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基調講演1 ６月11日（土）13:50～14:20　第１会場
 座長：阿部　康二（国立精神・神経医療研究センター病院）

KS1 血管性認知症への挑戦：現状と今後の課題
国立循環器病研究センター　脳神経内科　猪原　匡史

共催：日本メジフィジックス株式会社

基調講演2 ６月11日（土）15:40～16:05　第１会場
 座長：石内　勝吾（琉球大学医学部　脳神経外科）

KS2 認知症と運転免許：総論
慶應義塾大学医学部精神神経科　三村　　將

特別講演1 ６月11日（土）8:35～9:15　第１会場
 座長：吉本　高志（脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院）

SP1 認知症予防の方向性と可能性
新さっぽろ脳神経外科病院　端　　和夫

共催：株式会社メディカ・ライン

特別講演2 ６月11日（土）12:05～12:30　第１会場
 座長：椎野　顯彦（滋賀医科大学　神経難病研究センター）

SP2 認知症の病態画像バイオマーカー開発とその応用
量子科学技術研究開発機構　量子生命・医学部門　量子医科学研究所　樋口　真人

特別講演3 ６月12日（日）8:30～9:10　第１会場
 座長：淺井　昭雄（関西医科大学　脳神経外科）

SP3 グリア・てんかん・認知症
森山脳神経センター病院　堀　　智勝

共催：株式会社グロービア

特別講演4 ６月12日（日）9:15～9:50　第１会場
 座長：堀　　智勝（森山脳神経センター病院）

SP4 臨床的認知症尺度（Clinical Dementia Rating：CDR）判定について
東北大学未来科学技術共同研究センター
高齢者高次脳医学研究プロジェクト／
東北大学サイクロトロンRI センター／

東北大学大学院医学系研究科　目黒　謙一

プログラム
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教育講演 ６月11日（土）17:05～17:30　第１会場
 座長：三國　信啓（札幌医科大学　医学部脳神経外科学講座）

ED コンタクトスポーツと慢性外傷性脳症（CTE）
～認知症との関連性を含めて～

のじ脳神経外科・しびれクリニック　野地　雅人

シンポジウム1　正常圧水頭症治療の現状 ６月11日（土）9:20～10:30　第１会場
 座長：宮嶋　雅一（順天堂東京江東高齢者医療センター　脳神経外科）
 吉峰　俊樹（医療法人医誠会）　　　　　　　　　　　　　　　

S1-1 神経精神科医による特発性正常圧水頭症診療の実際
高知大学医学部　神経精神科学講座　數井　裕光

S1-2 LP シャント手術術式と成績
東京共済病院　脳神経外科　鮫島　直之

S1-3 術後マネージメントの問題点
千葉県済生会習志野病院　脳神経外科　村井　尚之

S1-4 特発性正常圧水頭症の診断
順天堂大学医学部脳神経外科　中島　　円

S1-5 第２班ガイドラインから10年、現在の特発性正常圧水頭症治療の現状
関西医科大学　脳神経外科　羽柴　哲夫

シンポジウム2　認知症と高次脳機能障害 ６月11日（土）10:35～12:00　第１会場
 座長：藤井　正純（福島県立医科大学医学部　脳神経外科学講座）　　　　　　　　　
 笹嶋　寿郎（秋田県立リハビリテーション・精神医療センター　認知症診療部）

S2-1 脳神経外科医のための高次脳機能障害入門
東北大学大学院医学系研究科　高次機能障害学　鈴木　匡子

S2-2 大脳白質解剖と言語のネットワーク
福島県立医科大学医学部　脳神経外科学講座　藤井　正純

S2-3 言語症候からみる認知症性疾患の鑑別
北海道大学大学院保健科学研究院　大槻　美佳

S2-4 脳腫瘍摘出術後の高次脳機能障害に対する認知予備力の影響
金沢大学　脳神経外科　中田　光俊

S2-5 脳のハブ領域からみた健常加齢と認知症
藤田医科大学医学部　脳神経内科学　渡辺　宏久

シンポジウム3　血管性認知症と外科的挑戦 ６月11日（土）14:20～15:30　第１会場
 座長：阿部　康二（国立精神・神経医療研究センター病院）　　　
 松丸　祐司（筑波大学　脳神経外科脳卒中予防治療学講座）

S3-1 血管性認知症の放射線学的アプローチ
岩手医科大学医歯薬総合研究所　超高磁場MRI 診断・病態研究部門　佐々木真理
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S3-2 慢性脳虚血に対する血行再建術後認知機能変化
岩手医科大学　医学部　脳神経外科　小笠原邦昭

S3-3 血管性認知症の分子メカニズムから見た外科介入の意義
富山大学医学部　脳神経外科　黒田　　敏

シンポジウム4　認知症と運転免許 ６月11日（土）16:05～16:55　第１会場
 座長：石内　勝吾（琉球大学医学部　脳神経外科）　　　　　　
 加藤　庸子（藤田医科大学　ばんたね病院　脳神経外科）

S4-1 高齢者運転と免許問題
（公財）坂総合クリニック　宮城県認知症疾患医療センター　今田　隆一

S4-2 高齢運転者等の交通事故実態と運転免許制度の改正について
警察庁交通局運転免許課　仲村　健二

S4-3 アルツハイマー型認知症者の自動車運転行動の特徴−ドライブシミュレータによる評価−
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター　下村　辰雄

シンポジウム5　軽度認知障害の診断とその対応 ６月11日（土）　9:30～11:00　第２会場
 座長：長田　　乾（横浜総合病院　臨床研究センター）
 欅　　　篤（社会医療法人愛仁会　高槻病院）　

S5-1 軽度認知障害（MCI）の診断とその対応
横浜総合病院　臨床研究センター　長田　　乾

S5-2 脳波で認知症の早期段階を見ることは可能か？
　～脳波解析技術 NAT を用いてのトライアル～

医療法人社団　くどうちあき脳神経外科クリニック　工藤　千秋

S5-3 正常或いは軽度認知機能障害例の長期予後の検討
筑波記念病院　もの忘れ診療センター　吉井與志彦

S5-4 秋田県における MCI 延伸の取り組み
秋田大学高齢者医療先端研究センター　大田　秀隆

シンポジウム6　地域連携と社会貢献 ６月11日（土）11:05～12:20　第２会場
 座長：鈴木　倫保（山口大学大学院医学研究科　間中病院　脳神経外科）
 伊古田俊夫（勤医協中央病院　脳神経外科）　　　　　　　　　　

S6-1 脳神経外科医としての認知症施策への社会参加
―自治体認知症施策推進機関への参加・協力を中心に―

勤医協中央病院　脳神経外科　伊古田俊夫

S6-2 脳神経外科医としての認知症施策への社会参加
−認知症カフェの運営から−

小林脳神経外科・神経内科病院　脳神経外科　大日方千春

S6-3 地域支援病院における院内デイケアと社会復帰
熊谷総合病院　脳神経外科／東京女子医科大学　脳神経外科／

熊谷総合病院　入退院支援センター　阿部　圭市
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S6-4 認知症初期集中支援チームを通じての地域連携
特定医療法人社団　青山会　青木病院　青木　　誠

シンポジウム7　今必要な認知症予防の取り組み―栄養と食― ６月12日（日）10:10～11:40　第２会場
 座長：松井　　豊（まつい栄養＆認知症クリニック）　　　　
 佐藤　慎哉（山形大学医学部　総合医学教育センター）

S7-1 脳ドックにおける若年者脳白質変化の検討
―認知症予防の可能性を探る―

島根県立中央病院　脳神経外科　井川　房夫

S7-2 神経新生からアプローチする認知症
東北大学大学院　医学系研究科　大隅　典子

S7-3 認知機能・海馬容積の加齢変化とその栄養学的緩衝要因を探る地域住民コホート研究：NILS-LSA
国立長寿医療研究センター　老化疫学研究部　大塚　　礼

S7-4 栄養学的な視点からみた認知症と機能性食品による認知機能への効果
新潟大学　脳研究所　生命科学リソース研究センター　池内　　健

「もの忘れ外来診療のためのエッセンシャル」講習会　ベーシック編
脳外科認知症初診医における認知症診療上の注意 ６月12日（日）9:55～11:55　第１会場

 座長：吉井與志彦（筑波記念病院　もの忘れ診療センター）

ES1-1 診断における注意点：
認知症症状・軽度の行動心理異常のとらえ方

初富保健病院　脳神経外科　唐澤　秀治

ES1-2 認知症診断における注意点～認知機能検査、鑑別診断、患者・家族への対応～
筑波記念病院　脳神経センター　玉岡　　晃

ES1-3 診断における注意点：画像検査所見のとらえ方
滋賀医科大学　神経難病研究センター　椎野　顯彦

ES1-4 認知症の治療における注意点～年齢を考慮した診断・治療とその目標・ゴール設定～
社会医療法人慶明会　けいめい記念病院　岡原　一徳

ES1-5 認知症診療に必要な社会保障制度の基礎知識（診断書等の作成法）
帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科　中根　　一

ES1-6 介護・社会制度・医療連携における注意点：地域および医療連携における注意点
筑波大学　医学医療系　臨床医学域　精神医学　新井　哲明

ES1-7 長期予後を含めた患者・家族への説明・注意点
BPSD への対処法、レスパイトケア

特定医療法人社団　青山会　青木病院　青木　　誠
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「もの忘れ外来診療のためのエッセンシャル」講習会　アドバンス編
脳外科認知症診療医における認知症診療上の注意点 ６月12日（日）13:15～14:45　第１会場

 座長：吉井與志彦（筑波記念病院　もの忘れ診療センター）

ES2-1 認知症診療経験者へ、脳外科的見地からの診断上の注意；自験例から言える事は
筑波記念病院　もの忘れ診療センター　吉井與志彦

ES2-2 変性性および非変性性認知症の合併、アルツハイマー型認知症の多様性を意識した診断と治療
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター　認知症診療部　笹嶋　寿郎

ES2-3 医療連携・介護・社会制度利用上の注意点
勤医協中央病院　脳神経外科　伊古田俊夫

ES2-4 もの忘れ外来診療のための AI
森山脳神経センター病院　堀　　智勝

メディカルスタッフのための講習会　認知症ケアの要点 ６月12日（日）13:15～14:45　第２会場
 座長：紺野　敏昭（こんの神経内科・脳神経外科クリニック）
 鈴木　明文（地方独立行政法人　秋田県立病院機構）　

MS-1 一般病院の職員に求められる認知症症状に早期に気付く視点と対応−外来を中心に−
宮城厚生協会　長町病院　内海　史子

MS-2 一般病床における認知症の疑いのある患者・家族への対応
JA 秋田厚生連　湖東厚生病院　大原　　樹

MS-3 急性期病院におけるせん妄の予防・発見・早期対応
秋田赤十字病院　出雲　裕子

MS-4 「BPSD の予防と対応」
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター　北埜さつき

イブニングセミナー ６月11日（土）17:40～18:30　第１会場
 座長：木内　博之（山梨大学医学部脳神経外科）

EV 認知症診療に睡眠医学を活かす
秋田大学大学院医学系研究科　精神科学講座　三島　和夫

共催：株式会社秋田銀行・株式会社北都銀行

ランチョンセミナー1 ６月11日（土）12:40～13:40　第２会場
 座長：冨永　悌二（東北大学　脳神経外科）

LS1 『将来のアルツハイマー病治療薬の適正使用に向けてーバイオマーカーを理解する』
東京都健康長寿医療センター　脳神経内科　井原　涼子

共催：エーザイ株式会社
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ランチョンセミナー2 ６月11日（土）12:40～13:40　第３会場
 座長：中根　　一（帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科）

LS2 縦断的脳 MRI 画像を用いたアルツハイマー病急性進行群の特徴分析
～解剖学的脳領域の体積を測定する先進技術を用いて～

東京大学大学院総合文化研究科進化認知科学研究センター　舞草　伯秀

共催：日本テクトシステムズ株式会社

ランチョンセミナー3 ６月12日（日）12:05～13:05　第２会場
 座長：大田　秀隆（秋田大学高齢者医療先端研究センター）

LS3 認知症診療：こんな時に役立つ画像診断の基礎知識
横浜総合病院臨床研究センター・横浜市認知症疾患医療センター　長田　　乾

共催：PDR ファーマ株式会社
後援：日本脳神経核医学研究会 ／ 日本核医学会

一般演題1　自動車運転免許 ６月11日（土）14:20～14:45　第２会場
 座長：代田　　剛（深川市立病院もの忘れ外来）

O1-1 外来診療における後期高齢ドライバーに対する認知機能評価
雄勝中央病院　脳神経外科　大塚　聡郎

O1-2 認知症疾患医療センターにおける運転免許外来の現状
社会医療法人　孝仁会　星ヶ浦病院　認知症疾患医療センター　髙谷　　了

O1-3 高齢者運転免許における認知機能検査の際で第一分類と判定された例に対しての検討
深川市立病院もの忘れ外来　代田　　剛

一般演題2　認知症の診断、治療、サプリメント ６月11日（土）14:45～15:20　第２会場
 座長：工藤　千秋（医療法人社団　くどうちあき脳神経外科クリニック）

O2-1 軽度行動障害（mild behavioral impairment: MBI）が示唆された物忘れのエピソードの１例
京都田辺中央病院　脳神経外科　物忘れ外来／

同志社山手病院　脳神経内科　金子　雅春

O2-2 アルツハイマー型認知症で出現しうる言語症状の多様性
中村記念南病院　脳神経外科　伊東　民雄

O2-3 アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症が併発した5症例の検討
国立病院機構甲府病院　脳神経外科　長沼　博文

O2-4 認知症例における睡眠障害に対する新規薬物療法による認知機能と転倒・転落リスクへの影響
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター　認知症診療部　笹嶋　寿郎

O2-5 ローヤルゼリーは高齢者の海馬扁桃体移行領域および歯状回における
血中酸素レベル依存性シグナルを増強し、活動性の向上に寄与する

琉球大学医学部　脳神経外科　西村　正彦
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一般演題3　画像診断 ６月11日（土）15:20～15:45　第２会場
 座長：中川原譲二（梅田 脳・脊髄・神経クリニック）

O3-1 当院で経験した潜在性肝性脳症の2症例
和昌会貞本病院　脳神経外科　松原　一郎

O3-2 大脳白質線維の異方性拡散から見た認知機能障害の早期診断
～MR 拡散テンソル画像による白質線維路の FA 値評価～

桜台明日佳病院　診療部　丹羽　　潤

O3-3 アルツハイマー型認知症急速進行例の画像所見に関して
帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科　中根　　一

一般演題4　特発性正常圧水頭症 ６月11日（土）15:50～16:20　第２会場
 座長：羽柴　哲夫（関西医科大学　脳神経外科）

O4-1 ４年の経過で症状が増悪した水頭症に対して脳室腹腔短絡術が奏効した１症例
大曲厚生医療センター脳神経外科　畠山　潤也

O4-2 特発性正常圧水頭症の一剖検例
勤医協中央病院　脳神経外科　伊古田俊夫

O4-3 LP シャント後に生じる Over-drainage の早期診断に有用な胸髄 MRI 画像で認められる Dural 
Sac Shrinkage Signs

厚地脳神経外科病院　正常圧水頭症センター　川原　　隆

O4-4 認知症併合特発性正常圧水頭症患者が求める QOL 向上に関与する手術決定因子に関する検討
医療法人山本前田記念会　前田病院　脳神経外科／

東京都地域連携型認知症疾患医療センター　前田　達浩

一般演題5　地域連携・診療連携 ６月11日（土）16:20～17:05　第２会場
 座長：青木　　誠（特定医療法人社団　青山会　青木病院）

O5-1 精神科単科病院におけるもの忘れ外来から見た認知症を取り巻く社会連携
秋田緑ヶ丘病院秋田県認知症疾患医療センター　坂本　哲也

O5-2 脳外科医と認知症かかりつけ医　センター開設5年経過の状況
医療法人せいとく会　菅医院　菅　　康徳

O5-3 介護保険主治医意見書を用いた認知症診療の地域連携
医療法人　慈風会　厚地脳神経外科病院　厚地　正道

O5-4 脳神経外科医による認知症疾患医療センターの特徴
社会医療法人孝仁会　星ヶ浦病院　認知症疾患医療センター／

札幌医科大学神経科学講座　髙谷　　了

O5-5 脳神経外科医による地域・認知症診療
～変わりゆく脳神経外科の外来診療とその実践～

北見赤十字病院　鈴木　　望

O5-6 認知症の人にまだ残っている能力を奪わないために
～買い物支援「スローショッピング」の試みと地域社会づくり～

こんの神経内科・脳神経外科クリニック／
岩手西北医師会認知症支援地域ネットワーク　紺野　敏昭
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一般演題6　認知機能低下と多様な原因および併存疾患 ６月11日（土）17:05～17:35　第２会場
 座長：上田　　孝（医療法人社団孝尋会　上田脳神経外科）

O6-1 前頭蓋底髄膜腫により認知機能障害をきたした一手術例
石心会　川崎幸病院　脳神経外科　長崎　弘和

O6-2 認知症様症状を契機として発症した下垂体疾患症例
中通総合病院　脳神経外科　小田　正哉

O6-3 認知症状で発症し血管内治療で改善が得られた硬膜動静脈瘻の一例
石心会　川崎幸病院　壷井　祥史

O6-4 血管性認知障害による自発性低下に経頭蓋直流電気刺激が著効した症例
富山西総合病院　脳神経外科　柴田　　孝




