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S3-1 國時 景子 東北大学加齢医学研究所　機能画像医学分野 APOE遺伝子ε4多型の健常小児海馬体積への影響
S3-2 竹田 伸也 鳥取大学大学院　医学系研究科　臨床心理学専攻 地域での包括的認知症検診プログラムの開発
S3-3 笠原 浩生 群馬大学脳神経内科 認知症患者におけるMRI上脳虚血性変化とPiB-PET所見の定量的解析
S3-4 涌谷 陽介 倉敷平成病院 機械学習版 Neuronal Activity Topography による認知症患者の経過予測の可能性
S3-5 竹内 洋司 株式会社インシーク ロボットを活用したリハビリ型デイサービスにおける利用者の運動機能、認知機能、主観的QOLの検討
S3-6 上野 早織 パナソニック株式会社 重度認知症者向け高照度光照射による睡眠およびBPSDへの効果に関する予備的評価
S4-1 中村 拓司 TACT 運転時認知障害早期発見チェックリスト30
S4-2 並木 靖幸 NPO法人 高齢者安全運転支援研究会 74才以下高齢運転者への認知症スクリーニングの必要性
S4-3 鈴木 美緒 東京大学生産技術研究所　人間・社会系部門（第5部） 軽度認知障害ドライバーの運転挙動の特徴の分析
S4-4 後藤 誠一 医療法人 藤誠会 後藤クリニック 糖尿病外来通院患者に於ける認知症関連因子の検討～北九州大都市圏65歳以上、685名の解析～
S4-5 鳥塚 俊洋 JAFメディアワークス IT Media部 「運転時認知障害早期発見プログラム」実施結果
S4-6 平塚 雅之 NPO法人 高齢者安全運転支援研究会 ＭＣＩ判定を受けた高齢ドライバーの意識調査
S5-1 阿部 由美子 みどり病院　認知症疾患医療センター 当院における認知症初期集中支援チームの課題と対策
S5-2 浜本 史子 湘南いなほクリニック 在宅療養支援診療所による認知症初期集中支援チームの意義と課題
S5-3 長山 洋子 倉敷平成病院 早期安心に向けた当院における認知症早期対応の取り組み
S5-4 安倉 央 岡山県　マスカット薬局倉敷店 保険薬局と高齢者支援センターとの連携による地域住民の認知症早期発見
S5-5 田中美智子 大分大学医学部神経内科学講座 地域在宅高齢者に対する認知症の啓蒙および早期診断の取り組み
S5-6 赤津 裕康 名古屋市立大学大学院　地域医療教育学 地域高齢者住民に対する認知症になる前のアドバンスケアプランニング意識調査
S6-1 森谷 祐介 東海大学神経内科 当院関連施設における認知症ケア加算の実績と当院での導入の取り組みと問題点について
S6-2 川西 智也 日本医科大学武蔵小杉病院認知症センター 保健所が関与した地域在住高齢者の迷惑行為の実態
S6-3 鈴木 陽子 群馬大学医学部附属病院 認知症疾患医療センター 群馬大学医学部附属病院認知症疾患医療センターにおける相談業務の特徴
S6-4 金島 由佳 川崎医科大学附属病院　患者診療支援センター 高齢者運転に関して、認知症疾患医療センターに地域から求められる役割とは
S6-5 杉山 美香 東京都健康長寿医療センター研究所 認知症支援のための地域づくり「高島平ココからステーション」の実践
S6-6 日和田　正俊 長崎県県北認知症疾患医療センター 地域に向けた認知症予防活動：第１報 ～認知症予防トレーナー養成講座の開催～
S8-1 久徳 弓子 川崎医科大学　神経内科学　 大学病院もの忘れ外来に長期通院継続している軽度認知障害患者の特徴
S8-2 田中 繁弥 高崎健康福祉大学 軽度認知機能低下者に対する包括的運動プログラムによる認知機能・歩行能力の変化
S8-3 木村 藍 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 軽度認知障害および早期アルツハイマー型認知症における栄養状態と行動・心理症状 (BPSD) との関連
S8-4 永井 久美子 杏林大学医学部高齢医学　 高齢者において血清カルニチン値の低下は認知機能低下に関連する
S8-5 大坪 研一 新潟薬科大学 食後の血糖上昇および血中アミロイドβ増加を抑制する食素材の探索
S8-6 伊賀瀬　道也 愛媛大学大学院医学系研究科老年・神経・総合診療内科学 河内晩柑由来果汁飲料の認知機能予防効果
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O1-1 菱川　望 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 超高齢社会における睡眠障害と認知・情動機能障害の特徴

O1-2 子 恵美 倉敷平成病院　栄養科　 認知機能低下が血糖コントロールに及ぼす影響－物忘れ相談プログラムを用いた評価－

O1-3 國枝 洋太 東京都済生会中央病院 認知症疾患医療センター アルツハイマー型認知症と軽度認知障害における脳血流SPECTでの脳血流減少領域の相違

O1-4 増田 洸司 日清オイリオグループ 表情の数値化による認知症症状の評価～無表情による新たな可能性～

O1-5 夏苅 直己 やきつべの径診療所 認知症スクリーニングと（新）基本チェックリストによる認知症とフレイルの関係---3年間のフォローアップ・スタデイによる

O1-6 後藤 誠一 医療法人 藤誠会 後藤クリニック 簡易フレイルインデックスを利用した高齢の認知機能低下虚弱者を早期発見する試み

O2-1 森田 昌代 東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター　神経内科 当科における高齢発症てんかんの現状

O2-2 森本 展年 香川県立中央病院　神経内科 正常圧水頭症（iNPH）におけるDaT-imaging　～線条体専用SPECT解析ソフトでの検討～

O2-3 清水 暢子 石川県立看護大学 介護予防対象高齢者への鳴子を使用したMovement Music Therapy(MMT)の前頭葉機能への効果

O2-4 小柴 満美子 山口大学大学院・創成科学研究科 高齢者のプロアクティブマインドを育む感覚-運動ニューラルネッティング療育ICT空間の開発と異世代協働創成の社会システム構築の提案

O2-5 伊藤 米美 認知症予防ネット神戸 「ＭＣＩ予防教室」の活動から見えてきたもの ―　早期ケアの段階からの家族支援の重要性についてー

O2-6 赤松 祐美 川崎医科大学附属病院　臨床心理センター 認知・生活機能の自己評価が他者より低いもの忘れ外来受診患者の特徴-DASC-21を用いて-

O3-1 木下 裕美 津幡町国民健康保険直営河北中央病院　病棟看護師 認知症高齢者への効果的な関わりの特徴～プロセスレコードから見出された4つの関わり場面の解釈～

O3-2 上松 右二 和歌山県立医科大学　保健看護学部 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について

O3-3 藤本 憲正 倉敷平成病院　言語聴覚士　 アルツハイマー病における比喩理解-重症度別の比較-

O3-4 河本 耕一 倉吉病院 体重減少を続けていた終日徘徊認知症患者に対する多職種協働の取組み

O3-5 加納 典子 山陰労災病院 看護師 認知症高齢者に対する看護師の感情について

O3-6 神馬 幸子 わかたけの家 認知症対応型デイサービスの重要な役割とは

O4-1 後藤 誠一 医療法人 藤誠会 後藤クリニック 2型糖尿病合併認知症のSPECT画像の特性について～自験例の検討～

O4-2 杉本 大貴 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 糖尿病を有するもの忘れ外来患者の血糖コントロールとADL低下との縦断的関連性

O4-3 清水 暢子 石川県立看護大学 軽度認知症高齢者の社会生活面と認知機能との関連

O4-4 三嶋 寿佳 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 ピッツバーグ睡眠質問票を用いた、アルツハイマー型認知症患者における睡眠の質の評価

O4-5 真邊 泰宏 岡山医療センター 認知機能障害で発症したprimary angiitis of the central nervous system (PACNS)の2例

O4-6 武久 康 岡山赤十字病院　神経内科 進行性核上性麻痺の各臨床病型における認知症状の程度と特徴

O5-1 矢野 裕子 香川県立中央病院　神経内科 当院における認知症コミュニケーションスクリーニング検査（CSTD）を用いた失語のスクリーニングについて

O5-2 陶 婷 山口大学大学院・創成科学研究科 認知症予防・療育ICT空間の実用化に向けた非接触式の身体運動センシング

O5-3 矢島 隆二 みどり病院 当院認知症疾患医療センターのフォローアップ外来受診者の解析

O5-4 吉武 亜紀 川崎医科大学附属病院　臨床心理センター 倉敷市における多職種事例検討会の役割と活用～立ち上げからの５年間を振り返って～

O5-5 川野 公子 岡山県難病医療連絡協議会　難病医療コーディネーター 岡山県におけるレスパイト入院の現状と岡山県難病医療連絡協議会の取り組み

O5-6 新山 真奈美 防衛医科大学校　医学教育部看護学科 若年性認知症の就労に関する実態と課題

O6-1 神馬 幸子 わかたけの家 まだまだ難しい、医療機関との連携への挑戦

O6-2 金山　毅 わかたけの家 ケアが短期記憶と自信を産み、認知症者同士の関係性を作る

O6-3 髙橋 友仁 株式会社　舞浜倶楽部 褥瘡における排泄ケアの取り組みについて

O6-4 谷坂 静香 川崎医科大学附属病院 自宅退院へ向けた残存機能の維持・向上の必要性

O6-5 内田 康子 川崎医科大学付属病院 BPSD症状を呈する認知症患者への看護師の対応を振り返って

O6-6 根本 留美 日本医科大学武蔵小杉病院認知症センター 過剰適応に陥った介護家族への支援に関する一考察

O7-1 中山 寛人 医療法人ふらて会　西野病院 嫉妬妄想を呈したレビー小体型認知症の特徴

O7-2 田口 尚人 福岡大学 研究推進部 5年後の認知機能に有酸素能の改善が影響を及ぼす

O7-3 河野 祥一郎 魚橋病院神経内科 DOAC内服中に発症した脳梗塞における内服管理の重要性

O7-4 菱川 望 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 地域住民健診における軽度認知機能障害と認知症の臨床的特徴

O7-5 中村 都子 NPO法人 認知症予防ネット 「みんなの認知症予防ゲーム」の教室実施から見える参加者の変化とゲームリーダーの継続要因

O7-6 高橋 義秋 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 前方、後方循環別に比較した症状悪化を伴うBranch atheromatous disease (BAD) の特徴

O8-1 國重 雅史 広島大学大学院　医歯薬保健学研究科 アミューズメントと有酸素運動を併用したプログラムによる認知機能・注意機能に関する効果について～地域在住高齢者を対象にした検討～

O8-2 市川 大介 倉敷平成病院 薬剤部 認知症せん妄対策における薬剤師の多職種連携についての取り組み

O8-3 坂井 美和子 川瀬神経内科クリニック 3年間MCI前向き研究の5年後・8年後の経過

O8-4 萬屋 京典 広島大学大学院　医歯薬保健学研究科 施設に入所する認知症高齢者の認知機能と活動の時間，頻度，種類との関連

O8-5 宮原 祥子 一般社団法人長野県臨床検査技師会 臨床検査技師によるの認知症患者対応力向上への取り組み

O8-6 飯田 康江 西野病院看護部長 認知症ケア情報の統一化に向けて　北九州看護部長協議会での取り組み

O9-1 中島 洋平 株式会社　舞浜倶楽部 認知症、せん妄症状と向き合う入居者の症状コントロールへの取り組み

O9-2 中谷 百合子 こうほうえん 誰もが使用できる評価法を目指して～「表情スケール」の考案～

O9-3 稲垣 千草 日本医科大学　街ぐるみ認知症相談センター 地域の認知症相談における遠距離介護者のニーズ

O9-4 秋岡 里沙 内田脳神経外科　　検査科 臨床検査技師が取り組む認知症予防

O9-5 荒木 完途 筑波大学大学院人間総合科学研究科 回復期リハビリテーション病棟入院患者の口腔乾燥症に関連する要因の検討

O9-6 井上 昌彦 いのうえ内科クリニック 認知症外来でできる家族介護者への心理的理解と支援ー家族との関わりで学んだことー

O10-1 磯　忍 高齢者アクティビティ開発センター 要介護高齢者へのジグソーパズルを用いた活動の有効性の考察

O10-2 豊田 正博 兵庫県立淡路景観園芸学校 ガーデニングは脳トレになる？

O10-3 小浦 誠吾 西九州大学大　リハビリテーション学部 多様な認知症予防活動と能動的・受動的園芸療法の関係性に関する研究

O10-4 平山 久美 医療法人杏和会阪南病院 認知機能低下者のためのダンス療法用具『コミュニケーションループWakka』の開発 -大阪ものづくり企業との産学連携-

O10-5 堀 慎二 エスアンドエイチ プロ スポーツクラブにおける認知症予防(1次)のための踏み台昇降運動の試み

O10-6 大島 栞奈 倉敷平成病院　通所リハビリテーション　介護福祉士　 スクエアステップエクササイズが当院通所リハビリテーション利用者の認知機能に与える影響

O11-1 森原 隆太 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 当科関連5病院における脳梗塞発症後4.5時間以内のt-PA静注療法

O11-2 角田 慶一郎 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 岡山大学関連病院における高齢者超急性期脳梗塞に対するt-PA静注療法の臨床的検討

O11-3 野村 恵美 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 Asindanの臨床的特徴と認知機能との関係

O11-4 河原 由子 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 日本における現代のSMON患者の現状

O11-5 中野 由美子 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 電話相談による認知症サポートシステム‐おかやま認知症コールセンターの役割

O11-6 幡中 典子 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 炭酸リチウム薬を長期服用中に多彩な臨床症状を示した高齢者リチウム中毒の1例

O11-7 角田 慶一郎 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 紀伊半島から移住して73年後に発症し、タウPETで陽性であった紀伊ALS/PDC疑いの1例

O11-8 福井 裕介 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 高血圧自然発症ラットにおけるテルミサルタンの脳保護効果

O11-9 野村 恵美 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 新規SETX遺伝子変異を認めたAOA2の臨床的特徴

O11-10 表 芳夫 岡山医療センター　神経内科 TDP-43病理所見を認めた前頭側頭型認知症を伴う筋萎縮性側索硬化症の１例

O12-1 商 敬偉 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 Temporal Profiles of Stress Protein Inductions after Focal Transient Ischemia in Mice Brain

O12-2 馮 田 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 Chronic Cerebral Hypoperfusion Accelerates Alzheimer’ Disease Pathology with Cerebrovascular Remodeling in a Novel Mouse Model

O12-3 劉 夏 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 Expressive changes of nuclear pore complex proteins in ALS mice and ALS patients.

O12-4 施 暁雯 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 New susceptible variant of COQ2 gene in Japanese patients with sporadic multiple system atrophy

O12-5 黄 永 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 Effects of Pretreatment with Warfarin or Rivaroxaban on Neurovascular Unit Dissociation after Tissue Plasminogen Activator Thrombolysis

O12-6 焦 陽 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 Dynamic Mislocalizations of Nuclear Pore Complex Proteins after Focal Cerebral Ischemia in Rat

O13-1 源内 しの 岡山市立市民病院神経内科 当院入院患者の院内デイケアの効果について

O13-2 木宮 高代 福山平成大学看護学部 大学生と高齢世代のライフサイクルに関する研究　〜看護大学生の認知症高齢者イメージから〜

O13-3 石田 絢香 川崎医科大学附属病院　脳神経病棟 生活背景をもとに不穏症状にアプローチした症例

O13-4 星野 将隆 船橋総合病院　神経内科 認知症における人生の最終段階について考えるためのパンフレット作成の試み

O13-5 田中 強 社会福法法人こうほうえん DCMの評価を基にｹｱを見直し改善に取り組んだ一事例

O13-6 川野 公子 岡山市小児慢性特定疾病児童等相談支援センター 岡山市在住の小児慢性特定疾病患児の現状

口演13 ケア・教育4
9月22 日（金）  18:00-19:00

（第4会場）

口演8 医療保健福祉3
9月22 日（金）  17:00-18:00

（第3会場）

口演9 ケア・教育3
9月22 日（金）  17:00-18:00

（第4会場）

口演10 非薬物療法1
9月22 日（金） 18:00-19:00

（第1会場）

口演11 認知症関連疾患
9月22 日（金） 18:00-19:00

（第2会場）

口演12 基礎１
9月22 日（金） 18:00-19:00

（第３会場）

口演2 医療保健福祉１
9月22 日（金） 15:00-16:00

（第3会場）

口演3 ケア・教育１
9月22 日（金） 15:00-16:00

（第4会場）

口演4 生活習慣・予防2
9月22 日（金） 16:00-17:00

（第2会場）

口演5 医療保健福祉2
9月22 日（金） 16:00-17:00

（第3会場）

口演6 ケア・教育2
9月22 日（金） 16:00-17:00

（第4会場）

口演7 生活習慣・予防3
9月22 日（金） 17:00-18:00

（第2会場）

第7回日本認知症予防学会 シンポジウム演題 (3,4,5,6,8)一覧

第7回日本認知症予防学会 一般演題一覧　9月22日金曜日

 シンポジウム３
若年認知と新規技術

9月22日（金） 13:30-15:00
（第3会場）

 シンポジウム４
運転免許

9月22日（金） 13:30-15:00
（第4会場）

 シンポジウム５
初期集中支援チームの課題
9月22日（金） 15:00-16:30

（第1会場）

シンポジウム６
認知症疾患センターの現状と課題

9月22日（金） 16:30-18:00
（第1会場）

　シンポジウム８
生活習慣病対策

9月23日（土） 13:30-15:00
（第2会場）

口演１ 生活習慣・予防1
9月22 日（金） 15:00-16:00

（第2会場）



セッション名 演題番号 氏名（敬称略） 所属 演題タイトル

O14-1 並木 香奈子 日本医科大学　街ぐるみ認知症相談センター 神奈川県川崎市における若年認知症の実態調査の報告

O14-2 清家 理　 国立長寿医療研究センター 認知症にやさしい街づくりのリーダー養成プログラムの効果検証 －互助・自助強化プログラム開発プロジェクト『くらしの学び庵』中級コースより－

O14-3 大田 和弘 あおい会大田整形外科 認知症とともに生きる地域づくりに向けたＩｏＴデバイス実証実験の検証

O14-4 田中　浩二 金沢医科大学看護学部/看護学研究科 認知症サポーターキャラバンメイト養成講座受講者の意識変容

O14-5 森山 智晴 国立長寿医療研究センター 認知症の人や家族介護者のための集いの場に必要な支援内容の探索研究

O14-6 岡野 泰子 そうごう薬局　笹沖店 認知症になっても暮らせるまちづくり～専門職による本当に顔の見える連携を目指して～

O15-1 樋之津　健二 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 アルツハイマー病者への摂食嚥下リハビリテーション

O15-2 三ッ星 紀子 鳥取大学医学部研究科保健学専攻 骨折患者におけるリハビリテーションが脳機能と骨代謝マーカーに与える効果

O15-3 浅野 亜矢 シムラ病院　リハビリテーション科 急性期病棟における食事とレクレーション活動の効果検討　‐集団の場に着目して‐

O15-4 松本 拓也 芳野病院リハビリテーション科 一酸化炭素中毒による遅発性神経障害に対するリハビリテーションの効果

O15-5 犬飼 一智 倉敷平成病院 入院は認知症患者の認知機能に影響するか

O15-6 林 佑樹 西野病院 作業療法科 集団アクティビティに参加したことにより持続性注意向上、コミュニケーションの質的変化を認めた症例

O16-1 清家 理　 国立長寿医療研究センター 集団的家族介護者支援従事者に対する教育的支援プログラム開発研究　－持続可能な認知症カフェ・認知症家族介護者教室開催のために－

O16-2 太田 一実 湘南いなほクリニック 湘南オレンジプラン：認知症にやさしいまちづくり

O16-3 川端 奈緒 東京都済生会中央病院認知症疾患医療センター 当院の認知症ケア加算対象者の特徴

O16-4 田中 章慈 田中内科医院 地域における認知症二次予防

O16-5 浅野 務 埼友草加病院脳神経外科 病院が取り組むオレンジカフェの実践

O16-6 池田 将樹 群馬大学神経内科 アルツハイマー型認知症における脳表ヘモジデリン沈着とTFNEの臨床的検討

O17-1 渡邉 桃子 総合上飯田第一病院 大腿骨頚部骨折患者の認知機能と身体機能の関連の検討

O17-2 布施 良友 川瀬神経内科クリニック 通リハ参加までの工夫、継続につながる個別対応の紹介

O17-3 出口 悠 ウェルネス浜名湖 健常高齢者への継続的な脳活性化プログラムの実施効果の検証

O17-4 柳本 有二 神戸常盤大学　 認知症患者と視覚障害者との会話交流時における脳機能活動変化についてーリアルタイムウェアラブル脳波測定からー

O17-5 上田 知行 北翔大学生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科　教授 高齢者の認知機能の維持・改善に効果的な認知症予防活動に関する研究デザインの構築

O17-6 山田 昌子 さくもとクリニック 真庭市キャラバンメイトの活動

O18-1 田中 浩二 金沢医科大学看護学部/看護学研究科 金沢医科大学における認知症サポーター養成講座の開催と評価

O18-2 河本 良二 まつうらクリニック 認知症カフェの相談窓口における参加者の相談内容

O18-3 荻野 沙織 総合上飯田第一病院 当院における認知症ｶﾌｪの取り組み

O18-4 加嶋 由香 高知市西部地域高齢者支援センター旭出張所 男性高齢者の社会参加を促す「男のサロン」

O18-5 春原 渓菜 三原病院作業療法室 認知症カフェへの参加における促進因子と抑制因子の探索

O18-6 利根川 久女紅 利根川Kスタジオ ダンス療法の効果　不自然を自然に・不自由を自由に

O19-1 木下 徹 ちいき進かがく株式会社 ユビキノール(還元型CoQ10)の継続摂取による認知機能改善効果

O19-2 松本 正人 まつもと脳神経・内科クリニック 軽度認知障害（MCI）に対する抑肝散加陳皮半夏の認知機能に対する効果 -投与1年後の効果、第２報-

O19-3 石井 有理 ファンケル フェルラ酸、α‐グリセロホスホコリン、イチョウ葉エキスおよびビタミンCを含む錠剤の6か月摂取が軽度認知障害を有する高齢者に与える影響

O19-4 川口 和紀 藤田保健衛生大学医療科学部・臨床工学科 血中アミロイドβ蛋白(Aβ）除去によるアルツハイマー病治療システム：Aβ吸着材量の影響

O19-5 渡邉 愼二 日清オイリオグループ 中鎖脂肪酸により食事動作の改善を認めた重度認知症患者の症例

O19-6 福井 裕介 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 大脳白質病変伴うアルツハイマー病患者における治療薬の臨床的効果

O20-1 河月 稔 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 Flow-mediated dilation（FMD）と認知機能およびアルツハイマー型認知症バイオマーカーの関連

O20-2 福井 裕介 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 軽度認知機能障害（MCI）の知的機能・情動機能の特徴

O20-3 串岡 拓也 株式会社ファンケル 唾液由来ゲノムDNAを用いたApoE遺伝子のジェノタイピング結果の検証

O20-4 島谷 丈夫 清泉クリニック整形外科 GO/NO-GO課題と軽度認知機能低下スクリーニングツールの関連性

O20-5 光岡 眞里 株式会社サムライト iPadを利用した認知機能評価スケールの開発

O20-6 山中 綾 内田脳神経外科 パーキンソン病、レビー小体型認知症診断におけるNeuro melanin imageの検討

O21-1 井上 仁 鳥取大学総合メディア基盤センター　ICT基盤研究開発部門 コンピュータを用いた学習療法の効果検証

O21-2 清水 良幸 浜松ホトニクス株式会社 中央研究所　PET医用グループ 脳活性化プログラムによる前頭脳血流とワーキングメモリータスク遂行能力の関係

O21-3 飯田 由香 日本認知症予防アロマアクテビテイ協会代表 中年層から始める認知症予防アロマ講座の実践方法

O21-4 倉田 麻那 中部大学大学院　生命健康科学研究科 高齢者におけるアロマセラピーの認知機能および睡眠への影響

O21-5 北尾 聡 富士産業株式会社 研究開発センター アロマシールによる認知症予防

O21-6 久村 悠祐 福岡県　聖マリア病院　リハビリテーション室　作業療法士 自己決定における嗅覚刺激が作業量に与える影響

O22-1 管谷 由紀子 医療法人社団翔洋会 デイサービスの連絡ノートを活用した「怒り」から「受容」へのストレスコーピング

O22-2 津久井 洋子 地域ケアセンター　マグノリア 音読教室における認知機能の効果

O22-3 福田 敏秀 こうほうえん 「もの忘れトレーニング・プログラム」を自宅でおこなう効果について－在宅高齢者に対する実施事例を通して－

O22-4 吉岡 直子 川越リハビリテーション病院 埼玉県臨床検査技師会会員の認知症領域に関する意識調査

O22-5 強力 充昭 介護老人保健施設あのう 一次予防事業認知機能アップ教室の啓発効果

O22-6 反保 佑太 カルチャーClubあかね デイサービスにおける　DTアセスメント情報　周知による職員対応の変化

O23-1 神保 太樹 株式会社T-LAB　統合医療研究所 所長 簡易嗅覚検査による認知症リスク判定キットの開発

O23-2 市川 隼也 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 アルツハイマー型認知症における病態の進行と嗅覚検査の回答傾向

O23-3 酒井 一由 藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床工学科 血中Aβ除去によるAlzheimer病治療・予防をめざして；血液透析患者の脳内Aβ沈着および脳病理組織

O23-4 松下 正輝 熊本大学大学院　生命科学研究部 認知症予防における取り繕い反応の意義　‐　アルツハイマー病、レビー小体型認知症、軽度認知機能障害における取り繕い反応の比較

O23-5 堀江 悠希 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 spPLA法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

O23-6 赤垣 由美子 姫路中央病院　臨床心理室 パーキンソン病患者における認知機能スクリーニングの検討

O24-1 武本 麻美 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 認知症発症予防ならびに進行予防のための運動療法について

O24-2 岩崎 雅彦 マイルドハート坂出 認知症予防非薬物療法基礎理論の試み－作業療法士たちの大活躍を目指して－

O24-3 松岡 友絵 総合上飯田第一病院　リハビリテーション科 急性期病院における認知症予防としての集団音楽療法

O24-4 尾方 睦望 脳リハビリデイサービス大泉学園はなみずき デイサービスにおける集団音楽療法による自立神経系への変化～唾液アミラーゼを用いて～

O24-5 富田 知子 山野美容芸術短期大学 高齢者を支援する美容技術の可能性（第四報）〜美容施術への会話の影響についての検討〜

O24-6 内田 栄子 翔洋会 臨床美術プログラムによる近時記憶想起の促し

O25-1 川上 真苗 翔洋会 意欲の継続に繋がる環境整備～デイサービスにおけるクラス移行～

O25-2 太田 康之 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 アルツハイマー病におけるアセチルコリンエステラーゼ阻害剤変更の影響

O25-3 竹内 さやか 国立長寿医療研究センター 認知症家族介護者と集団的家族支援運営者の実態調査

O25-4 小川 咲子 下関病院 下関市における認知症患者家族のニーズ

O25-5 火口 弥生 あかね福祉サービス デイサービスにおける　セルフアロマトリートメントの効果

O25-6 岩崎 成真 倉敷老健通所リハビリテーション 保育園児に対する読み聞かせプログラムが高齢者のうつ傾向に対して及ぼす影響

O26-1 山本 泰雄 老健あのう 若年性白内障と中年期におけるMCI（Mild Cognitive Impairment）を呈した事例 -SC-test（Simple Cognitive test）との関連性-

O26-2 白鷺 大輝 鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座 アルツハイマー型認知症における頭蓋内超音波検査を用いた脳血管反応性評価と病態との関連性

O26-3 神保 太樹 株式会社T-LAB　統合医療研究所 所長 脳活バランサーによる認知機能計測の成績は年齢と相関する

O26-4 高宮 資宜 香川県立中央病院　神経内科 当院のアルツハイマー型認知症患者におけるBenton視覚記銘検査について

O26-5 東 靖人 姫路中央病院　臨床心理室 レビー小体型認知症患者におけるパレイドリアと認知機能検査の検討

O26-6 阿部 弘明 倉敷平成病院 アルツハイマー型認知症患者と脳血管障害患者間の、記憶障害におけるリバーミード行動記憶検査(RBMT)下位項目得点の特徴について

O27-1 山下 徹 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 慢性脳低灌流と大脳白質病変の新たな関係

O27-2 犬房 春彦 岐阜大学生命科学総合研究支援センター抗酸化研究部門 抗酸化配合剤Twendee Xの脳神経系における作用の基礎的検討

O27-3 森原 隆太 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 RivaroxabanのPARを介したtPA療法後の頭蓋内出血抑制効果

O27-4 商　敬偉 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 Acceleration of neuroinflammation by chronic cerebral hypoperfusion in Alzheimer’s disease model mouse

O27-5 稲葉 俊東 順天堂大学医学部附属浦安病院　脳神経内科 マウス慢性脳低灌流モデルにおけるレベチラセタムの治療効果

O27-6 柚木 太淳 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 ANOMのラットMCAOモデルに対する有効性

O28-1 反保 佑太 カルチャーClubあかね 社会との繋がりを創造　デイサービスの作品展から

O28-2 佐藤 恒太 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 中国四国地域におけるプリオン病の実態

O28-3 火口 弥生 あかね福祉サービス 気晴らし療法の実践。アクティビティ　評価シートの開発

O28-4 前田 八重子 神戸大学医学部附属病院 若年性認知症の方の就労支援　2事例から学ぶこと

O28-5 小宮 樹生 医療法人ふらて会 介護老人保健施設やすらぎ 一人一人に寄り添ったケアを目指して ～帰宅欲求がある利用者とのかかわり～

口演25介護・介入２
9月23 日（土） 16:00-17:00

（第4会場）

口演26 診断・画像・バイオマーカー

３

9月23 日（土） 17:00-18:00
(第2会場）

口演28 介護・介入３
9月23 日（土） 17:00-18:00

（第4会場）

口演27 基礎２
9月23 日（土） 17:00-18:00

（第３会場）

口演14 まちづくり１
9月23 日（土） 8:30-9:30

（第4会場）

口演15 介護・リハビリ１
9月23 日（土） 8:30-9:30

（会議室１）

口演16 まちづくり２
9月23 日（土） 9:30-10:30

（第4会場）

口演17 介護・リハビリ2
9月23 日（土） 10:30-11:30

(第4会場）

口演18 介護・リハビリ3
9月23 日（土） 11:30-12:30

(第4会場）

口演19 治療
9月23 日（土） 15:00-16:00

(第1会場）

口演20 診断・画像・バイオマーカー

1

9月23 日（土） 15:00-16:00
(第2会場）

口演23 診断・画像・バイオマーカー

2

9月23 日（土） 16:00-17:00
(第2会場）

口演21非薬物療法2
9月23 日（土） 15:00-16:00

（第3会場）

口演24 非薬物療法3
9月23 日（土） 16:00-17:00

（第3会場）

口演22介護・介入１
9月23 日（土） 15:00-16:00

（第4会場）
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