第２4回近畿老年期認知症研究会
（Web講演会）
2022 年 12 月 10 日
（土）14：00

日時

Zoom

Web 配信ツール

〜 18：30
参加には事前申込が必要です
詳細は裏面をご確認ください

※TKP ガーデンシティ大阪梅田より配信

1,000 円（事前決済）

参加費

プログラム
情報提供

CC

単位
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14：00 〜 14：15

認知症関連情報
開会の挨拶

日本ケミファ株式会社

14：15 〜 14：20

医療法人医誠会 常務理事・臨床顧問／国立循環器病研究センター 名誉院長
講演１

峰松

一夫 先生

14：20 〜 15：05

座長：京都大学大学院医学研究科 臨床神経学 教授 髙橋 良輔 先生

認知症の分子病態に基づいた Bioﬂuid biomarker と
Digital biomarker の開発とその統合
大阪大学大学院医学研究科 臨床遺伝子治療学 寄附講座准教授
休 憩
講演 2

武田

朱公 先生

15：05 〜 15：15

15：15 〜 16：00
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／大阪大学 名誉教授 武田

米国でのアデュカヌマブの迅速承認と
これからのアルツハイマー病治療法開発の戦略
大阪医科薬科大学 薬学部 薬物治療学Ⅱ研究室 教授

講演 3

福森

雅俊 先生

亮雄 先生

16：00 〜 16：45

座長：大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属 子どものこころの分子統御機構研究センター
ブレインバンク・バイオリソース部門 常勤特任教授
東京都健康長寿医療センター高齢者ブレインバンク 常勤特任研究員（クロスアポイント） 村山 繁雄 先生

認知症初期集中支援チームにおける精神科医のかかわり
公益財団法人浅香山病院 精神科 部長・認知症疾患医療センター長
休 憩
講演 4

釜江（繁信） 和恵 先生

16：45 〜 16：55

16：55 〜 17：40
座長：一般財団法人 住友病院 特別顧問

認知症の患者の生活支援ー IADL の視点から

京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 教授

講演 5

宇高不可思 先生

木下

彩栄 先生

17：40 〜 18：25

座長：医療法人医誠会 常務理事・臨床顧問／国立循環器病研究センター 名誉院長

アミロイド抗体療法と脳アミロイド血管症（CAA）

三重大学大学院医学系研究科 特定教授／済生会明和病院 病院長

閉会の挨拶

峰松

冨本

18：25 〜 18：30
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／大阪大学 名誉教授

一夫 先生

秀和 先生

武田 雅俊 先生

※単位については裏面をご確認ください。

共催

近畿老年期認知症研究会・日本ケミファ株式会社

後援

大阪府医師会

STEP

１

参加申込
定

員

350 名（内薬剤師 140 名）

お申込み期限

2022 年

11 月 28 日（月）12：00

但し、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。
本研究会はオンラインで開催いたしますので、Web 上でご参加いただく形式となり、
視聴には事前に参加申込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 の申込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。
お申し込みいただきますと決済サイト
（payvent）
より受付メールが自動送信されます。
携帯電話のメール（例：@docomo 〜 @ezweb 〜 @softbank 〜 ) やパソコンでも
メールサービスにより、受信できない場合がございますので、お時間をおいても受付
メールが届かない場合は下記運営事務局までお問い合わせください。
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各種ご案内に利用させていただきます。
単位について
【医師向け】

☝
QR コード読み取りにより
研究会 HP に遷移します。

本研究会は下記単位を取得可能です。
日本医師会生涯教育講座（合計）2.5 単位

CC: 1０．
チーム医療、19. 身体機能の低下、29. 認知能の障害、
７８．脳血管障害後遺症、
０．最新のトピックス・その他

日本老年医学会認定 老年科専門医の更新単位 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
日本認知症予防学会 認知症予防専門医の認定更新単位 2 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の認定更新単位 2 単位（申請中）
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

STEP

2

視聴登録

申し込み受付フォームにご記載いただ
いた E-mail に視聴登録用 URL をお送
りします。
視聴登録用 URL をクリックして登録画
面へアクセスし、右記項目を入力の上、
登録を完了して下さい。
STEP

3

視聴登録に必要な事項
① 名（漢字）
② 姓（漢字）
③ メールアドレス
④ 所属施設名

視聴

登録完了後に no-reply@zoom.us
より入室用 URL が届きます。
メールに記載されている『ウェビナーに参加 も
しくはここをクリックして参加』をクリックして
ご視聴ください。

メール文面

■ 注意事項 ■
ご視聴方法は Zoom になります。https://zoom.us/download へアクセスするとダウンロードページが表示されます。
【ダウンロード】
をクリックするとダウンロードが始まります。

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

※テレワーク
（在宅勤務）及び時差出勤などを実施しているため、事務局担当者が不在の場合もございますので、
お問い合わせはなるべくメールにてお願いいたします。

