
 

 

 

１．会期：2017 年 9 月 22 日（金）・23 日（土）・24 日（日） 

２．会場：岡山コンベンションセンター 

   〒 700-0024 岡山県岡山市北区駅元町 14 番 1 号 

   TEL：086-214-1000 

  第 1 会場  ：3F コンベンションホール 西 

  第 2 会場  ：3F コンベンションホール 東 

  第 3 会場  ：3F 301 会議室 

  第 4 会場  ：3F 302 会議室 

  第 1 会議室 ：4F 405 会議室 

 

３．参加登録について 

1）参加登録受付時間と場所は下記の通りです。 

 受付時間 9 月 22 日（金）・23 日（土） 8:00～18:00 

9 月 24 日（日）             8:00～11:30 

受付場所 岡山コンベンションセンター 2F ロビー 

2）記名台に設置してあります参加登録用紙にご記入ください。 

3) 参加費は参加登録用紙を添えて受付でお支払ください。 

4) 参加証（兼領収書）をお渡しいたしますので、ご自身で氏名・所属をご記入ください。 

 

【注意】 

5) 参加証の無い方は入場できませんので、必ず受付を行ってください。 

また、会場では必ず参加証をご着用ください。 

6）参加費は以下のとおりです。  

医師 10,000 円 メディカルスタッフ 6,000 円 学生 3,000 円（学生証を提示してください） 

 

４．評議員会・定期総会について 

1）評議員会： 9 月 22 日（金）8:30～9:10 第 1 会場（3F コンベンションホール 西） 

2）定期総会： 9 月 23 日（土）8:00～8:30 第 1 会場（3F コンベンションホール 西） 

  ＊ 評議員・会員の方は是非ご出席いただきますようお願いいたします。 

 

5．全員懇親会について 

日時： 9 月 23 日（土）19:15～21:00 

会場： 2F レセプションホール 

参加費：3,000 円 

＊ 参加登録時に参加費と併せて参加受付にお支払ください。皆様ふるってご参加ください。 

 

 

学会会期中のご案内 



6．各種講座について 

＊ 各種講座を受講される方は第 7 回日本認知症予防学会学術集会の参加費が別途必要となります。

各講座の受付時に参加証のご提示をお願いいたします。 

＊ 認定認知症領域検査技師スキルアップセミナーのみ受講される方は学術集会の参加費は不要で

す。 

 

■ 認知症予防専門医教育セミナー（第 3 回） 

日時：2017 年 9 月 23 日（土）17:00〜19:00  ＊受付は 16:30～会場前にて行います。 

場所：第 1 会場 （3F コンベンションホール 西）  

参加費：事前申込み  10,000 円、当日申込み  12,000 円 

単位：教育セミナー受講 + 小テスト合格 認定単位 10 単位 

講演予定者：各 15 分講義 

(1) 17:00-17:15  浦上克哉（鳥取大学生体制御学講座）認知症予防の考え方とアロマセラピー 

(2) 17:15-17:30 北村 伸（日本医大武蔵小杉病院）認知症の脳画像と薬物治療 

(3) 17:30-17:45 高尾芳樹（倉敷平成病院）認知症疾患センターの役割 

(4) 17:45-18:00 西野憲史（西野病院）認知刺激療法 

(5) 18:00-18:15 菱川 望（岡山大学神経内科）ヨガ療法の認知症予防効果 

(6) 18:15-18:30 東 靖人（姫路中央病院）分かり易い認知症の病理学 

(7) 18:30-19:00 小テスト（専門医制度委員長：岡山大学 阿部康二） 

 

■ 認知症予防専門士講座 

＊事前登録者のみ 

日時：2017 年 9 月 24 日（日）8:30〜12:30   

場所：第 3 会場（3F 301 会議室） 

単位：10 単位 

(1) 8:30-  8:35  開会挨拶 

(2) 8:35-  9:35  講演Ⅰ「認知症の疾患と検査」松村美由起 (東京女子医科大学付属成人医学センター) 

(3) 9:45- 10:45  講演Ⅱ「認知症の予防」        浦上克哉  (鳥取大学医学部保健学科生体制御学) 

(4)10:55-12:25  実践セミナー「臨床美術」        辻 美帆  (医療法人社団翔洋会) 

(5)12:25-12:30  閉会挨拶 

 

■ 認知症予防専門士スキルアップセミナー 

＊事前登録者のみ 

日時：2017 年 9 月 24 日（日）8:00〜12:30 

場所：第 4 会場 （3F 302 会議室） 

単位：5 単位 

座長：當山房子（福祉ネットワークやえやま） 

(1) 8:00- 8:05 開会挨拶 

(2) 8:05- 9:05  認知症予防専門士 実践報告 

演者：佐々木純子(NPO 法人青森音楽療法研究会), 杉原初美(日下部記念病院) 



高橋智子(横手市健康福祉部地域包括支援センター) 

(3)  9:15-10:05  認知症予防専門士ミーティング 

(4)10:15-11:15  講演Ⅰ「認知症の疾患と検査」岡原一徳 (けいめい記念病院) 

(5)11:25-12:25  講演Ⅱ「認知症の治療と予防」辻 正純 (辻内科循環器科歯科クリニック) 

(6)12:25-12:30  閉会挨拶 

 

■ 認定認知症領域検査技師スキルアップセミナー 

＊事前登録者のみ 

＊受付は 8:30～会場前にて行います。 

日時：2017 年 9 月 24 日（日）8:45〜10:15   

場所：第 2 会場（3F コンベンションホール 東） 

単位：20 単位  

（認定認知症領域検査技師スキルアップセミナーとグループディスカッションに全て参加した場合） 

講演予定者：各 80 分講演＋10 分質疑 

座長：狩野賢二（島根大学医学部附属病院クリニカルスキルアップセンター長） 

演者：小川敬之（九州保健福祉大学保健学部） 

 

■ 認定認知症領域検査技師グループディスカッション 

＊事前登録者のみ 

日時：2017 年 9 月 24 日（日）10:20〜12:25   

場所：第 2 会場（3F コンベンションホール 東）  

各 10 分講演＋50 分グループディスカッション+60 分グループ発表 

座長：深澤恵治（日臨技）、河月稔（鳥取大学医学部保健学科） 

演者：新屋敷紀美代（熊本第一病院）、西野真佐美（梶川病院）、中村友美（幡多けんみん病院） 

 

７．市民公開講座について 

日時：2017 年 9 月 24 日（日）14:00～16:00 第 1 会場 

場所：第 1 会場 （3F コンベンションホール 西）  

定員：280 名 事前申し込みは不要です。 

9 月 24 日（日）13:30～第 1 会場前にて受付を行います。  

講演予定者：各 25 分講演＋5 分質疑 

(1) 14:00-14:30  浦上克哉（鳥取大学生体制御学講座）認知症予防の重要性 

(2) 14:30-15:00 山下 徹（岡山大学神経内科）生活習慣病を予防して認知症予防 

(3) 15:00-15:30 江澤和彦（倉敷スイートホスピタル理事長） 

認知症を支え予防する地域共生社会を目指して 

(4) 15:30-16:00 尾崎善規（認知症の人と家族の会）認知症家族会からの提言 

 

 

 

 



8．共催セミナーについて 

●ランチョンセミナー 

9 月 22 日（金）・23 日（土）・24 日（日）にランチョンセミナーを行います。無料ですが、昼食の

数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。 

※ランチョンセミナーの整理券配布はございません。 

 

日時：9 月 22 日（金）12：30 ～ 13：30 

場所：第 1 会場（3F コンベンションホール 西）＜共催：エーザイ株式会社＞ 

   第 2 会場（3F コンベンションホール 東）＜共催：武田薬品工業株式会社＞ 

   第 3 会場（3F 301 会議室）             ＜共催：日本メジフィジックス株式会社＞ 

      第 4 会場（3F 302 会議室）             ＜共催：ノバルティス ファーマ株式会社＞ 

 

日時：9 月 23 日（土）12：30 ～ 13：30 

場所：第 1 会場（3F コンベンションホール 西）＜共催：日本イーライリリー株式会社＞ 

   第 2 会場（3F コンベンションホール 東）＜共催：ニプロ株式会社＞ 

   第 3 会場（3F 301 会議室）             ＜共催：小野薬品工業株式会社＞ 

      第 4 会場（3F 302 会議室）             ＜共催：第一三共株式会社＞ 

 

日時：9 月 24 日（日）12：30 ～ 13：30 

場所：第 1 会場（3F コンベンションホール 西）＜共催：日本光電工業株式会社＞ 

   第 2 会場（3F コンベンションホール 東）＜共催：小林製薬株式会社＞ 

 

● 教育セミナー 

日時：9 月 24 日（日）9：30 ～ 10：30 

場所：第 2 会場（3F コンベンションホール 東）＜共催：日清オイリオグループ株式会社＞ 

 

9．機器展示/書籍展示について  

日時：9 月 22 日（金）・23 日（土）9：00 ～ 18：00 

9 月 24 日（日）            9：00 ～ 11：50 

場所：岡山コンベンションセンター 3F ホワイエ、2F ロビー 

 

10．クロークについて  

岡山コンベンションセンター 2F ロビーのクロークをご利用ください。なお、傘・PC・貴重品はお

預かりできませんので、予めご了承ください。 

 

11．臨時託児所について ＊事前申込者のみ 

臨時託児所を開設いたします。ご利用は第 7 回日本認知症予防学会学術集会の参加者に限ります。  

対象年齢  3 ヶ月～就学前まで  

利用料金  5,000 円/１人・１日当たり ＊当日、現金での支払いとなります。  

 



12．その他注意事項 

・撮影・録音などは原則中止です。 

 ・各自で出されたゴミはお持ち帰りください。 

 ・携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、会場内でのご使用はお控えください。 

 ・プログラム抄録集の貸し出しは致しません。 

 ・ 会場内でのスライドやアナウンスによるお呼び出しは行いません。岡山コンベンションセンター 3F

に会員連絡板を設置しますので、ご利用ください。 

 

13．宿泊・観光・その他について  

学術集会ホームページの「宿泊案内」にご案内を掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
＜一般演題座長・評価委員の方へ＞ 

・２Ｆの総合受付内の座長・評価委員受付にて評価用紙をお渡しいたします。セッションの 30 分前まで

に必ず座長・評価委員受付までお立ち寄りください。ご記入いただいた評価用紙は、各会場前方の進

行スタッフにお渡しください。 

・シンポジウム座長、一般演題座長の先生は、開始予定時刻 15 分前には会場内の右前方の次座長席に

ご着席ください。 

・セッション開始のアナウンスはいたしません。定刻になりましたら、セッションを開始してください。 

・所定時間内に終了するようにご尽力のほど、よろしくお願い申しあげます。 

 

＜口演発表の方へ＞ 

発表形式は、PowerPoint による PC 発表のみ可能です。映写は 1 面のみです。 

指定演題につきましては、事前にお知らせした時間でのご講演をお願いいたします。 

一般演題（口演）の発表時間は発表 7 分、質疑応答 3 分（合計 10 分）です。 

発表時間は最終的には各座長の指示に従ってください。 

開始予定時刻 20 分前には会場の次演者席にご着席ください。 

時間内に終了するようにご協力のほど、宜しくお願いいたします。 

 

１）PC（パソコン）発表について 

・パソコンは用意いたします（Windows）。 

・演台上にはモニター・キーボード・マウス・レーザーポインターを準備しております。 

・PC 受付は各会場内の左前方の PC 受付デスクにて行います。 

 ご発表の 1 時間前までに PC 受付デスクにてプレゼンデータの受付をお済ませください。 

・講演発表には、ご自身の PC（Windows･Macintosh）または、メディア（CD-R、USB フラッシュメ 

  モリー／Windows のみ）をご持参ください。Windows はデータか本体持込、Macintosh は本体持込 

  のみとさせていただきます。 

 ※動画を用いる場合は、ご自身の PC をご自身の PC を持込の上、各会場内の左前方の PC 受付デスク

にて必ず申し出てください。 

 

（データをお持ち込みの方） 

・必ず各会場内の左前方の PC 受付デスクにお立ち寄りいただき、発表データの登録、確認を行ってくだ

さい。 

・メディアでの受付は、Windows で作成されたデータのみとなります。Macintosh で発表データを作成 

  される方はご自身の PC をお持込ください。 

・お持込いただけるメディアは、CD-R、USB フラッシュメモリーのみです。MO、FD、ZIP 等は受け 

  付けできません。 

・メディアはウイルス定義データを最新のものに更新されたセキュリティーソフトを用いてウイルスに 

座長・評価委員・演者の皆様へ 



  感染していいないことを必ず確認した上でお持込ください。 

・発表データをコピーした後には、ファイナライズ（セッションのクローズ・使用した CD のセッショ 

  ンを閉じる）作業を行ってください。この作業が行われなかった場合、データを作成した PC 以外でデ 

  ータを開くことができなくなり、発表が不可能になります。 

・発表データ作成後、作成した PC 以外の PC で正常に動作するかチェックしてください。 

・持ち込まれるメディアには、当日発表されるデータ（完成版）以外入れないようにしてください。 

・ファイル名は「セッション名_演題番号_演者名.ppt（x）」としてください。 

 （例：シンポジウム 1_S1_発表太郎.ppt（x）） 

 ※：「.ppt（x）」は拡張子（半角英数）です。 

・データの容量は最大 512MB までとさせていただきます。 

・OS とアプリケーションは、下記のものをご用意いたします。 

  <OS>Windows 7 又は Windows 10 

  <アプリケーション>Windows 版 PowerPoint 2007／2010／2013 

・画面サイズ（解像度）については XGA（1024×768）となります。 

・フォントは OS 標準で装備されているものをご使用ください。画像レイアウトの崩れを防ぐには、下記

フォントのご使用をお薦めいたします。 

  日本語：MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝の 4 種類 

  英 語：Times New Roman／Arial／Arial Black／Arial Narrow／Century／Century Gothic／ 

   Courier／Courier New／Georgia の 9 種類 

・上記以外のフォントを仕様した場合は、文字・段落のずれ、文字化け、表示されない等のトラブルが

発生する可能性があります。 

・音声出力は使用できませんので、ご了承ください。 

・お預かりした発表データは各会場内の左前方の PC 受付デスクで一時保存いたしますが、これらのデー

タは学会終了後、事務局が責任を持って削除いたします。 

 

（PC 本体を持参される方） 

・必ず各会場内の左前方の PC 受付デスクにお立ち寄りいただき、ご自身の PC を試写用モニターに接続

して、発表データの確認を行ってください。 

・ご自身の PC 持込の場合は、外部モニター出力端子の形状を必ず確認し、必要な場合は接続用の外部出

力変換アダプターを必ずご持参ください。接続は、Mini D-sub15 ピン 3 列コネクター（通常のモニタ

ー端子）です。またバッテリー切れを防ぐため電源アダプターをご持参ください。 

・必要な場合は接続用の外部出力変換アダプターをご持参ください。 

 

 

 

 

 

・画面サイズ（解像度）については、XGA（1024×768）となります。 

・動画は使用可能ですが、本体液晶画面に動画を表示されても、PC の外部出力に接続した画面には表示

されない場合があります。実際にお持ちいただく PC の外部出力にモニターまたは、プロジェクターを



接続して、あらかじめご確認ください。 

・発表データはデスクトップ画面に保存してください。 

・ファイル名は「セッション名_演題番号_演者名.ppt(x)」としてください。 

  （例：シンポジウム 1_S1_発表太郎.ppt(x)） 

  ※：「.ppt(x)」は拡張子（半角英数）です。 

・スクリーンセーバー、省電力設定、起動時のパスワード設定は、事前に解除しておいてください。 

・念のため、バックアップデータを保存したメディアを必ずお持ちください。 

・発表会場ではデータの修正はできません。 

・音声出力は使用できませんので、ご了承ください。 

・講演終了後、できるだけ速やかに各会場内の左前方の PC 受付デスクにて、ご自身の PC をお引き取り

ください。 

 

＊本大会ではポスター発表セッションはありません。 

 


