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セッション名 セッションテーマ 演題番号 登録番号 演題名 セッション日時

認知症の神経心理検査 O1-1 id001 認知機能の理解を促す神経心理検査研修プログラムの有用性

認知症の神経心理検査 O1-2 id026 軽度認知障害（MCI)を判断する神経心理検査(MoCA-J)の変法

認知症の神経心理検査 O1-3 id043 認知機能検査におけるMCI due to ADとMCI due to DLBの相違

認知症の神経心理検査 O1-4 id063 アルツハイマー型認知症（AD）の症状及び重症度の時系列変化を評価す
る：ABC認知症スケール（ABC-DS）の評価方法と特性

認知症の神経心理検査 O1-5 id094 介入時期による神経心理検査の変化および経過

認知症の神経心理検査 O1-6 id111 軽度認知障害を検出するためのコンピューター式スクリーニング検査法の開発

認知症の神経心理検査 O1-7 id169 MoCA-Jと脳内アミロイド蓄積量および脳糖代謝の関連

軽度認知障害1 O2-1 id040 手段的日常生活動作の低下による軽度認知障害発生の予測：4年間の縦
断研究

軽度認知障害1 O2-2 id052 正常な認知機能に回復した軽度認知障害(MCI)を有する高齢者のライフスタ
イルの経時的変化パターンの分類―MCIタイプ別の検討―

軽度認知障害1 O2-3 id066 身体活動・知的活動の多寡と軽度認知障害の関連

軽度認知障害1 O2-4 id074 軽度認知障害（MCI）患者の運動機能と認知機能の関係性について

軽度認知障害1 O2-5 id030 軽度認知障害（MCI）39例の認知機能に対する抑肝散加陳皮半夏の臨
床報告　-投与6カ月の評価-　第3報

軽度認知障害1 O2-6 id070 ダンスプログラム、楽器演奏プログラムが認知機能に及ぼす効果と関連要因―
ランダム化比較試験による検討―

軽度認知障害2 O3-1 id146 軽度認知障害における配偶者との死別と認知機能低下との関連性：後ろ向
きコホート研究

軽度認知障害2 O3-2 id159 『小規模デイサービスにおける認知症予防・改善への取り組み』～HDS-Rにお
ける年３点以上の変動要因についての考察～

軽度認知障害2 O3-3 id173 認知症専門外来及びNPO法人認知症予防・生き方支援センターハルカゼと
の連携によるMCI個別早期介入の効果の検討

軽度認知障害2 O3-4 id200 NPO法人認知症予防・生き方支援センターHARUKAZE(ハルカゼ)における
MCIの個別的早期介入の試み　～開始1年をふり返る～

軽度認知障害2 O3-5 id174 地域在住高齢者の多剤併用の状態および軽度認知障害、フレイルとの関
係：大規模高齢者コホート研究

軽度認知障害2 O3-6 id130 複合的運動プログラムによる介入研究の効果検証：二重課題の結果

認知症とフレイル O4-1 id147 認知的フレイルと大脳白質病変の関連性

認知症とフレイル O4-2 id042 文字位置照合課題はフレイル早期発見の指標となりうるか－MoCA-Jの結果
との比較検討－

認知症とフレイル O4-3 id062 日常の身体、知的、社会的活動の実施は高齢者の大脳皮質の菲薄化を抑
制できるのだろうか

認知症とフレイル O4-4 id097 AIによる要介護認定と認知症の発症予測

認知症とフレイル O4-5 id193 軽度認知障害 (MCI) 及びアルツハイマー型認知症患者 (AD) におけるサル
コペニア有症率及び構成因子に関する検討

社会的フレイルと孤立 O5-1 id023 社会的フレイルがアルツハイマー病発症に与える影響

社会的フレイルと孤立 O5-2 id150 社会的フレイルから視るアルツハイマー型認知症（AD）予防

社会的フレイルと孤立 O5-3 id037 高齢者の認知症は配偶者の体調不良によって初めて表面化することも多い

社会的フレイルと孤立 O5-4 id045 地域レベルのソーシャルキャピタルと認知機能低下との関連：population-
basedデータによるマルチレベル分析

社会的フレイルと孤立 O5-5 id081 離島地域在住高齢者の社会活動と認知機能との関連

社会的フレイルと孤立 O5-6 id102 社会的活動と認知症発症の関連

10月18日（金）
17:10～18:10

口演1 10月18日（金）
13:10～14:20

口演2 10月18日（金）
14:20～15:20

口演3 10月18日（金）
15:20～16:20

口演4 10月18日（金）
16:20～17:10

口演5
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セッション名 セッションテーマ 演題番号 登録番号 演題名 セッション日時

まちづくり O6-1 id010 認知症ケア・予防における地域支援に向けての取り組み～地域生活支援者を
支えていくために～

まちづくり O6-2 id058 認知機能等の低下した高齢者への大規模集合住宅地の地域拠点での日常
生活支援

まちづくり O6-3 id068 「通いの場」参加は認知症予防に向けた新たな社会参加の地域づくりにつなが
るか？　－JAGES 2013-2016パネルデータ分析－

まちづくり O6-4 id107 認知症予防ゲームリーダー養成講座修了者の認知症や認知症の人に対する
意識の変化～予防と共生社会、まちづくりへの気づき～

まちづくり O6-5 id126 地域イベントで仕掛ける認知症予防の“むらづくり”と“じぶんづくり”

まちづくり O6-6 id180 千葉県松戸市における認知症になっても住みやすい町づくり

まちづくり O6-7 id079 「予防と支え合いの出来る町」はじめの一歩を進めるために　　～アンケート「認
知症になっても住み続けられる町とは」を取り組んで～

予防教室1 O7-1 id061 健康活動促進プログラムの実践が高齢者の白質神経線維の結合性に及ぼす
影響：無作為化比較試験

予防教室1 O7-2 id127 とっとり方式認知症予防プログラムの開発研究

予防教室1 O7-3 id117 地域住民の認知機能低下の予防に対する取り組み

予防教室1 O7-4 id179 千葉県松戸市における介護予防教室

予防教室1 O7-5 1002 「健康で長生きするための実践講座」受講者の食生活と運動状況

予防教室2 O8-1 id053 本人・家族を中心とした認知症予防～健常者・ＭＣＩ・認知症の人達が参
加する予防教室の取り組み～

予防教室2 O8-2 id133 認知症専門病院の作業療法士が創る認知症予防教室～社会脳の活用によ
るまちづくりと生活の中で続けていけることを目指して～

予防教室2 O8-3 id142 当院における認知症予防への取り組み～MCIクラブの活動報告と今後の課題
～

予防教室2 O8-4 id163 認知症を予防するゲーム＝「みんなの認知症予防ゲーム」

認知症の多職種協働1 O9-1 id021 医師・臨床検査技師・作業療法士が連携した認知症に関する健康教室

認知症の多職種協働1 O9-2 id031 地域包括ケア病棟における介護士 看護師の協働～せん妄アセスメントツール
DELTAを用いて～

認知症の多職種協働1 O9-3 id038 臨床検査技師における認知症との関わり方　　地域活動への参加から見えて
きたもの

認知症の多職種協働1 O9-4 id054 急性期循環器病院における認知症ケアチームの介入が看護師の介護負担に
与える影響

認知症の多職種協働1 O9-5 id055 若年性アルツハイマー病患者に岡山県認知症地域連携クリティカルパス(倉敷
市パスポート)を用いた支援

認知症の多職種協働2 O10-1 id115 地域包括ケア病棟での転倒転落予防の取り組みについて　～行動分析に基
づいたアセスメントシートを用いて

認知症の多職種協働2 O10-2 id135 当院における認知症ケアサポートチームの取り組み

認知症の多職種協働2 O10-3 id165 在宅復帰に不安を抱える筋萎縮性側索硬化症患者への退院支援～ACPを
実践して～

認知症の多職種協働2 O10-4 id170 回復期リハビリ病棟での他職種共同で行う病棟アクティビティーの取り組みにつ
いて

認知症の多職種協働2 O10-5 id036 多職種と連携しておこなった地域に向けた認知症予防活動～認知症予防専
門士としての取り組み～

10月18日（金）
18:10～19:20

10月18日（金）
11:20～12:00

10月18日（金）
13:10～14:00

10月18日（金）
14:00～14:50

口演9

口演10

口演7 10月18日（金）
10:30～11:20

口演6

口演8
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セッション名 セッションテーマ 演題番号 登録番号 演題名 セッション日時

認知症の人・家族への支援 O11-1 id029 認知症デイケア、認知症予防デイケアにおける家族の支援を考える～アンケー
トを通して10回の家族会を振返る

認知症の人・家族への支援 O11-2 id039 東海大学医学部付属病院の認知症ケアサポートチームの活動の現状と課題

認知症の人・家族への支援 O11-3 id044 在宅介護における排便サポートの取り組み

認知症の人・家族への支援 O11-4 id120 当院認知症疾患医療センターにおける家族支援の取り組み

認知症の人・家族への支援 O11-5 id166 認知症の人とのアドバンス・ケア・プランニング（ACP）・人生会議

認知症の人・家族への支援 O11-6 id185 妻のBPSD対応に悩む夫婦への心理支援～本人と夫への個別対応2症例か
らの考察～

認知症の人・家族への支援 O11-7 id202 香りで癒す認知症本人と家族～ハーバルケアサポート３年間のとりくみ～

認知症の人・家族への支援 O11-8 id076 軽度認知障害及び認知症患者の家族における初期の介護負担感とその経過

認知症の人・家族への支援 O11-9 id046 浦安市における若年性認知症の方の集い　～本人ミーティングから生まれた
「語り」と「思い」の実現に向けて～

認知症バイオマーカー（血
液・髄液）、脳画像

O12-1 id137 拡散テンソル画像（Diffusion Tensor Image）による認知症の画像診断
～線維数解析法による評価の試み

認知症バイオマーカー（血
液・髄液）、脳画像

O12-2 id118 A community trial for the prevention of neurodegenerative
diseases

認知症バイオマーカー（血
液・髄液）、脳画像

O12-3 id176 脳脊髄液のAβオリゴマー定量分析によるアルツハイマー型認知症早期診断の
可能性

認知症バイオマーカー（血
液・髄液）、脳画像

O12-4 id177 アルツハイマー型認知症診断における脳脊髄液バイオマーカーAβ42の有用性

認知症バイオマーカー（血
液・髄液）、脳画像

O12-5 id013 実は見逃されている血管性認知症の危険因子　～Heterozygous HTRA1
mutation c.496 C>T の1家系からの考察～

認知症バイオマーカー（血
液・髄液）、脳画像

O12-6 id187 簡易的MRIアミロイドイメージングの開発

認知症の教育・人材育成 O13-1 id024 スウェーデン研修に参加した介護職員が得た「気付き」と「ケアの関わり方」につ
いて

認知症の教育・人材育成 O13-2 id056 法人内の他事業所との連携～認知症ケアチームの取り組み～

認知症の教育・人材育成 O13-3 id071 認定認知症領域検査技師の役割とその取り組み

認知症の教育・人材育成 O13-4 id123 一般社団法人広島認知症予防研究会の取組みと今後の課題について

認知症の教育・人材育成 O13-5 id171 看護系大学生からみた将来の高齢社会について

認知症の教育・人材育成 O13-6 id015 認知症サポートチーム院内学習会における教育効果の検討

認知症関連疾患 O14-1 id006 Acceleration of NLRP3 inflammasome by chronic cerebral
hypoperfusion in Alzheimer's disease model mouse

認知症関連疾患 O14-2 id003 ツルレイシ抽出物の認知機能改善作用とその作用機序に関するin vivo評価
試験

認知症関連疾患 O14-3 id080 背景病理としてLewy小体が示唆された大脳皮質基底核症候群の68歳男
性例

認知症関連疾患 O14-4 id198 腸内環境の変化がパーキンソン病における神経変性に与える影響

認知症関連疾患 O14-5 id106 早期神経梅毒患者の高次能機能障害について

認知症関連疾患 O14-6 id153 消化管出血による貧血でアルツハイマー型認知症へ移行した軽度認知機能
障害の一例

認知症の評価法（その
他）

O15-1 id085 ペルチェ素子を用いた温冷熱刺激の評価と認知機能との関連

認知症の評価法（その
他）

O15-2 id087 温熱刺激が前頭前野に与える賦活効果

認知症の評価法（その
他）

O15-3 id143 脳波の平均周波数と3重相関値によるアルツハイマー型認知症の解析

認知症の評価法（その
他）

O15-4 id162 在宅高齢者の認知機能変化が示す特徴と支援に関する検討－TDASを用い
た10年間の追跡事例をもとに－

認知症の評価法（その
他）

O15-5 id178 電子下敷きを用いた電子ドローイングシステムによる認知症スクリーニングの可
能性

認知症の評価法（その
他）

O15-6 id195 かかりつけ医から見た認知症診療（MMSEを中心に）

10月18日（金）
18:20～19:20

10月18日（金）
13:10～14:10

10月18日（金）
14:50～16:20

10月18日（金）
14:10～15:10

10月18日（金）
17:20～18:20

口演15

口演11

口演12

口演13

口演14
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セッション名 セッションテーマ 演題番号 登録番号 演題名 セッション日時

認知症の非薬物療法1 O16-1 id005 アプローチに焦点をあてた認知症進行予防の能動的＋受動的園芸療法ケア
マップ

認知症の非薬物療法1 O16-2 id025 高齢者における骨折後リハビリテーションの選択は脳機能にどのように影響する
か

認知症の非薬物療法1 O16-3 id028 精神科救急病棟に入院する認知症患者への取り組みとその効果

認知症の非薬物療法1 O16-4 id048 『アルツハイマー病（AD）高齢者の認知機能低下進行過程におけるコミュニ
ケーションツールの1事例―バウムテストを通して―』

認知症の非薬物療法1 O16-5 id050 電子楽器サイミスを利用した中重度認知症患者の音楽療法の準備的研究

認知症の非薬物療法1 O16-6 id075 唾液アミラーゼによる集団音楽療法での個性の可視化～A氏の強みを生かす
ことができた1例～

認知症の非薬物療法2 O17-1 id089 認知症治療病棟におけるグループ回想法の効果ー対人交流に着目して―

認知症の非薬物療法2 O17-2 id091 五感脳トレーニングによる認知機能の効果

認知症の非薬物療法2 O17-3 id103 高齢期の知的活動と認知機能の関連―性差を踏まえた検討―

認知症の非薬物療法2 O17-4 id116 当院における入院患者を対象とした認知症ケアサロンの有効性と今後の課題

認知症の非薬物療法2 O17-5 id151 回想法の応用～「ふるさと自慢」の効果～

認知症の非薬物療法2 O17-6 id188 脳トレドリルによる脳機能改善効果の検討

認知症の非薬物療法3 O18-1 id032 みんなの認知症予防ゲームの効果

認知症の非薬物療法3 O18-2 id016 認知症予防ドリルを用いた脳トレーニングの認知機能改善効果に関する検討

認知症の非薬物療法3 O18-3 1003 認知症のためのデジタルセラピーとパーソンセンタードケア

認知症の非薬物療法3 O18-4 id059 軽度認知症患者,軽度認知障害者,認知健常者に対する楽器演奏,音楽療
法の介入効果の文献レビュー 第２報

認知症の非薬物療法3 O18-5 id049 「笑いヨガに基づく認知症予防の実証的研究」

認知症の非薬物療法3 O18-6 id092 化粧を施すことが認知症高齢患者に与える影響の検討

認知症の非薬物療法3 O18-7 id194 個人が楽しく継続して学習できる取り組みに関する一考察

認知症ケアシステム O19-1 id099 スケールメリットを活かした人財育成「ＯＪＴ指導システムの構築」～「仕組み」
と「意識」と「環境」づくり～

認知症ケアシステム O19-2 id129 認知症利用者の金銭管理のケアマネジメント

認知症ケアシステム O19-3 id132 “学びの場と対話”をベースとする高齢者・認知症ケアへの協働！～学習ほっこ
り療法に於けるPOVネットワークシステム～

認知症ケアシステム O19-4 id160 認知症症状が見られる患者さんへの採血時対応の取り組みと有効性について

認知症ケアシステム O19-5 id088 当院認知症相談の傾向についての報告

認知症ケアシステム O19-6 id167 若年性認知症者の就労に関する思いと関連施設の実態及び課題

認知症ケアシステム O19-7 id201 被災後に家族が感じた認知機能低下ともの忘れ外来受診理由・時期につい
て～平成30年7月豪雨の経験から～

認知症予防と栄養 O20-1 id125 L-グルタミン酸ナトリウム（うま味成分）摂取による認知機能に対する影響の
検討

認知症予防と栄養 O20-2 id152 ユビキノール(還元型CoQ10)の継続摂取による認知機能の維持および睡眠
への効果

認知症予防と栄養 O20-3 id192 認知症高齢者における栄養状態に関する記述疫学的検討

認知症予防と栄養 O20-4 id057 軽度認知障害（MCI）の可能性のある人の食行動の特徴（第2報）―認
知機能評価のための食行動尺度（EBS-cog）の作成

認知症予防と栄養 O20-5 id095 摂食嚥下訓練の効果判定にオープンソースソフトウエアを使用した嚥下動態の
評価法

10月18日（金）
17:20～18:30

10月18日（金）
18:30～19:20

10月18日（金）
14:10～15:10

10月18日（金）
15:10～16:10

10月18日（金）
16:10～17:20

口演16

口演17

口演18

口演19

口演20
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認知症と運転1 O21-1 id022 認知機能検査員の取得と認定認知症領域検査技師との関わり、今後の展
望

認知症と運転1 O21-2 id033 高齢ドライバーの減速行動と身体機能についての実験的検討

認知症と運転1 O21-3 id073 高齢者対象の補助デバイスやサービスは高齢運転者を救えるか

認知症と運転1 O21-4 id105 高齢ドライバーにおける自動車事故経験に関連する因子の検討

認知症と運転1 O21-5 id119 75歳未満の高齢ドライバーに対する認知症スクリーニング実施結果

認知症と運転1 O21-6 id128 運転免許外来受診者が免許返納に伴い想定する生活支障に対する支援

認知症と運転2 O22-1 id134 高齢ドライバーの免許更新・返納に対する意識調査

認知症と運転2 O22-2 id183 高齢ドライバーの運転挙動の経年変化

認知症と運転2 O22-3 id189 認知症患者に対して自動車運転免許証自主返納をいかに促すか～返納拒
否患者のプロファイル～

認知症と運転2 O22-4 id196 運転免許証更新時等に認知症の恐れがあるとして受診された患者の現状調
査

認知症と運転2 O22-5 id199 高齢ドライバーの運転実態と認知機能

認知症と運転2 O22-6 id084 運転免許更新時第一分類（認知症の恐れがある）と判定され，臨床的に
MCIと判断した受診者の経過と脳血流SPECT所見について

初期集中支援 O23-1 id090 三条市初期集中支援チームによる支援の事例紹介

初期集中支援 O23-2 id093 葛飾区における認知症早期発見の取り組みの中での、認知症初期集中支援
チームの実際

初期集中支援 O23-3 id141 多医療機関の多職種連携による飯塚医師会主導の認知症初期集中支援
チーム

初期集中支援 O23-4 id144 地域包括支援センターが発言したくなる会議の作り方

初期集中支援 O23-5 id020 「もの忘れ外来」が認知症の早期発見に果たす役割について

初期集中支援 O23-6 id197 認知症ケアパスの冊子に含まれるコンテンツと想定読者～予防に関する情報を
効果的に伝達するために～

認知症とうつ O24-1 id082 地域在住高齢者における継続した身体活動セルフモニタリングと抑うつ傾向の
変化との関連

認知症とうつ O24-2 id041 疼痛による活動制限と抑うつ傾向の合併が認知症発症に及ぼす影響：3年
間の縦断研究

認知症とうつ O24-3 id035 脳由来神経栄養因子（BDNF）減少とうつ傾向は認知症に影響を与えうる
のか？

認知症とうつ O24-4 id184 高齢者のうつ予防：ポジティブな対話型写真鑑賞プログラムの気分改善効果

生活習慣病と感覚器障害 O25-1 id181 ヒト試験における黒米・超硬質米配合米飯の食後血糖上昇およびアミロイド
ベータ比率低下の複合抑制効果

生活習慣病と感覚器障害 O25-2 id191 低血糖による認知症の発症リスク～特にSU薬使用との関連について～

生活習慣病と感覚器障害 O25-3 id060 認知症における嗅覚障害に関する研究

生活習慣病と感覚器障害 O25-4 id190 認知症患者における嗅覚異常の調査研究

生活習慣病と感覚器障害 O25-5 id168 難聴者の認知機能低下を緩衝する心理社会的要因とは：地域高齢者を対
象とする縦断疫学調査から

生活習慣病と感覚器障害 O25-6 id175 「認知機能低下と認知症のリスク低減に関するWHOガイドライン」からの考察

認知症予防と睡眠 O26-1 id157 高齢者における睡眠・覚醒リズムの認知機能への影響

認知症予防と睡眠 O26-2 id182 高齢者における日中の過度の眠気と軽度認知障害に関する1年後の追跡調
査

認知症予防と睡眠 O26-3 id064 地域在住高齢者における長時間睡眠と認知症発症：BDNFが与える影響

認知症予防と睡眠 O26-4 id065 睡眠時間と過度の日中の眠気が相乗的に認知機能低下に影響する―4年
間の縦断研究―

10月19日（土）
13:40～14:40

10月19日（土）
14:40～15:20

10月19日（土）
8:50～9:50

10月19日（土）
9:50～10:50

10月19日（土）
10:50～11:50

10月19日（土）
13:00～13:40

口演26

口演21

口演22

口演23

口演24

口演25
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セッション名 セッションテーマ 演題番号 登録番号 演題名 セッション日時

認知症予防と運動1 O27-1 id069 Motoric Cognitive Risk Syndromeは認知症発症リスクになりうるのか？

認知症予防と運動2 O27-2 id104 「第2回ダンス療法フェスティバル」参加者のダンス活動と認知機能等について

認知症予防と運動1 O27-3 id172 「『第２回ダンス療法フェスティバル』におけるフィットネス運動の認知機能向上ア
プローチ」

認知症予防と運動1 O27-4 id140 認知症予防のための「ダンス療法」の実践の場づくりを目指す

認知症予防と運動1 O27-5 id156 ニュースポーツ“MATTOSS”実践中の脳血流量変化 －機能的近赤外分光
法（fNIRS）を用いた検討－

認知症予防と運動1 O27-6 id067 歩行速度が低下した高齢者における座位での知的活動と認知機能障害の関
連

認知症予防と運動1 O28-1 id138 第２回ダンス療法フェスティバル参加者のダンス運動と日常活動・身体機能・
認知機能との関連性

認知症予防と運動2 O28-2 id113 「第２回ダンス療法フェスティバル」におけるアンケート調査

認知症予防と運動2 O28-3 id136 認知機能の維持をもたらす生活活動に関する検討～北海道のＳ町とＨ町で
実施した2年間の悉皆調査の結果から～

認知症予防と運動2 O28-4 id101 スクエアステップエクササイズの実践が認知・身体機能に及ぼす影響―1年間
RCTの中間報告

認知症予防と運動2 O28-5 id121 地域在住高齢者において日常生活の歩数により頭蓋内灰白質容積は異なる

認知症予防と運動2 O28-6 id122 軽度認知機能低下がある高齢者における日常生活の身体活動量と脳構造お
よび脳構造・活動ネットワークの関連

認知症予防と運動3 O29-1 id014 地域住民における日常運動習慣と認知機能の関連性

認知症予防と運動3 O29-2 id072 身体機能と脳機能の相関性の分析

認知症予防と運動3 O29-3 id100 地域在住高齢者における下肢機能の低下と多領域の認知障害の関連

認知症予防と運動3 O29-4 id008 「筋トレ瞑想」と「笑筋トレ」による認知症予防（「筋トレ瞑想」は、筋トレのマイ
ンドフルネス）瑜伽行唯識派とのかかわり

認知症予防と運動3 O29-5 id018 スクエアステップを長期継続実践する高齢者の血中アミロイドβおよび脳由来神
経栄養因子

認知症予防と運動3 O29-6 id083 活動促進プログラムに参加した地域在住高齢者における身体活動セルフモニタ
リング継続要因の検討

認知症のケア O30-1 id004 急性期病院看護師の高齢患者に対するコミュニケーションの実態

認知症のケア O30-2 id019 精神病院から入所となった周辺症状のある認知症高齢者のチームケアについて

認知症のケア O30-3 id110 甲南病院におけるリエゾン・認知症ケアチームの活動

認知症のケア O30-4 id114 認知症の経過を物語としてとらえ、強みを見出すことの試み

認知症のケア O30-5 id161 認知症ケア回診の開始による身体抑制の減少

認知症のケア O30-6 id009 自動発信電話サービスによるアルツハイマー病患者の不安軽減効果

予防活動（介入効果） O31-1 id047 ツルレイシ抽出物によるヒトにおける認知機能と周辺症状の改善作用に関する
研究

予防活動（介入効果） O31-2 id155 指先の触覚から記憶を振り返り、自分の存在を問い直す方法の開発

予防活動（介入効果） O31-3 id158 高校生による高齢者への園芸活動の提供が及ぼす心理的・教育的影響

予防活動（介入効果） O31-4 1001 「みんなの認知症予防ゲーム」に依るリズム感の回復＝認知症の予防と引き戻
し＝

予防活動（介入効果） O31-5 id098 介護予防を目的としたセルフモニタリングの効果検証：ランダム化比較試験

予防活動（介入効果） O31-6 id027 トドマツから抽出した精油を用いた芳香療法が認知機能に与える影響について
の検討

10月19日（土）
15:00～16:00

10月19日（土）
8:50～9:50

10月19日（土）
9:50～10:50

10月19日（土）
10:50～11:50

10月19日（土）
14:00～15:00

口演27

口演28

口演29

口演30

口演31
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セッション名 セッションテーマ 演題番号 登録番号 演題名 セッション日時

認知症カフェ、地域包括ケ
ア

O32-1 id017 A病院が行うオレンジ倶楽部（認知症カフェ）の認知症予防効果

認知症カフェ、地域包括ケ
ア

O32-2 id086 認知症カフェが地域に根付いていくために　～ららカフェを基盤とした1年間の取
り組み～

認知症カフェ、地域包括ケ
ア

O32-3 id131 作業療法士が創る地域主体の認知症カフェ　～続報・地域住民の主体性の
促進へ向けての仕掛け～

認知症カフェ、地域包括ケ
ア

O32-4 id139 クリニック併設型の認知症カフェが抱える現状の問題点と今後の展望

認知症カフェ、地域包括ケ
ア

O32-5 id007 地域包括ケア病棟に入院する患者の臨床的特徴と治療薬が及ぼす認知症へ
の影響について

認知症カフェ、地域包括ケ
ア

O32-6 id108 中山間地に暮らす向老期住民の認知症予防への関心と地域活動への参加
意欲

認知症の生活障害、介護
保険制度

O33-1 id078 DASC－21を用いた地域住民の認知機能と生活機能の調査

認知症の生活障害、介護
保険制度

O33-2 id109 回復期リハビリテーション病棟における生活意欲向上の仕組みづくり

認知症の生活障害、介護
保険制度

O33-3 id164 更衣動作を通して生活障害の改善に繋がった症例

認知症の生活障害、介護
保険制度

O33-4 id186 園芸療法における当院の取り組み～連携の重要性の検討～

認知症の生活障害、介護
保険制度

O33-5 id051 要介護認定の申請を勧奨するための最適な評価基準の検討―基本チェックリ
ストとNCGG-ADLスケールを用いた検討―

認知症の行動心理症状 O34-1 id077 【脳血管性認知症患者が語る脳内】脳内の様子と、『脳内活性化成功体験
例』・『認知症高齢者患者の周辺症状解消の成功例』

認知症の行動心理症状 O34-2 id112 アルツハイマー型認知症における性格や社会的環境要因をふまえた行動・心理
症状の検討

認知症の行動心理症状 O34-3 id124 家族の介入により認知機能障害による周辺症状が緩和された症例について

認知症の行動心理症状 O34-4 1001 環境調整によって認知症の行動・心理症状と心因性頻尿が改善した事例

10月19日（土）
16:10～17:10

10月19日（土）
17:10～18:00口演33

口演32

口演34 10月19日（土）
18:00～18:40


	セッション

