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第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場
3F メインホール 2F 203 ＋ 204 2F 201 2F 202 4F 411 ＋ 412 4F 413 ＋ 414

8:00

8:30 ～ 9:50
シンポジウム 7

「公衆衛生学から見た
認知症の課題」
座長：黒沢洋一
　　　西野憲史
演者：松田晋哉
　　　馬場園明

8:30 ～ 9:50
シンポジウム 8
「高齢者と AI」
座長：後藤誠一
　　　井手芳彦
演者：工藤道治
　　　先崎心智
　　　野間　充

8:30 ～ 9:50
シンポジウム 9

「生活習慣病と認知症予防」
座長：櫻井　孝
　　　梅垣宏行
演者：佐治直樹
　　　内田一彰
　　　牧野圭太郎
　　　阿部紀絵

8:30 ～ 9:50
シンポジウム 10

「認知症予防に向けての
医学・生物学基礎研究」
座長：井上治久　　篠原もえ子
演者：入江一浩　　佐原成彦
　　　池川雅哉　　赤津裕康
　　　井上治久

8:30 ～ 9:50
シンポジウム 11

「臼杵における多職種連携に
よる認知症予防の取り組み」
座長：木村成志　　藤野孝雄
演者：中野五郎　　藤野孝雄
　　　衛藤和子　　小野未架

8:30 ～ 9:50
スポンサード

シンポジウム 3
「抗酸化剤を用いた認知症予防」
座長：阿部康二
演者：楊　馥華　　犬房春彦
　　　山下　徹
共催：TIMA Tokyo 株式会社

9:00

10:00 10:00 ～ 10:50
口演 25

「バイオマーカー・脳画像」
　　座長：瀧　靖之、谷口美也子
評価委員：米田哲也

10:00 ～ 11:10
口演 26

「口腔嚥下」
　　座長：遠藤眞美、土井章弘
評価委員：東　靖人

10:00 ～ 10:50
口演 27

「認知症と運転 1」
　　座長：竹島多賀夫、池田将樹
評価委員：林　敦子

10:00 ～ 10:50
口演 28

「認知症と運転 3」
　　座長：成瀬　聡、中村拓司
評価委員：福田敏秀

10:00 ～ 10:50
口演 29

「認知症と感覚器障害」
　　座長：管谷由紀子、長濱道治
評価委員：野田明子

10:00 ～ 10:50
スポンサードセミナー 3
座長：木村成志
演者：岡田和将
共催：中外製薬株式会社

11:00 10:55 ～ 11:45
口演 30

「認知症の神経心理検査」
　　座長：佐藤　厚、田口淳一
評価委員：伊澤幸洋

10:55 ～ 11:45
口演 31

「認知症と運転 2」
　　座長：神谷達司、内田泰史
評価委員：進藤由美

10:55 ～ 11:35
口演 32「認知症と AI」
　　座長：土肥敏博、伊関千書
評価委員：田中克明

11:00 ～ 11:50
スポンサードセミナー 4
座長：後藤誠一
演者：下方浩史　　野村政壽
共催：医療法人藤誠会後藤クリニック

12:00 12:00 ～ 12:50
ランチョンセミナー 4
座長：櫻井　孝
演者：篠原もえ子
共催：エーザイ株式会社

12:00 ～ 12:50
ランチョンセミナー 5
座長：浦上克哉
演者：池田　学
共催：東和薬品株式会社

12:00 ～ 12:50
ランチョンセミナー 6
座長：児玉直樹
演者：鬼頭哲也　　蕪　美香
共催：三井住友海上あいおい生命保険株式会社

12:00 ～ 12:50
ランチョンセミナー 7
座長：鈴木正彦
演者：小林良太　　木村成志
共催：住友ファーマ株式会社

13:00 13:00 ～ 13:50
教育講演 7

「Prodromal DLB　ハイリスク
コホートからわかったこと」

座長：荒井啓行
演者：勝野雅央

13:00 ～ 13:50
教育講演 8

「新しく開発した歯周病診断法を用い
た歯科健診による生活習慣病及び認知
症予防に向けての普及活動について」
座長：遠藤眞美　演者：西原達次

13:00 ～ 13:50
教育講演 9

「認知症予防のための血圧管理」
座長：西野憲史
演者：土橋卓也

13:00 ～ 13:50
スポンサードセミナー 1
座長：太田康之
演者：浦上克哉
共催： 日本光電工業株式会社

13:00 ～ 13:50
スポンサードセミナー 2
座長：渡嘉敷崇
演者：木村成志
共催：ＰＤＲファーマ株式会社

14:00 14:00 ～ 14:50
理事長講演

「発足から 11 年を迎えた日本認知
症予防学会が取り組むべき課題」

座長：児玉直樹　演者：浦上克哉

15:00 15:00 ～ 15:50
特別講演 2

「認知症施策の総合的な推進について」
座長：浦上克哉
演者：和田幸典

16:00 16:00 ～ 16:50
特別講演 3

「医師会の認知症への対応」
座長：西野憲史
演者：横倉義武

17:00 16:50 ～ 18:55
第 11 回

認知症予防専門医
教育セミナー

17:00 ～ 18:30
シンポジウム 12

「認知症 1 次・2 次・3 次
予防の取り組み」
座長：西野憲史
　　　辻　正純
演者：松田晋哉
　　　西野憲史
　　　西野惠子
　　　花沢明俊

17:00 ～ 19:00
第 2 回

認知症予防専門看護師
教育セミナー

17:00 ～ 19:00
第 1 回

認知症予防専門看護師
スキルアップセミナー

17:00 ～ 19:00
第 2 回

認知症予防専門薬剤師
教育セミナー

18:00 18:00 ～ 19:00
ダンスプログラム

「ハートフル・コグニダンス」
講師：利根川久女紅

※事前申込制
※現地開催のみ

19:00

19:15 ～ 19:40
浦上賞授賞式

20:00

日程表　第２日目　９月 24 日（土）

後援： 日本脳神経核
医学研究会 /
日本核医学会

「歯周病菌のアルツハイマー型認
知症への関与メカニズム解明」

演者：武　洲




