移動・生活の変化について
浅田 克子、時野 学
八尾自動車教習所

O21-4 認知機能が低下したドライバーに関する社会認識調査
鳥塚 俊洋
（株）JAFメディアワークス

O21-5 まちあいカフェ
新倉 健太郎1）、落合 洋司2）、越部 裕子2）、上條 亮1）、浜本 史子1）、内門 大丈1）

1）医療法人社団みのり会 湘南いなほクリニック、2）一般社団法人 日本音楽医療福祉協会

O21-6 小学生を対象とした体験型認知症予防啓発活動の取り組みについて
山川 直樹1）、下山 直登1）、竹林 慶史2）

1）医療法人好縁会 下山記念クリニック、2）医療法人好縁会 教育研修課

O21-7 アンケート「長期の自粛生活が高齢者にもたらしたものは何か」を取り組んで
伊藤 米美1）、稲波 悦子1）、松井 左知子1）、藪田 恵1）、溝部 夏子1）、高田 寛子2）

1）NPO法人認知症予防ネット神戸、2）御影北ふれあいのまちづくり協議会

O21-8 認知症にやさしい地域づくりに向けての当法人の活動
～プロボノ活動による地域づくりの実践～
山本 美江子
医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院

第4会場 3F G303

8：40～9：30 教育講演3
「認知症ケアの最新の話題～ちえのわ net の取り組みも含めて～」
座長：山本 泰司（神戸大学保健管理センター）
演者：數井 裕光（高知大学医学部神経精神科学講座）

10：40～12：00 口演16 「認知症高齢者への支援1」
座 長：内海 久美子（砂川市立病院）
評価委員：津野瀬 まゆみ（医療法人社団眞仁会 地域包括支援センター新宿）

O16-1 地域資源を活かして認知症高齢者の在宅生活を支える～認知症カフェの活用～
飯田 聖子、美浦 麗奈
名古屋市 名東区 南部 いきいき（地域包括）支援センター
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O16-2 「拒否」から「受容」へのアプローチ～初期集中支援チームでの事例を振り返って～
新倉 健太郎、秋元 和美、根本 恵、岩田 深雪、木名瀬 智香子、上條 亮、浜本 史子、
内門 大丈
医療法人社団みのり会 湘南いなほクリニック

O16-3 徳島市の認知症初期集中支援チーム「とくしまオレンジチーム」の活動
和泉 唯信1）、臼木 貴子2）、宮崎 加恵2）、三島 智美2）、尾ぬか 由美2）、立花 小枝2）、遠藤 静香2）、
湯浅 美樹2）、藤田 浩司1）、植村 桂次3）、宮内 吉男3）、宇都宮 正登3）

1）徳島大学病院 脳神経内科、2）徳島市地域包括支援センター、3）一般社団法人徳島市医師会

O16-4 認知症初期集中支援チームからみた介護支援専門員のニーズ
日詰 正樹1,2,3）、山本 まり1）、森 勇太1,4）、射田 明美1,2）、古瀬 多華江1,5）、江川 聡美1,6）、
安藤 健士1,7）

1）上尾市認知症初期集中支援チーム、2）藤仁会 藤村病院、3）埼玉県総合リハビリテーションセンター 脳神経内科、
4）藤仁会 藤の郷あげお、5）藤仁会 ふれあいの郷上尾、6）上尾市上尾南地域包括支援センター、7）藤仁会 法人本部

O16-5 当院における認知症BPSDへの看護師によるアドバイス活動について
林 心太郎
医療法人 安部第一医院

O16-6 東日本大震災前後の岩手県の認知症予防対策と震災直後の医療対策
高橋 純子
盛岡つなぎ温泉病院

O16-7 2019年台風15号・19号における高齢者・認知症患者支援に関する
川崎市南部の実態調査
三品 雅洋1）、関口 博仁1,2）、小林 千代子1,3）、出口 智子1,4）、柿沼 矩子1,5）、山崎 智美1,6）、
新井 なおみ1,7）、野沢 明弘1,8）、服部 弥生1,9）、鈴木 宣子1,10）

1）日本医科大学武蔵小杉病院認知症疾患医療連携協議会、2）川崎市医師会、3）川崎市看護協会、
4）川崎市介護支援専門員連絡会、5）川崎市認知症コールセンター、6）幸区しゃんぐりら地域包括支援センター、
7）中原区ひらまの里地域包括支援センター、8）川崎区藤崎地域包括支援センター、
9）中原区地域みまもり支援センター高齢・障害課、10）川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

O16-8 ～現状把握と災害に対する啓発に向けて～認知症患者・家族の災害の備えに対する
意識調査（中間報告）
藤本 雅子1）、林 ゆみ1）、檜垣 綾1,2）、宍戸 丈郎2）、西川 智和2）、山崎 雅美2）、福塲 浩正2）、
宮地 隆史1,2）

1）国立病院機構 柳井医療センター 地域医療連携室、2）国立病院機構 柳井医療センター 脳神経内科

12：10～13：00 スポンサードセミナー1
「認知症予防フレンド養成講座の展開と社会への貢献」
座長：西野 憲史（一般社団法人 日本認知症予防学会 副理事長/医療法人ふらて会

西野病院 理事長）
演者：児玉 直樹（新潟医療福祉大学 医療技術学部）

鬼頭 哲也（三井住友海上あいおい生命保険株式会社 営業教育企画部）
共催：三井住友海上あいおい生命保険株式会社

13：10～14：00 スポンサードセミナー2
「認知症予防を目指した多因子介入によるランダム比較試験（J-MINT研究）と
社会実装に向けた展望」
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：荒井 秀典（国立長寿医療研究センター）

共催：SOMPOホールディングス株式会社
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14：10～15：40 口演22 「認知症高齢者への支援2」
座 長：原田 俊英（県立広島大学保健福祉学部）

大沢 愛子（国立長寿医療研究センター）
評価委員：下山 直登（医療法人好縁会）

O22-1 社会参加は認知機能のいかなるドメインの低下を抑制するか？：
社会活動のタイプに着目した検討
藤原 佳典1）、鈴木 宏幸1）、河合 恒1）、小川 将1）、桜井 良太1）、金 憲経1）、渡邊 裕2）、
平野 浩彦1）、井原 一成3）、大渕 修一1）

1）東京都健康長寿医療センター研究所、2）北海道大学、3）弘前大学

O22-2 3か月間水やりを続けた健常高齢者にみられた前頭極賦活低下の抑制と
パフォーマンスの改善
豊田 正博1）、横田 優子1）、菊川 裕幸2）

1）兵庫県立大学 大学院 緑環境景観マネジメント研究科、2）京都大学 大学院 農学研究科

O22-3 笑顔あふれる生活の、その先へ～レクリエーションの充実を目指して～
前田 文美枝、小立 由里香、長谷部 ひづる
社会福祉法人 せんだん会 特別養護老人ホーム やすぎの郷

O22-4 音楽でつなぐ地域社会
落合 洋司
一般社団法人 日本音楽医療福祉協会

O22-5 経済的ゆとりの無い高齢者のメンタルヘルスに対する演劇の効果
松平 泉、瀧 靖之
東北大学 スマート・エイジング学際重点研究センター

O22-6 地域在住高齢者の嗅覚および味覚と記憶機能との関連
牧迫 飛雄馬1）、中井 雄貴1）、和田 あゆみ2）、佐藤 菜々2）、赤井田 将真2）、三輪 高喜3）、
森本 茂人4）

1）鹿児島大学 医学部 保健学科、2）鹿児島大学大学院保健学研究科、3）金沢医科大学耳鼻咽喉科、
4）金沢医科大学認知症センター

O22-7 非認知症者における加齢性嗅覚障害の調査
神保 太樹
株式会社はからめ認知研究所

O22-8 軽度認知障害患者の家族における嗅覚低下に対する認識の評価
―認知症疾患センターにおける簡易嗅覚機能検査の活用法―
坂本 和貴1,2,3）、小林 良太2,4）、阿曽 里美2）、星川 友厚2）、林 博史2,5）、川勝 忍2,3）、森岡 大智2,4）、
大谷 浩一4）、木村 正之1,2）

1）千歳篠田病院、2）篠田総合病院認知症疾患センター、3）福島県立医科大学会津医療センター精神医学講座、
4）山形大学医学部精神医学講座、5）福島県立医科大学保健科学部作業療法学科

O22-9 認知症当事者の在宅生活を支援する個人適応型スピーカーサービスALPSの提案
明石 拓弥1）、中村 匡秀2,3）、佐伯 幸郎2）、安田 清4）

1）神戸大学 工学部 情報知能工学科、2）神戸大学 大学院 システム情報学研究科、
3）理化学研究所・革新知能統合研究センター、4）大阪工業大学

第5会場 3F G302

8：40～9：30 教育講演4
「アルツハイマー病の超早期治療に向けて」
座長：内門 大丈（医療法人社団みのり会湘南いなほクリニック 院長）
演者：岩坪 威（東京大学 大学院医学系研究科）
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10：40～12：00 口演17 「認知症の評価法」
座 長：米田 哲也（熊本大学大学院生命科学研究部）

太田 康之（山形大学第三内科脳神経学分野）
評価委員：伊澤 幸洋（福山市立大学教育学部）

O17-1 MEG計測データを用いた機械学習による認知症スクリーニング性能の検証
奥村 直裕1）、保子 英之1,2）、平田 容子3,4）、小林 桃子5）、坂本 悠希5）、深沢 敬亮6）、
市川 小百合6）、神澤 孝夫7,8）、鴫原 良仁2,5）

1）株式会社リコー HC事業本部 メディカルイメージング事業センター、
2）社会医療法人北斗 北斗病院 精密医療センター、3）社会医療法人 熊谷総合病院 脳神経外科、
4）東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科、5）社会医療法人 熊谷総合病院 精密医療センター、
6）社会医療法人 熊谷総合病院 臨床検査部、7）医療法人社団群雄会 伊勢崎クリニック、
8）公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 脳卒中部門

O17-2 アルツハイマー病と軽度認知障害における血清Aβ oligomer の縦断的測定
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

O17-3 安静時脳活動と超音波による頚動脈血流検査の相関と検討
松本 隆洋1）、保子 英之2）、平田 容子1）、市川 小百合3）、深沢 敬亮3）、鴫原 良仁2,4）

1）熊谷総合病院 脳神経外科、2）北斗病院 精密医療センター、3）熊谷総合病院 臨床検査部、
4）熊谷総合病院 精密医療センター

O17-4 日常生活の歩行速度測定による軽度認知障害者のスクリーニング
山上 徹也1）、八木 基2）、田中 繁弥3）、安齋 紗保理4）、植田 拓也5）、大森 圭貢6）、田中 千香7）、
柴 喜崇8）

1）群馬大学大学院 保健学研究科、2）株式会社クライム、3）高崎健康福祉大 保健医療学部、
4）城西国際大学 福祉総合学部、5）東京都健康長寿医療センター研究所、6）湘南医療大学 保健医療学部、
7）座間市健康部介護保険課、8）北里大学 医療衛生学部

O17-5 高精度視線検出技術を用いた定量的認知機能評価法の開発と
認知症鑑別診断への応用
大山 茜1）、武田 朱公2）、伊藤 祐規2）、中嶋 恒男1）、鷹見 洋一1）、竹屋 泰1）、山本 浩一1）、
杉本 研1）、樂木 宏実1）、森下 竜一2）

1）大阪大学 大学院 医学系研究科 老年・総合内科学、2）大阪大学 大学院 医学系研究科 臨床遺伝子治療学

O17-6 描画遂行過程の可視化による認知機能の自動推定手法
児玉 直樹1）、関本 竜吉2）、佐伯 幸郎2）、中村 匡秀2）、佐藤 厚3）、田中 克明4）、掛 晃幸5）

1）新潟医療福祉大学 診療放射線学科、2）神戸大学大学院 システム情報学研究科、
3）新潟リハビリテーション大学 リハビリテーション学科、4）コクヨ株式会社、5）株式会社ワコム

O17-7 温熱刺激中の高齢者および若年者における酸素化ヘモグロビン濃度変化の
違いの検討
高橋 真悟1）、高橋 大志1）、田村 拓郎1）、松尾 仁司1）、児玉 直樹2）

1）高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科、2）新潟医療福祉大学 医療技術学部 診療放射線学科

O17-8 老年期における情動関連視覚誘発事象関連電位P300成分の特徴
～認知症リスク早期発見の可能性を探る～
浅海 靖恵1,2）、森田 喜一郎2）、小路 純央2）、大川 順司2）、谷口 直也3）

1）大分大学 福祉健康科学部、2）久留米大学 高次脳疾患研究所、3）明野中央病院

12：10～13：00 ランチョンセミナー9
「レビー小体型認知症」
座長：内海 久美子（砂川市立病院 認知症疾患医療センター）

1 DLBの臨床症状と治療
～在宅医療と多職種連携からのアプローチ～
内門 大丈（湘南いなほクリニック）

2 DLB診断における核医学検査の役割
鈴木 正彦（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 脳神経内科）

共催：大日本住友製薬株式会社
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14：10～15：40 口演23 「認知症予防の種々の取り組み」
座 長：大井 博司（広島国際大学 総合リハビリテーション学部）

神谷 達司（神谷医院/日本医科大学大学院 医学研究科 神経内科学分野）
評価委員：中道 淳子（石川県立看護大学）

O23-1 「ハートフルレッスン」 今、この時からです。ダンス療法そしてリンパビクスを
始めるのです。
利根川 久女紅1）、尾崎 仁美1）、五月女 美幸1）、利根川 浩一1）、小川 八重子1）、助信 奈穂子1）、
堀 愼二2）、井上 昌彦3）、冨永 典子4）、上野 豊治4）

1）利根川Kスタジオ、2）S＆Hpro.、3）いのうえ内科クリニック、4）（株）JWI

O23-2 コロナ禍におけるダンス・フィットネス参加高齢者の生活様態
および認知機能の変化
堀 愼二1）、利根川 久女紅2）、尾崎 仁美2）、利根川 浩一2）、小川 八重子2）、助信 奈穂子2）、
五月女 美幸2）、井上 昌彦3）、冨永 典子4）、上野 豊治4）

1）S＆Hpro.、2）利根川Kスタジオ、3）いのうえ内科クリニック、4）（株）JWI

O23-3 新型感染症パンデミック時の認知症予防と運動療法
尾崎 仁美1）、利根川 久女紅1）、五月女 美幸1）、利根川 浩一1）、小川 八重子1）、助信 奈穂子1）、
堀 愼二2）、井上 昌彦3）、冨永 典子4）、上野 豊治4）

1）利根川Kスタジオ、2）S＆Hpro.、3）いのうえ内科クリニック、4）（株）JWI

O23-4 コロナ禍における運動療法参加シニアの動向調査
五月女 美幸1）、利根川 久女紅1）、尾崎 仁美1）、利根川 浩一1）、小川 八重子1）、助信 奈穂子1）、
堀 愼二2）、井上 昌彦3）、冨永 典子4）、上野 豊治4）

1）利根川Kスタジオ、2）S＆Hpro.、3）いのうえ内科クリニック、4）（株）JWI

O23-5 在宅高齢者・認知症当事者を対象とした困り事・対処法共有サービスの研究開発
中村 匡秀1,3）、雲丹亀 和希1）、佐伯 幸郎1）、安田 清2）

1）神戸大学 大学院システム情報学研究科、2）大阪工業大学 情報科学部、3）理化学研究所 革新知能統合研究センター

O23-6 高齢期の社会的孤立と脳容積の関連：NEIGE Study
村山 洋史1）、飯塚 あい1）、町田 征己2）、天笠 志保2）、井上 茂2）、藤原 武男3）、菖蒲川 由郷4）

1）東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム、2）東京医科大学、
3）東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科、4）新潟大学大学院 医歯学総合研究科

O23-7 簡易型認知行動療法の睡眠および認知機能改善効果
野田 明子1）、奥田 将人1）、岩本 邦弘2）、宮田 聖子2）、尾崎 紀夫2）、宮崎 総一郎3）

1）中部大学大学院生命健康科学研究科、2）名古屋大学大学院医学系研究科、3）中部大学生命健康科学研究所

O23-8 高齢者における知的活動を考慮した座位行動質問票の開発と妥当性の検討
栗田 智史、土井 剛彦、堤本 広大、中窪 翔、石井 秀明、木内 悠人、島田 裕之
国立長寿医療研究センター 予防老年学研究部

O23-9 お父さんは、どこ行った？～精神的不安の解消に向けた取り組み～
山口 愛、小室 里美、土江 譲
社会福祉法人せんだん会 荒島ふれあいの郷 グループホームバルツガーデン

第6会場 3F G301

8：40～9：30 教育講演5
「アルツハイマー病の基礎研究の進歩～iPS細胞研究を中心に～」
座長：辻 正純（辻内科循環器科歯科クリニック）
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/

理化学研究所）
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10：40～12：00 口演18 「認知症ケア」
座 長：旭 俊臣（旭神経内科リハビリテーション病院）

三森 康世（広島国際大学）
評価委員：川瀬 弓子（（医）川瀬神経内科クリニック）

O18-1 家族との面会を断たれたグループホーム入所者のBPSDへの影響
～グループホームケアの効果～
津波 晶子1）、小濱 浩子1）、山本 幸子1）、与那覇 瑞姫1）、小松 伸一1）、當山 房子2）

1）グループホームあかゆら、2）（有）福祉ネットワーク・やえやま

O18-2 高度急性期病院看護師におけるユマニチュード学習の心理的効果の検証（予備調査）
山根 早貴1）、門井 舞1）、大西 琴美1）、山口 まな美1）、本岡 芳子1）、荻田 美穂子2）、片寄 亮2）

1）滋賀医科大学医学部附属病院 看護部、2）滋賀医科大学 医学部 看護学科 臨床看護学講座

O18-3 認知症ケアチームと取り組む身体拘束（つなぎ服）の解除
～夜間の排尿トラブルに悩むA氏の事例を通して～
小川 美佳、河本 記代子、池田 智史
社会医療法人昌林会 安来第一病院

O18-4 その人らしい食の在り方～嚥下機能障害のない人へのミキサー食提供にあたって～
津波 晶子1）、小濱 浩子1）、山本 幸子1）、与那覇 瑞姫1）、小松 伸一1）、當山 房子2）

1）グループホームあかゆら、2）（有）福祉ネットワーク・やえやま

O18-5 65歳以下、生産活動年齢期での認知症発生により起きている生活への影響とは
神馬 幸子
株式会社つながり ひだまり（認知症対応型通所介護）

O18-6 介護支援専門員が捉える家族介護負担感の要素に関する検討
福田 敏秀
高知県立大学 社会福祉学部 社会福祉学科

O18-7 認知症者を持つ主介護者の介護負担感に対するリハビリテーション職による介入：
ランダム化比較試験の文献レビュー
鈴木 優喜子、原田 祐輔、望月 秀樹
杏林大学 保健学部 作業療法学科

O18-8 認知症患者の希望する死亡場所と実際に関する実態調査
杉本 大貴1）、櫻井 孝1）、小松 亜弥音2）、野口 泰司2）、中川 威2）、木村 藍3）、小野 玲4）、
斎藤 民2）

1）国立長寿医療研究センター もの忘れセンター、2）国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター、
3）国立長寿医療研究センター メディカルゲノムセンター、4）神戸大学大学院 保健学研究科

12：10～13：00 ランチョンセミナー10
「乳・乳製品摂取の視点からみた認知症予防―チーズ摂取と認知機能との関連性に
着目して」
座長：鈴木 隆雄（桜美林大学 老年学総合研究所）
演者：金 憲経（東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と精神保健研究チーム）

共催：株式会社 明治

13：10～14：00 CTAD報告
座長：赤津 裕康（名古屋市立大学大学院医学研究科地域医療教育学）
演者：岩田 淳（東京都健康長寿医療センター 脳神経内科）
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14：10～15：40 口演24 「認知症高齢者への支援3」
座 長：久徳 弓子（川崎医科大学神経内科学）

夏苅 直己（医療法人社団峻凌会やきつべの径診療所 連携型認知症疾患医療
センター）

評価委員：山本 美輪（香川大学医学部）

O24-1 介護予防サークル参加者における外出頻度と認知機能の関連について
皆木 一磨1）、天野 宏紀1）、増本 年男1）、大谷 眞二2）、浦上 克哉3）、黒沢 洋一1）

1）鳥取大学 医学部 医学科 健康政策医学分野、2）鳥取大学国際乾燥地研究教育機構、
3）鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座

O24-2 高齢者における日中の過度の眠気と軽度認知障害に関する2年追跡調査
天野 宏紀1）、皆木 一磨1）、増本 年男1）、大谷 眞二2）、浦上 克哉3）、黒沢 洋一1）

1）鳥取大学医学部医学科健康政策医学分野、2）鳥取大学国際乾燥地研究教育機構、3）鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座

O24-3 アルツハイマー病患者と健常者を対象とした新しいデジタル神経心理検査の
予備的検討～コロナ時代の神経心理検査～
尾崎 聡1）、羽田 倫子1）、Myers Jennifer2）、御宮知 香織2）

1）えびな脳神経外科、2）ニューロトラック

O24-4 当院における軽度認知症患者に対する通所リハビリ（生活行為向上リハビリ）の
取り組み
旭 俊臣1）、賀曽利 裕1）、平山 淳一1）、吉田 豊2）、栗原 智子1）

1）旭神経内科リハビリテーション病院、2）千葉県東葛北部認知症疾患医療センター

O24-5 行動心理症状への認知症ケアチーム介入の現状
～セーフティネット系医療における課題～
岡田 雅人、川谷 みのり、田中 美菜
鳥取医療センター

O24-6 圏域レベル地域ケア会議を通して共生社会のネットワークを作る
～一人ひとりが輝く地域づくりを目指して～
黒田 みどり
福田南地域包括支援センター

O24-7 本人が納得する人生を支援する
瀬底 由紀子、照屋 利香子、久場 由佳乃
特定医療法人アガペ会 北中城若松病院

O24-8 認知症予防のための行動とその関連要因―大規模調査から効果的な
認知症予防事業を考える―
杉山 美香、稲垣 宏樹、村山 洋史、岡村 毅、宇良 千秋、宮前 史子、枝広 あや子、
粟田 主一
東京都健康長寿医療センター研究所

O24-9 グループホームにおける役割づくり～不安感から安心感へ～
高井 彩、三島 加奈美
社会福祉法人せんだん会 ケアポートやすぎ グループホームかがやきの園

15：50～16：40 スポンサードセミナー3
「認知症検査時における患者の聴力低下による過小評価のリスクと
聴覚支援の重要性」
座長：守上 佳樹（よしき往診クリニック 院長）
演者：中石 真一路（ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社/聴脳科学総合研究所

所長）
共催：ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社
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16：50～18：50 シンポジウム12
「バイオマーカーが拓く認知症医療の近未来」
座長：荒井 啓行（東北大学加齢医学研究所 脳科学研究部門 老年医学分野）

古川 勝敏（東北医科薬科大学医学部地域医療学）

S12-1 アルツハイマー病の発症を予測する生化学バイオマーカーの開発
高村 歩美（鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座）

S12-2 神経変性疾患の血液バイオマーカー（Aβ，tau，NfL など）
徳田 隆彦（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 脳機能イメージング 研究部）

S12-3 中枢神経系病理を可視化するPETトレーサー開発の現状
岡村 信行（東北医科薬科大学 医学部 薬理学）

S12-4 超早期アルツハイマー病を対象とした疾患修飾薬療法と J-TRC研究
井原 涼子（東京都健康長寿医療センター 脳神経内科）

S12-5 認知症予防と J-MINT研究（日本版 FINGER研究）
櫻井 孝（国立長寿医療研究センター もの忘れセンター）

2F G213

16：10～17：10 ダンスプログラム
「『ダンス療法 利根川ワールド』
～「心が動くから体が動く」 だから認知機能が高まる～」
講師：利根川 久女紅（利根川Kスタジオ 日本リンパビクス協会）


