
2014年度世界アルツハイマーデー記念講演会一覧

支部名 日 時 会場 講師 肩書 演題
参加予定

人数
参加費

北海道① 9月29日 (月) 13:00～16:00 かでる2.7 横串算敏 西円山病院副院長 認知症って何？～正しい理解と早めの対応～ 200 無料

北海道② 9月27日 (土) 13:00～16:00 小樽道新文化センター 右近雅子 小樽老人保健施設はなます　主幹（認知症介護指導者） 認知症の症状のある人と共に地域で暮らすことの・・・ 70 無料

青森県 11月2日 （日） 9:30～16:00 全国研究集会 東海林幹夫 弘前大学大学院医学研究科　脳神経内科学講座教授 若年性認知症の人と家族とともに歩んで～神経内科医として～ 800 有料

岩手県 9月9日 (火) 13:30～16:00 洋野町コミュニティホール 髙見国生 公益社団法人　認知症の人と家族の会　代表理事 認知症見守る地域につながる絆 100 無料

宮城県 11月8日 (土) 14:00～16:00 仙台市シルバー・センター第二研修室 片山禎夫 医師・川崎医科大学神経内科学 特任准教授 若年認知症の方とともに生きる 100 有料

秋田県 9月20日 (土) 13:30～15:30 秋田市老人福祉センター 圓谷智夫 医療法人圭尚会金病院、認知症サポート医
認知症の人の今とこれから　‐家族に方に伝えたいこと
‐（仮）

50 無料

山形県 9月27日 (土) 13:00～15:00 山形市市民活動支援センター　２３階　「高度情報会議室」 佐藤知生 一般社団法人山形県作業療法士会
「認知症でもこわくない」～専門職から学ぶ暮らしのアド
バイス～

30 無料

福島県① 10月5日 (日) 13:30～15:30 南相馬市原町区福祉会館 早川一光 公益社団法人　認知症の人と家族の会　顧問 ともに悩もう　ともに生きよう 100 無料

福島県① 10月6日 (月) 13:30～15:30 福島県医師会館 早川一光 公益社団法人　認知症の人と家族の会　顧問 ともに悩もう　ともに生きよう 170 無料

茨城県① 9月 未定 未定 宮原節子 「家族の会」茨城県支部代表 未定

茨城県② 12月7日 (日) 13:00～16:00 筑西市立生涯学習センター（ペアーノ）
杉山孝博
朝田隆

「家族の会」副代表・川崎幸クリニック院長
筑波大学 医学医療系 臨床医学域 精神医学 教授

介護現場からみえる認知症家族の現状 500 無料

栃木県 9月21日 (日) 13:00～16:00 中央生涯学習センター　6階大ホール 武地　一 京都大学老年内科診療科長
認知症　支える本当の意味を考える
地域で暮らし・地域で生きる

100 無料

群馬県 9月28日 (日) 13:00～16:00 県公社総合ビルホール 松本一生
松本診療所ものわすれクリニック　院長
大阪市立大学大学院生活科学研究科　客員教授

認知症家族のこころに寄り添うケア 250 無料

埼玉県 9月21日 (日) 13:30～16:00 彩の国すこやかプラザ・セミナーホール 五島シズ 認知症ケアアドバイザー 愛をこめて　認知症のケア 200 無料

千葉県 10月17日 (金) 13:00～16:00 千葉市文化センター・アートホール 斎藤正彦 都立松沢病院・院長 認知症の患者さんが見る世界 500 無料

神奈川県 9月21日 (日) 13:00～15:30 県民共済プラザビル　１階みらいホール 杉山孝博 「家族の会」副代表・川崎幸クリニック院長
『ペコロスの母に会いに行く』の上映と杉山孝博支部代
表の話

300 有料

山梨県 12月初旬 (土） 13:00～15:00 未定 未定 未定 100 無料

長野県 11月8日 (土) 10:00～12：00 岡谷カノラホール 浦上克哉 鳥取大学医学部保健学科生体制御学教授 認知症は怖くない 50 無料

新潟県 9月13日 (土) 13:30～15:30 新潟市総合福祉会館
佐藤渉
他記者1名、介護者2
名

新潟日報報道部記者 取材を通じて見た認知症 100 無料

富山県 9月21日 (日) 13:00～16:00 サンフォルテ2階ホール 中村重信 医師・洛和会京都新薬開発支援センタ-所長 認知症の最新情報、『ペコロスの母に会いに行く』上映 200 有料

石川県 9月28日 (日) 13:00～15:00 松ヶ枝福祉館 勝田登志子 公益社団法人　認知症の人と家族の会　副代表理事 介護保険のこれから 30 無料

福井県 9月21日 (日) 13:30～15:30 福井県県民会館 浜野忠則 福井大学医学部神経内科 認知症危険因子と糖尿病になってからの糖尿病治療 200 無料

岐阜県 9月6日 (土) 13:30～16:00 恵那市文化センター　会議室 高井道子 「家族の会」　岐阜県支部　代表 つどいを通して家族支援を考える 30～50 無料

静岡県 10月4日 (土) 13:00～16:00 富士市フィランセ西館４階大ホール 宮嶋裕明 浜松医科大学内科学第一講座教授 認知症の治療と介護 100 無料

愛知県 9月23日 (火) 10:00～16:00 東海市しあわせ村（多目的ホール） 尾之内直美 公益社団法人　認知症の人と家族の会　愛知県支部代表認知症の介護の仕方を考えよう 200 無料

三重県 9月28日 (日) 13:30～16:00 三重県総合文化センター 笠間睦 榊原白鳳病院診療部長 「認知症について正しく学びましょう」～認知症のサインを読み取ろう～ 70 有料

滋賀県 10月4日 (土) 10:00～15:30 栗東市　栗東文化芸術会館　さきら　大ホール 青木雅子 「家族の会」滋賀県支部　代表 『ペコロスの母に会いに行く』映画上映 400 有料

大阪府 10月4日 (土) 13:30～16:00 エルおおさか 松本一生
松本診療所ものわすれクリニック　院長
大阪市立大学大学院生活科学研究科　客員教授

笑顔とこころでつながる認知症介護と医療 90 有料

兵庫県 9月20日 (土) 13:30～15:30 神戸市勤労会館７階　大ホール
①小坂憲司
②河西美保、谷村忠
之

①横浜市立大学名誉教授
②「家族の会」兵庫県支部代表、副代表

①アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症をめ
ぐって
②未定

350 無料

奈良県 11月23日 （日・祝） 13:00～16:00 学園前ホール（奈良市西部会館市民ホール）
①高見国生
②杉山孝博

①公益社団法人　認知症の人と家族の会　代表理事
②「家族の会」副代表・川崎幸クリニック院長

認知症フォーラム2014奈良
①認知症のご本人とご家族を支えて34年。今、社会に
願うこと－「家族の会」の支え方、添い方を地域で生か
そう－
②みんなで進める認知症の理解と援助－ご本人・介護
者と歩む医師からのヒント－

300 無料

和歌山県 9月28日 (日) 13:30～16:00 中央コミュニティセンター 岩崎順子 愛知医科大学看護部門　非常勤講師 私は認知症の○○さんじゃありません 200 無料

鳥取県① 8月10日 (日) 13:00～16:00 鳥取市　東部医師会館 朝田隆 筑波大学 医学医療系 臨床医学域 精神医学 教授 認知症の治療と支援、そして予防について 130 無料

鳥取県② 10月4日 (土) 13:30～16:00 米子市　米子コンベンションセンター　小ホール 中村都子 特定非営利活動法人認知症予防ネット運営委員 スリーA～癒しのシャワー～で認知症予防 300 無料

島根県 9月28日 (日) 13:30～15：00 ビッグハート出雲　茶のスタジオ 金山孝冶 弁護士 成年後見制度について 100 無料

岡山県 8月24日 (日) 13:30～17:00 岡山衛生会館　三木記念ホール 藤田文博 岡山ひだまりの里病院院長
講演：認知症専門病院15年の実践から
映画：ペコロスの母に会いに行く

500 有料

広島県 9月18日 (木) 13:00～16:00 県民文化センターふくやま 佐々木健 医療法人社団きのこ会　きのこエスポアール病院院長 認知症の人と家族の付き合い方 530 無料

山口県 9月20日 (土) 13:00～16:30 下関市民会館　大ホール 髙見国生 公益社団法人　認知症の人と家族の会　代表理事 未定 800 無料

徳島県 9月23日 （火・祝） 13:00～15:00 あわぎんホール大会議室 武地　一 京都大学老年内科診療科長 認知症について 300 無料

香川県 未定 未定 香川県立文書館 内田泰史 内田脳神経外科　理事長 未定 150～180 無料

愛媛県 9月20日 (土) 13:00～16:00 愛媛看護研修センター 木原昭彦 愛媛県警察本部生活安全部生活安全企画課ｽﾄｰｶｰ対策室長 認知症の方や家族が安心して過ごすために 100 無料

高知県 10月26日 (日) 13:00～15:00 高知新聞放送会館RKCホール 未定 未定 300 無料

福岡県 9月28日 (日) 13:30～16:30 福岡大学病院　福大メディカルホール 合馬慎二 福岡大学医学部神経内科　助教 医療現場から見た認知症診療の現状 300 無料

佐賀県 9月7日 (日) 13:30～15:30 アバンセ 中川龍冶 嬉野温泉病院　理事長 認知症について 80 無料

長崎県 9月12日 (金) 13:30～16:30 大村市総合福祉センター１階　大会議室 小渕美樹子 長崎大学病院　副看護部長（認知症看護認定看護師）
「認知症の人が住みよい社会資源の活用」
～地域包括ケアをすすめるために～

150 無料

熊本県 9月21日 (日) 13:30～16:00 熊本県青年会館 片山禎夫 医師・川崎医科大学神経内科学 特任准教授 若年性認知症に関する問題 150 無料

大分県①  9月7日 (日) 13:00～15:00 中津市教育福祉センター多目的ホール 山内勇人 佐伯保養院　副院長 ゴールまで寄り添う地域医療をめざして 150 無料

大分県② 11月9日 (日) 13：00～15：30 宇佐市ウサノピア　大ホール 松本一生
松本診療所ものわすれクリニック　院長
大阪市立大学大学院生活科学研究科　客員教授

「認知症サポーター養成講座」
こころでつながる認知症医療～地域で支え、笑顔で暮
そう～

500 無料

宮崎県 9月20日 (土) 14:00～16：00 MRT　micc　2Fダイヤモンドホール 大塚和之 野崎病院　院長 知って安心！認知症のはじまりとその予防 500 無料

鹿児島県 9月28日 (日) 14:00～16:00 鹿児島県医師会館　４階　大ホール 長友医継
医療法人玉水会病院心療内科医師　認知症サポーター
医

認知症の早期診断の重要性について 300 無料

沖縄県 10月4日 (土) 14:00～16：30 沖縄市民会館　中ホール 仲里宏淳 「家族の会」沖縄県支部中部地区会代表世話人 認知症を学び地域（みんな）で支えあいましょう 200 無料

合　計 11,250
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