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プログラム

特別講演

特別講演 9月18日（日） 9：00～10：00　A会場

座長：古谷 博和（高知大学医学部 脳神経内科学教室）

SL 高齢者のフレイルと早期認知症 〜終末糖化産物（AGE）と予防サプリ
メントの開発〜

大八木 保政（愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経内科・老年医学講座）

教育講演

教育講演1 9月17日（土） 13：00～14：00　A会場

座長：鈴木 みずえ（浜松医科大学 臨床看護学講座）

EL1 コロナ禍における要介護ハイリスク高齢者のコグニティブフレイルに
関する縦断研究と支援ガイドの作成

金盛 琢也（浜松医科大学 臨床看護学講座）

教育講演2 9月18日（日） 13：30～14：30　A会場

座長：足立 克仁（小川病院 糖尿病／物忘れセンター）　　　　　　　

湯浅 龍彦（鎌ケ谷総合病院 神経内科・神経難病医療センター）

［認知症の症候と疾患の捉え方］

EL2-1 1から分かる認知機能検査
四方田 博英（国立国際医療研究センター国府台病院 リハビリテーション科）

EL2-2 進行性核上性麻痺の診断・治療・ケア
岩崎 靖（愛知医科大学 加齢医科学研究所）

共催：予防鍼灸研究会
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シンポジウム

シンポジウム1 9月17日（土） 9：40～11：40　A会場

座長：三條 伸夫（東京医科歯科大学 脳神経病態学分野（脳神経内科））
　　　藤田 浩司（徳島大学大学院医歯薬学研究部 臨床神経科学分野）

［これからの早期診断：Preclinical through Early Stage］

SY1-1 早期認知症の画像診断における形態と機能の融合
原田 雅史
徳島大学大学院医歯薬学研究部…放射線医学分野

SY1-2 おさえておきたい認知症PET研究の最新知見
島田 斉
新潟大学脳研究所…統合脳機能研究センター…臨床機能脳神経学分野

SY1-3 体液バイオマーカーによる認知症の早期診断
池内 健
新潟大学脳研究所…生命科学リソース研究センター

SY1-4 Preclinical stageからの診断を目指したαシヌクレインのバイオマーカー
佐藤 克也
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科…医療科学専攻…保健科学分野（神経内科学）

シンポジウム2 9月17日（土） 14：50～16：50　A会場

座長：伊藤 聖（三次神経内科クリニック花の里） 　　　　　　　　　　　
　　　金森 雅夫（立命館大学スポーツ健康科学部 特任教授／学会理事長）

［これからの早期ケア：市民との協同］

SY2-1 家庭での取り組み
太田 智子
株式会社マキュレ

SY2-2 多様性を認め合う社会を目指して
荒井 顕一
LCA国際小学校

SY2-3 児童生徒を対象とした認知症啓発
森田 はづき
三次市地域包括支援センター



− 12 −

SY2-4 徳島大学病院における認知症患者支援の現状と地域に向けた普及啓発について
岡本 秀樹
徳島大学病院…患者支援センター

SY2-5 認知症早期発見のための神経心理検査の開発と地域における活用
奥山 惠理子
株式会社浜松人間科学研究所

シンポジウム3 9月18日（日） 10：10～12：10　A会場

座長：富田 泰輔（東京大学大学院薬学系研究科 機能病態学教室）
　　　鎌田 正紀（香川大学医学部 神経難病講座）　　　　　　　

［これからの早期治療：複数の異常蛋白を考慮する］

SY3-1 Aβオリゴマー標的治療開発
松原 悦朗
大分大学医学部…神経内科学講座

SY3-2 光認知症療法の開発に向けて
富田 泰輔
東京大学大学院薬学系研究科…機能病態学教室

SY3-3 タウ伝播とアルツハイマー病のBiological subtype
武田 朱公
大阪大学大学院医学系研究科…臨床遺伝子治療学／
大阪府立病院機構大阪精神医療センター…こころの科学リサーチセンター

SY3-4 αシヌクレインを標的としたシヌクレイノパチーの早期治療
中森 雅之
大阪大学大学院医学系研究科…神経内科学
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ランチョンセミナー

ランチョンセミナー1 9月17日（土） 11：50～12：50　A会場

座長：和泉 唯信（徳島大学大学院医歯薬学研究部 臨床神経科学分野）

LS1 早期診断の重要性と早期ADの臨床像  
−当院3〜7年通院2,521名のデータを踏まえて−

片山 禎夫（片山内科クリニック 院長）

共催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー2 9月18日（日） 12：20～13：20　A会場

座長：沼田 周助（徳島大学大学院医歯薬学研究部 精神医学分野）

LS2 認知症との関連性を考慮した高齢者うつ病の診療のポイント
馬場 元（順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 メンタルクリニック）

共催：武田薬品工業株式会社

市民公開講座

市民公開講座 「認知症の治療と予防」 9月18日（日） 15：00～16：30　A会場

認知症とともに生きる 〜幸福な老いを実現するために〜
座長・オーバービュー：宇高 不可思（住友病院）

アルツハイマー病の診断・治療・予防の現状と今後の展望
下濱 俊（医療法人社団慈誠会 認知症センター長／慈誠会練馬高野台病院 特任院長／　　　　　
　　　　　札幌医科大学 名誉教授）

脳卒中と認知症の深い関係
冨本 秀和（三重大学大学院医学研究科 特定教授／済生会明和病院 病院長）
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BME on Dementia研究会交流セッション

BME on Dementia研究会交流セッション1 9月18日（日） 11：10～12：10　B会場

座長：山下 和彦（東邦大学 幕張ヒューマンケア学部 臨床工学科）
　　　奥山 恵理子（株式会社浜松人間科学研究所） 　　　　　　

［高齢者介護・支援におけるICTの活用］

BME-1 MCIスクリーニングを可能とする話構造からの特徴抽出方法の提案
○後藤 哲史
帝京平成大学健康メディカル学部…医療科学科

BME-2 高齢者のための手指・腕の複合トレーニング装置の改良と使用感に関する報告
○久保田 幹也1）、清水 大海1）、伊藤 友孝1）、清水 昌幸1）、鈴木 みずえ2）、志村 孚城3）、
　高柳 佳世子3）、奥山 惠理子4）

1）静岡大学工学部…機械工学科、2）浜松医科大学、3）株式会社創生、4）浜松人間科学研究所

BME-3 早期の認知機能低下を検出するCKPTアプリケーションの改良に向けた取り組み 
－新たな総合スコアの試験的検討－

○合田 明生1）、志村 孚城2）、大城 一3）、村田 伸1）、安彦 鉄平1）、宮地 諒4）、
　大杉 紘徳5）、奥山 惠理子6）

1）京都橘大学健康科学部…理学療法学科、2）株式会社創生、3）遠江病院、…
4）北陸大学医療保健学部…医療技術学科、5）城西国際大学福祉総合学部…理学療法学科、…
6）株式会社浜松人間科学研究所

BME on Dementia研究会交流セッション2 9月18日（日） 13：30～14：30　B会場

座長：伊藤 友孝（静岡大学工学部 機械工学科）

高柳 佳世子（株式会社創生）　　　　　

［高齢者介護・支援におけるICTの活用］

BME-4 伴走型介護の概念に基づいたQOL向上のための生活プログラム自動生成システムの
開発

○土屋 秀和、浅川 毅
東海大学情報理工学部…コンピュータ応用工学科

BME-5 ICTを用いた活動モニタリングシステムによる後期高齢者の歩行と身体機能の変化
○山下 和彦1）、山下 知子2）、佐藤 満3）、阿多 信吾2）

1）東都大学幕張ヒューマンケア学部…臨床工学科、2）大阪市立大学大学院工学研究科…電子情報系専攻、…
3）群馬パース大学リハビリテーション学部…理学療法学科

BME-6 エアセルクッションの体圧分布の測定と予測
○益子 岳史1）、鈴木 啓太1）、柿本 益志1）、高野 純一2）

1）静岡大学工学部…機械工学科、2）ウォーキングDAY
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一般演題

［症例報告］ 9月17日（土） 13：00～13：50　B会場

座長：安田 秀（NTT 東日本伊豆病院 院長）　　　　　　　　　　　
　　　山本 伸昭（徳島大学大学院医歯薬学研究部 臨床神経学分野）

O-01 アミロイド前駆体蛋白質遺伝子の変異を認めた若年性アルツハイマー病の1例
○鎌田 正紀1）、久米 広大2）、川上 秀史2）

1）香川大学医学部…神経難病講座、2）広島大学原爆放射線医科学研究所…分子疫学分野

O-02 Alzheimer病に合併する全身性transthyretin amyloidosis：脳梗塞あるいは急性
心不全発症例における臨床病理学的検討

○杉田 保雄1）、福田 賢治2）、髙橋 研二3）、檜垣 浩一4）、東 治道5）

1）聖マリア病院…脳神経病理、2）聖マリア病院…脳血管内科、3）聖マリア病院…脳神経外科、…
4）聖マリア病院…病理診断科、5）聖マリア病院…腎臓内科

O-03 アルツハイマー病が先行し、レビー小体型認知症が続発したと思われる1例
○山崎 雅勇
道東勤労者医療協会…協立すこやかクリニック…内科

O-04 難治性うつ病として治療中にレビー小体病が明らかとなった1症例
○中山 知彦1）、六車 隆太郎1）、多田 紗彩1）、高原 実香2）、宮本 亮介2）、中瀧 理仁3）、
　和泉 唯信2）、沼田 周助3）

1）徳島大学病院…精神科神経科、2）徳島大学病院…脳神経内科、…
3）徳島大学大学院医歯薬学研究部…精神医学分野

O-05 可逆性の認知機能低下と白質病変を認めたビタミンB12欠乏性症の一例
○森本 展年、森本 みずき、平 佑貴、高橋 義秋
香川県立中央病院…脳神経内科

［看護・介護］ 9月17日（土） 14：50～15：50　B会場

座長：大城 一（医療法人社団大法会遠江病院） 　　
　　　吉村 浩美（日本看護協会看護研修学校 校長）

O-06 特別養護老人ホームにおける高齢者の生きる意欲を引き出すアドバンス・ケア・プ
ランニング（ACP）

○鈴木 みずえ、内藤 智義、稲垣 圭吾、金盛 琢也
浜松医科大学…臨床看護学講座

O-07 徳島大学病院における認知症看護の取り組みと課題
○松本 綾、河原 良美
徳島大学病院…看護部

O-08 認知症高齢者における身体機能と予後の関連性
○平岩 和美1）、平尾 文1）、石倉 英樹1）、笹谷 奈緒美2）、中村 萌子2）、隴本 躍子2）、
　田中 玲子2）、迫井 瑞樹2）、山口 菜緒2）、馬場 幸太2）

1）広島都市学園大学健康科学部、2）医療法人ピーアイエーグループ
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O-09 いきいきデイ開設後の推移「デイサービス利用開始後の認知機能改善について」
○奥山 太山1）、宮下 聖依1）、内山 貴子1）、髙柳 佳世子2）、奥山 惠理子3）、志村 孚城4）

1）創生…佐鳴台倶楽部、2）創生…事業本部、3）浜松人間科学研究所、4）創生…生体医工学研究所

O-10 アルツハイマー型認知症の一人暮らしを支えるための自立支援の症例 －車の運転を
あきらめ、三輪自転車に挑戦したAさんとの取り組み－

○菅野 真紀1）、奥山 惠理子1）、河井 明子1）、奥山 太山2）

1）株式会社浜松人間科学研究所…居宅介護支援事業所恵、2）株式会社創生…佐鳴台倶楽部

O-11 徳島市認知症初期集中支援チームの活動報告：若年性認知症3事例の検討
○臼木 貴子1）、三島 智美1）、尾ぬか 由美1）、立花 小枝1）、遠藤 静香1）、湯浅 美樹1）、
　吉田 まゆみ1）、藤田 浩司2）、和泉 唯信2）、宮内 吉男3）、宇都宮 正登3）

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

［診断・治療］ 9月17日（土） 15：50～16：40　B会場

座長：宮嶋 裕明（浜松医科大学 名誉教授／天竜厚生会診療所） 　　
　　　重森 健太（関西福祉科学大学 健康医療学部 理学療法学専攻）

O-12 脳の軽微な陰りを検出するCKPTを用いた認知症予防
○高柳 佳世子1）2）、奥山 惠理子2）、菅野 真紀2）、鈴木 尊子1）、志村 孚城1）

1）株式会社創生、2）株式会社浜松人間科学研究所

O-13 WMS-R視覚記憶の認知症転化リスクの前向き検討
○三條 伸夫1）2）、平井 名子1）、内山 由美子2）、平井 叶実2）、横田 隆徳1）、山田 正仁2）

1）東京医科歯科大学…脳神経内科、2）九段坂病院…内科（脳神経内科）

O-14 軽度認知機能障害に対するVirtual Realityを活用した早期介入手法の開発に向け
て：前向き臨床試験

○高橋 奈々1）、仁木 一順1）2）、上野 慶太3）、岡本 美緒1）、矢原 恵美2）、木口 穂乃里1）、
　馬渕 はづき1）、田中 寛之3）、野村 麻衣4）、吉田 啓太4）、山下 幸宏4）、奥田 赳視4）、
　内藤 泰男3）、石井 良平3）、池田 賢二1）2）、伊藤 壽記5）、上田 幹子1）2）

1）大阪大学薬学部、2）大阪大学大学院薬学研究科、3）大阪公立大学大学院総合リハビリテーション学研究科、…
4）社会福祉法人みささぎ会、5）大阪がん循環器病予防センター

O-15 Alzheimer's disease-related gray matter volume network
○Munkhzaya Chuluunbat1）、松田 大貴2）、藤田 浩司1）、大友 真姫3）、音見 暢一3）、
　工藤 與亮4）、原田 雅史3）、和泉 唯信1）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部…臨床神経科学分野、2）徳島大学医学部…医学科、…
3）徳島大学大学院医歯薬学研究部…放射線医学分野、…
4）北海道大学大学院医学研究院…放射線科学分野画像診断学教室

O-16 認知症患者における痛み強度の関係性 － Verbal Rating Scale と Numerical 
Rating Scaleによる検討－

○水野 千秋1）2）、金原 一宏2）、高山 真真希2）、田中 なつみ2）、佐久間 俊輔2）3）、
　Hong Yang4）、河瀬 智文2）、河合 洋輔2）3）、俵 祐一2）、有薗 信一2）

1）社会医療法人駿甲会…コミュニティーホスピタル甲賀病院、…
2）聖隷クリストファー大学大学院…リハビリテーション科学研究科、3）寺田痛みのクリニック、…
4）陸軍軍医大学第一附属病院…リハビリテーション科
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［市民・運転］ 9月18日（日） 10：10～11：00　B会場

座長：菅野 真紀（居宅介護支援事業所 恵）　　　　　　　　　　　　
　　　金原 一宏（聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部）

O-17 糖尿病と認知症の予防活動 －新聞発行とフレイル・チェック－
○足立 克仁1）、小川 哲也2）、小川 裕子2）、上田 圭介2）、吉村 俊二3）、島田 祐子4）、
　湯浅 龍彦5）

1）小川病院糖尿病／物忘れセンター…脳神経内科、2）小川病院…内科、3）小川病院…理学療法科、…
4）小川病院…管理栄養士、5）鎌ヶ谷総合病院…神経難病医療センター

O-18 「認知症の人の意思決定支援」理解に向けたツール作成の試み ～市民へのガイドライ
ン認知度調査の結果から～

○佐藤 文恵1）、鈴木 達也2）、森上 克彦3）、菅野 真紀4）、奥山 恵理子5）

1）有限会社きちっと…排せつの地域助け合いコンチネンス・サロン、…
2）聖隷クリストファー大学…リハビリテーション学部、3）有限会社敬愛会…敬愛会介護支援センター、…
4）NPO地域創生支援事業団さんさんカフェ、5）株式会社浜松人間科学研究所

O-19 高齢者の自動車運転免許更新における認知機能検査でみられた軽度認知障害患者に
ついて

○金井 光康、針谷 康夫、島崎 裕子、森田 詠子、八木 瑞貴、美原 盤
美原記念病院…認知症疾患医療センター

O-20 認知症と運転免許の適否について
○上野 真、北澤 澄、篠原 豊明
甲府脳神経外科病院

O-21 中山間地域の脳神経内科診療所における道路交通法改正後の診断書作成状況に関す
る調査

○織田 雅也1）、伊藤 聖1）、和泉 唯信2）

1）微風会三次神経内科クリニック花の里、2）徳島大学大学院医歯薬学研究部…臨床神経科学分野


