第34回老 年期認知症研究会

日時

2021 年 6 月 5 日
（土）12：30

会場

都市センターホテル 〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-4-1

Zoom

Web 配信ツール

〜 17：20

1,000 円（事前決済）

参加費

参加には事前登録が必要です
詳細は裏面をご確認ください

プログラム
情報提供

12：30 〜 12：45

開会の挨拶

12：45 〜 12：50

認知症治療薬について

CC

単位

29

1.0

68

0.5

19

1.0

15

1.0

日本ケミファ株式会社

老年期認知症研究会 会長／湘南慶育病院 院長／慶應義塾大学 名誉教授 鈴木 則宏 先生

テーマ：基礎、
臨床症状
地区推薦講演 1

12：50 〜 13：10

座長：島根県病院局 病院事業管理者／島根大学 名誉教授

山口 修平 先生

フタロシアニンのアミロイドβ凝集抑制とモデルマウス脳病理改善効果について
島根大学医学部 内科学講座内科学第三 教授

地区推薦講演 2

13：10 〜 13：30

座長：医療法人社団 慈誠会 認知症センター長
慈誠会記念病院 特任院長／札幌医科大学 名誉教授

レビー小体型認知症の初期症状
地区推薦講演 3

13：30 〜 13：50

長井

社会医療法人 母恋 天使病院 精神科 科長

山本

座長：大阪河﨑リハビリテーション大学 学長／仁明会精神衛生研究所 所長

Aβ病理を修飾する新規分子経路：プレシジョン医療に向けて
大阪大学大学院医学研究科 認知症プレシジョン医療開発学寄附講座 寄附講座教授

下濱

篤 先生
俊 先生

晋 先生

武田 雅俊 先生

森原 剛史 先生

テーマ：診断
地区推薦講演 4

13：50 〜 14：10

座長：九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学 教授

北園 孝成 先生

嗅覚識別テストによる認知症の早期発見
久留米大学医学部 神経精神医学講座 講師

地区推薦講演 5

14：10 〜 14：30

座長：湘南慶育病院 副院長・脳神経センター長

認知レジリエンス (cognitive resilience) のバイオマーカー
東京慈恵会医科大学 附属第三病院 精神神経科 教授・診療部長

休 憩

テーマ：社会学
地区推薦講演 6

柳本 寛子 先生

14：50 〜 15：10

寺山 靖夫 先生

布村 明彦 先生

14：30 〜 14：50
座長：東北大学 名誉教授 / 東北大学加齢医学研究所 フェロー

荒井 啓行 先生

認知症高齢者の健康総合指標と主観情報の効果的な活用
東北大学病院 加齢・老年病科 病院講師

地区推薦講演 7

15：10 〜 15：30

座長：埼玉医科大学国際医療センター 脳神経内科・脳卒中内科 教授

人生の最終段階における医療とケア
東京大学大学院人文社会系研究科 死生学・応用倫理センター 上廣講座 特任教授

地区推薦講演 8

15：30 〜 15：50

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長

休 憩

髙橋 愼一 先生

会田 薫子 先生

座長：愛知淑徳大学 健康医療科学部 教授／名古屋大学 名誉教授

認知的フレイルとは？
特別講演

冨田 尚希 先生

井口 昭久 先生

荒井 秀典 先生

15：50 〜 16：15

16：15 〜 17：15

座長：湘南慶育病院 院長／慶應義塾大学 名誉教授

鈴木 則宏 先生

認知症と神経変性疾患のバイオマーカー

国立研究開発法人 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 脳機能イメージング研究部 医長

閉会の挨拶

17：15 〜 17：20

徳田 隆彦 先生

愛知淑徳大学 健康医療科学部 教授／名古屋大学 名誉教授

井口 昭久 先生

※単位については裏面をご確認ください。

共催

老年期認知症研究会・日本ケミファ株式会社

後援

東京都医師会

本研究会はハイブリッドで開催いたしますので、会場にお越しいただくか、Web 上でご参加
いただく形式となります。
視聴ならびに参加には事前参加登録および参加費決済が必要となります。
老年期認知症研究会 HP の申し込みフォームよりお申し込みください。
お申し込みには、
ご芳名（ふりがな）、
ご施設名、
ご職種（医師、薬剤師、看護師、
など）、
メールアドレス
（使用する機器で受け取れるもの）が必要です。

お申し込み時にご提供いただいた個人情報は、本会の運営、単位認定のため各認定団体への
報告およびご案内に利用させていただきます。
会場の定員
お申込み期限

130 名（内薬剤師 50 名）
2021 年 5 月 26 日
（水）
まで

Web の定員

500 名（内薬剤師 200 名）

ただし、先着順で定員になり次第締め切らせていただきますので予めご了承ください。

当日のご視聴方法
ご登録いただきましたメールアドレスに研究会前日までに招待メールを送付いたします。
当日は招待メールに記載の URL からご視聴ください。
※スマートフォン・タブレットでご視聴される場合は、事前に最新の Zoom アプリ（無料）
をインストールしてください。

単位について
本研究会は下記単位を取得可能です。

【医師向け】
日本医師会生涯教育講座（合計）3.5 単位

CC:15．臨床問題解決のプロセス , 19. 身体機能の低下 , 29. 認知能の障害 , 68. 精神科領域の救急

日本老年医学会認定 老年病専門医の更新単位 2 単位
日本老年精神医学会 専門医の認定更新単位 2 単位
日本認知症学会 専門医生涯教育基準の履修単位 1 単位
【薬剤師向け】
日本老年薬学会 老年薬学認定薬剤師制度 2 単位
日本薬局学会 認知症研修認定薬剤師の認定更新単位 1 単位

ご注意
◉ Web 参加には一人一台のインターネットに接続可能な機器［PC（カメラ・マイク付）、
タブレット、
スマホ］のいずれかが必
要です。
◉ 研究会からの招待メールの転送や開示はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
◉ 著作権保護のため、講演内容の録画・録音・撮影はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
◉ Zoom で研究会に参加する場合は、
『施設名（正式名称）̲フルネーム』
に設定していただききますようお願い申し上げます。
※当該操作を行っていただくことにより、通常の講演会同様に芳名録記載の代わりとさせて頂きます。
◉ 研究会参加時は必ずカメラオフ、
マイクミュートでお願い申し上げます。

◉ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況に応じ、完全 Web 開催になる場合もございます。
運営事務局（お問い合わせ先）

日本ケミファ株式会社 グループ医薬営業本部 研究会企画担当
TEL：03-3863-1226

Email： kenkyukai＠chemiphar.co.jp

