
名古屋国際会議場

第1日目11月26日（木）

現地開催

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 中継会場 中継会場 展示会場・休憩スペース

2階 センチュリーホール 1階 白鳥ホール（南） 1階 白鳥ホール（北） 4階 レセプションホール 2階 224 3階 234 1階 イベントホール

※オンデマンド配信・・・WEB配信特設サイトからの視聴のみが可能なセッションです

学術教育講演7

PSP/CBDの診断と治療

座長：阿部康二　演者：池田佳生

学術教育講演8

頭部外傷による遅発性脳障害と慢性期の脳画像所見

座長：赤津裕康　演者：高畑圭輔

シンポジウム15

 睡眠障害と認知症

座長：平田幸一、朝田隆

演者：内山真、谷口充孝、平田幸一、宮本雅之、三島和夫

シンポジウム16

認知症と自動車運転

座長：三村將、上村直人

演者：脇田英明、堀川悦夫、岡本努、島田裕之、上村直人

シンポジウム19

血管性認知症のニューフロンティア

座長：水野敏樹、北川一夫

演者：小泉崇、櫻井孝、石川英洋、齊藤聡

プレナリーレクチャー9

血管性認知障害（VCI）

座長：上野正樹　演者：猪原匡史

プレナリーレクチャー10

聴覚に依存しない新規認知機能評価尺度の開発

座長：浦上克哉　演者：大森孝一

学術教育講演5

災害時の認知症患者のサポート

座長：小田原俊成　演者：田子久夫

学術教育講演6

脳アミロイド血管症の診断と治療

座長：玉岡晃　演者：新堂晃大

シンポジウム5

前頭側頭型認知症とその関連疾患の最先端

座長：村山繁雄、新井哲明

演者：山下賢、森康治、細川雅人、河上緒

シンポジウム6

認知症の在宅医療

座長：森川将行、藤本直規

演者：山川伸隆、真鈴川聡、大澤誠、藤本直規

オンデマンド配信

11月26日（木）～28日（土）まで

12月7日（月）～21日（月）まで

シンポジウム9

Ａβ仮説再考：AβはAD治療のメインターゲットとなり得るか

座長：池内健、里直行

演者：富田泰輔、小野賢二郎、飯島浩一、篠原充、宮下哲典

シンポジウム11

　BPSDの早期診断と介入

座長：水上勝義、橋本衛

演者：橋本衛、繁信和恵、津野田尚子、岸泰宏

シンポジウム12

認知症初期集中支援チームの現状と課題

座長：粟田主一、松原悦朗

演者：武田章敬、湊理恵、石黒富美子、田中志子、西田伸一

スポンサードセミナー7　13:20-14:10

座長：松川則之　演者：中原仁

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社

エーザイ株式会社

スポンサードセミナー8

13:20-14:10

座長：石井賢二　演者：田桑弘之

共催：ノバルティスファーマ株式会社

シンポジウム21

原発性進行性失語の症候と病態

座長：鈴木匡子、武田篤

演者：成田渉、長濱康弘、松田実、小林良太

シンポジウム22

認知症患者の権利擁護―医療上の意思決定支援のあるべき姿ー

座長：齋藤正彦、内海久美子

演者：井藤佳恵、齋藤正彦、成本迅、小賀野晶一

シンポジウム1

10:00-12:00

アルツハイマー病疾患修飾薬の開発状

況update

座長：小野賢二郎、下濱俊

演者：Samantha Budd Haeberlein、

Martin Trabe、,Hong Sun,Ana Gra、岩坪威

Michael C. Irizarry、Tuomas Knowles

シンポジウム2

10:00-12:00

血液バイオマーカーの進歩

座長：徳田隆彦、原英夫

演者：岩田淳、中村昭範、

徳田隆彦、新飯田俊平、

工藤喬

シンポジウム3

10:00-12:00

神経炎症を見る，制御する

～グリアテクノロジー

座長：斉藤貴志、野中隆

演者：宮下知之、小山隆太

、金丸和典、立川正憲、

松井広

シンポジウム4

認知症診療の未来を照らすMRIテクニック

座長：花川隆、福山秀直

演者：渡辺宏久、澤本伸克、大石直也、麻生俊彦

シンポジウム25

神経変性疾患に対する核酸医薬開発

座長：木下彩栄、富田泰輔

演者：井上貴雄、青木吉嗣、関島良樹、横田隆徳

14:00

7:00

8:00

開会式　8:50-9:00
9:00

プレナリーレクチャー1

9:00-9:50

リプログラミング技術を用いた認知症の研究

座長：岡澤圴　演者：井上治久

第39回日本認知症学会学術集会　日程表

現地開催＋LIVE配信

※現地開催＋LIVE配信・・・・現地会場での聴講およびWEB配信特設サイトからの視聴が可能なセッションです

第3会場

中継

11:00
特別講演2

11:00-12:00

認知症施策推進大綱

座長：葛原茂樹　演者：菱谷文彦
12:00

スポンサードセミナー1

12:20-13:10

座長：塩﨑一昌　演者：鵜飼克行

共催：エーザイ株式会社

スポンサードセミナー2

12:20-13:10

座長：長田乾　演者：松本理器

共催：第一三共株式会社

スポンサードセミナー3

12:20-13:10

座長：繁田雅弘　演者：新井平伊

共催：エーザイ株式会社

スポンサードセミナー4

12:20-13:10

座長：小野賢二郎　演者：小林直人

共催：小野薬品工業株式会社

9:00～17:00

企業展示

臨床美術展示

休憩スペース

昼食会場

第1会場　中継

第2会場

中継

第3会場

中継

第2会場

中継

プレナリーレクチャー3

9:00-9:50

アミロイド・タウPETの臨床応用への展望

座長：佐原成彦　演者：樋口真人

プレナリーレクチャー4

9:00-9:50

認知症の神経病理

座長：下畑亨良　演者：吉田眞理

プレナリーレクチャー2

9:00-9:50

タウの病態に介入する認知症治療戦略

座長：貫名信行　演者：長谷川成人

スポンサードセミナー5

13:20-14:10

座長：岩坪威　演者：富田泰輔

共催：中外製薬株式会社

スポンサードセミナー6

13:20-14:10

座長：武地一　演者：和田健二

共催：日本メジフィジックス株式会社

15:00

16:00

17:00

10:00
特別講演1

10:00-11:00

座長：遠山育夫

演者：Miia K.Kivipelto

20:00 20:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

13:00

14:00

18:00

19:00

会長講演　14:20ｰ15:00

血管性認知症とアルツハイマー病の共通病態と鑑別診断

座長：柳原武彦　演者：冨本秀和

シンポジウム7

15:20-17:20

認知症の分子イメージング

座長：島田斉、古川勝敏

演者：清水聰一郎、織茂智之

互健二、岡村信行、遠山育夫

シンポジウム8

15:20-17:20

認知症とてんかん

-診療と研究の最前線-

座長：兼本浩祐、赤松直樹

演者：松本理器、三國信啓、

伊藤ますみ、上原平、葛谷聡

緊急シンポジウム

15:20-17:20

With coronaの時代の認知症のひとの

暮らしと介護・医療を考える

座長：山口晴保、藤本直規

演者：下坂厚、越野稔、

中村考一、石井伸弥、新美芳樹

シンポジウム10

15:20-17:20

社会から求められる認知症専門医の在

り方について

座長：冨本秀和、新井哲明

演者：冨本秀和、田中稔久、

鎌田松代、渡辺憲、釜萢敏

17:30-18:50

奨励賞発表（基礎）

座長：遠山育夫、富田泰輔

17:30-18:50

奨励賞発表（臨床）

座長：神﨑恒一

13:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

プレナリーレクチャー5

遺伝性脳小血管病の鑑別診断と分子病態

座長：服部信孝　演者：小野寺理

プレナリーレクチャー6

糖尿病と認知症

座長：秋下雅弘　演者：羽生春夫

学術教育講演１

認知症サポートチーム（DST）

座長：勝野雅央　演者：宮尾眞一

学術教育講演２

高齢者てんかんと認知症

座長：宇高不可思　演者：溝渕雅広

学術教育講演3

アルツハイマー病の末梢血バイオマーカー開発の展望

座長：高島明彦　演者：道川誠

学術教育講演4

プリオン病の分類と臨床診断

座長：岩崎靖　演者：濵口毅

シンポジウム30

認知症に優しい共生の街づくり

座長：繁田雅弘、武地一

演者：古和久朋、武地一、宮尾眞一、内門大丈、成本迅

プレナリーレクチャー12

アルツハイマー病の動物モデル：マウスから非ヒト霊長類へ

座長：鈴木利治　演者：西道隆臣

プレナリーレクチャー13

DIAN-J研究の総括と今後の展開

座長：大内尉義　演者：森啓

学術教育講演9

高次脳機能障害の評価とリハビリテーション

座長：石合純夫　演者：佐藤正之

学術教育講演10

白質病変の部分と全体に病理から迫る－より良い診断と治療をめ

ざして－

座長：卜部貴夫　演者：内原俊記

シンポジウム26

精神疾患の病理病態解析～認知症との関係を探る

座長：齊藤祐子、岡村信行

演者：高橋琢哉、岩本和也、横田修、入谷修司、齊藤祐子

シンポジウム27

多職種による女性の特性を生かした認知症支援

座長：内海久美子、中西亜紀

演者：六角僚子、大沢愛子、柏木一惠、原祐子、松村美由起

シンポジウム28

治る認知症treatable dementiaへのアプローチ

座長：和田健ニ、前田哲也

演者：米田誠、數井裕光、寺田整司、足立正

シンポジウム29

光技術の認知症研究への応用の可能性

座長：岩田淳、永井義隆

演者：荒木克哉、吉川雅英、小関泰之、飯田琢也

LIVE配信の後、2020年12月7日（月）～21日（月）まで オンデマンド配信（一部を除く）


