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特別講演  
SP 　「今」と「ここ」は脳のどこにあるのか

北澤 茂
大阪大学大学院 医学系研究科 脳生理学

教育講演  
ED1　認知症の早期診断の現状と課題

橋本 衛
大阪大学大学院医学系研究科 精神医学教室

ED2　�早期の認知症を正確に診断するための
Biofluid�biomarkerとDigital�biomarker

武田 朱公
大阪大学 大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学

認知症のAI診断  
1 　レビー小体型認知症の脳血流SPECT：AIでの検討

松原 一郎
和昌会 貞本病院 脳神経外科

2 　BAAD搭載AIの予測結果と病理診断結果の比較
-実臨床におけるAIの有用性の検討

椎野 顯彦
滋賀医科大学 神経難病研究センター MR医学研究部門

3 　安静時脳磁図に深層学習を用いた認知症診断
柳澤 琢史
大阪大学 高等共創研究院／大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科

認知症の画像診断1  
1 　脳から見た医療現場でのヒューマンエラー防止法

上田 孝
医療法人社団孝尋会 上田脳神経外科 脳神経外科

2 　脳ドックでのDual�ASL脳灌流画像による
認知症スクリーニング

中川原 譲二
大阪なんばクリニック 脳神経外科

3 　Demystifying�white�matter�injury�in�the�unconscious�
patient�with�Diffusion�tensor�Imaging(DTI)

Bhavana Raman
Fujita Health University Bantane Hospital Department of Neurosurgery
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4 　3.0T-MRI装置による認知症診断へのアプローチ
矢野 英一
医療法人社団孝尋会 上田脳神経外科 放射線部／医療法人社団孝尋会 上田脳神経外科 検査部

認知症の画像診断2  
1 　ADASJcogで正常或いは軽度認知症診断された症例の

長期経過後の認知症度変化、ADASJcog４領域別低下率、
各脳部位での血流低下率との比較検討

吉井 與志彦
筑波記念病院 もの忘れ診療センター

2 　脳磁計を使った認知症のスクリーニング技術と病理の
かかわりについての検討

保子 英之
株式会社リコー HC事業本部 メディカルイメージング事業センター／北斗病院 精密医療センター

3 　前頭側頭型認知症と大脳皮質基底核症候群の画像診断における
ioflupane��(FP-CIT)�SPECTの有用性

笹嶋 寿郎
秋田県立リハビリテ−ション・精神医療センタ−  認知症診療部

認知症の臨床１  
1 　嚥下リハビリテーションが奏功した血管性認知症患者3例の報告

大川 元久
倉敷芸術科学大学生命科学部 健康科学科

2 　レビー小体型認知症自験例１４０例の検討�
—診断率の向上に向けて—

川口 哲郎
順心病院 脳神経外科

3 　若年性アルツハイマー型認知症の臨床病態の検討
長沼 博文
国立病院機構甲府病院 脳神経外科

4 　化学療法後遅発性に一過性の認知機能低下をきたし
ケモブレインの診断に至ったびまん性大細胞性リンパ腫の一例

大賀 優
東京都立大塚病院 脳神経外科

認知症の臨床２  
1 　頭部ＣＴが有用であった脳アミロイド血管症（CAA）の３症例

中澤 照夫
柏厚生総合病院 脳神経内科

7

A　5校

A_前付け.indd   7 2020/06/16   19:13

r-matsui
四角形



2 　末梢血における好中球—リンパ球比（NLR）の高値は
MCIからADへのコンバート予測因子となりうるか

石崎 賢一
養生館苫小牧日翔病院 脳神経外科

3 　認知症予防のための脳ドックの取り組み
井川 房夫
島根県立中央病院 脳神経外科

4 　レジストリ研究に応用可能な認知症データベースの紹介（第２報）
七條 文雄
成美会 鈴江病院 脳神経外科／慈友会 ライフクリニック 脳神経外科／徳寿会 鴨島病院 脳神経外科／ 
久仁会 鳴門山上病院 脳神経外科

正常圧水頭症  
1 　特発性正常圧水頭症に対する腰椎腹腔シャント術

〜初期圧設定における「Virtural�off」の有用性〜
川原 隆
医療法人慈風会厚地脳神経外科病院脳神経外科 正常圧水頭症センター

2 　認知症診療における特発性正常圧水頭症治療医の役割
羽柴 哲夫
関西医科大学 脳神経外科

3 　特発性正常圧水頭症は本当にtreatable�dementiaなのだろうか？
石川 正恒
洛和ヴィライリオス／音羽病院正常圧水頭症センター

4 　脳血管性認知症は存在するか？：
脳室心房短絡術によって改善した脳血管性認知症の2例

高木 清
流山中央病院 正常圧水頭症センター

認知症の薬物治療  
1 　てんかん患者の海馬における新生神経細胞

堀 智勝
森山脳神経センター病院 脳神経外科

2 　当院物忘れ外来におけるアルツハイマー型認知症に対する
リバスチグミンパッチの有効性

大饗 義仁
橋本市民病院 脳神経外科

3 　悪性脳腫瘍に伴う認知症・高次脳機能障害・アパシーに対し
リバスチグミンが有効であった1例

阿部 圭市
総合守谷第一病院 脳神経外科／熊谷総合病院 脳神経外科／東京女子医科大学 脳神経外科
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認知症を取り巻く社会  
1 　認知症と複合的な社会の関わり

慢性硬膜下血腫を契機に発見された高齢者虐待の1例を通して
阿部 圭市
総合守谷第一病院 脳神経外科／東京女子医科大学 脳神経外科

2 　地域住民における睡眠と認知機能
上松 右二
和歌山県立医科大学保健看護学部

3 　認知症における受診拒否の実態とその対応
伊古田 俊夫
勤医協中央病院 脳神経外科

4 　当院入院した認知症患者の転帰と非認知症患者の違い
菅 康徳
医療法人せいとく会 菅医院

5 　脳外科医が関与する長期の認知症診療の一提案
-認知症カフェの運営と効果の検討-

大日方 千春
小林脳神経外科・神経内科病院 脳神経外科
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もの忘れ外来診療のためのエッセンシャル
認知症診療上の注意事項  
ES1　脳外科医が認知症診療を行う上で注意すべき点

吉井 與志彦
筑波記念病院 もの忘れ診療センター

認知症の診断  
ES2　認知症の診断：症状

唐澤 秀治
医療法人社団 一心会 初富保健病院 脳神経外科

ES3　脳神経外科医による認知症診療と認知機能検査
羽柴 哲夫
関西医科大学 脳神経外科

ES4　認知症の画像診断-鑑別診断も含めて
椎野 顯彦
滋賀医科大学 神経難病研究センター

認知症の治療・社会的問題  
ES5　認知症の予防と薬物・非薬物療法

欅 篤
社会医療法人愛仁会 高槻病院 リハビリテーションセンター

ES6　認知症診療に必要な社会保障、医療制度の基礎知識
中根 一
帝京大学医学部附属溝口病院 脳神経外科

認知症のケア  
ES7　認知症のケア

坂本 哲也
医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院 秋田県認知症疾患医療センター 脳神経外科

認知症診療の将来展望  
ES8　脳神経外科認知症学会の今後の展望及び認知症に対する

rTMS,�DBS治療の現状
堀 智勝
森山脳神経センター病院 脳神経外科
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