
世界アルツハイマーデー

でのご入場も
可能です。

車椅子

※お席には限りが
　ございます

共 催： 公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部／ 
後 援： 日本老年精神医学会、 日本認知症学会、 日本老年看護学会

～認知症市民フォーラム～　
「認知症を知ろう！」「認知症を知ろう！」

13:00-15:30 【開場 12:30】
2015年9/19 土日 時

東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル4階
イイノホール会 場

9月21日は“世界アルツハイマーデー”です。
1994年に「国際アルツハイマー病協会」（ADI）は、世界保健機関（WHO）と
共同で毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定しました。
アルツハイマー型認知症等に関する認識を高め、世界中の認知症の方や
ご家族に援助と希望をもたらす事を目的としています。
我が国の認知症の患者数は、462万人（2012年時点）に上り、高齢期では
誰にでも起こる可能性があります。認知症に立ち向かうためには、まず「よく知る」
ことが大事だといわれています。
本フォーラムでは、“認知症を知る”ことをテーマに、前半で疾患や診断、治療、
介護、制度など様 な々ことを取り上げ、後半は、ご本人やご家族がよく相談される
質問にお答えする形式になっています。認知症をよく知り、ご本人やご家族が
笑顔でいられるようにみんなで支えていきましょう。

入場無料
募集
人数500名様
事前申込制

総 合
討 論

講演１

講演 2

活動のご紹介

講演 3

認知症診療の気づき～診断まで
もしかして・・と思ったら
井藤 佳恵 先生 東京都立松沢病院 精神科 医長　　

認知症の治療とケア 
一宮 洋介 先生 順天堂東京江東高齢者医療センター 副院長 /  メンタルクリニック 教授

認知症の医療資源と
地域づくりについて
粟田 主一 先生 東京都健康長寿医療センター研究所  自立促進と介護予防研究チーム 研究部長

よくある相談にお答えします
● 一宮 洋介 先生　● 粟田 主一 先生
● 井藤 佳恵 先生　● 大野 教子 さん

新井 平伊 先生 順天堂大学大学院 精神・行動科学 教授

大野 教子 さん 公益社団法人認知症の人と家族の会

総合司会

P R O G R A M

● ● ● 事前申込制となっております ● ● ●

参加申込方法

参加証をお持ちいただけない場合、
入場をお断りすることがあります。

当日は参加証（ハガキ）を必ずお持ちください。
注

会場の都合上、参加申込者多数の場合は先着順とさせていただきます。
予めご了承ください。なお、先着500名様には9月11日（金）以降、
事務局より参加証をお送りいたします。

下記の必要事項を記入の上、FAXまたはハガキにて登録事務局に
お申込みください。また下記申込フォーム、QRコードよりお申込み
いただくことも可能です。

申込締切 2015年9/10 木 必着

※医療関係者の方は職種をご記入ください（ケアマネージャー、看護師など）

代表者（申込者）1名＋同伴者3名までのお申込みが可能です。
　代表者の方は　氏名・年齢・性別・住所・電話番号・FAX番号
　同伴者の方は　全員の氏名・年齢・性別

郵便はがき

参加証

お問い合わせ先・お申し込み先

TEL: 03-5227-5563 FAX: 03-5227-5565
【事務局直通】平日9：00～17：00（土・日祝除く）

※ご提供いただく情報（個人情報を含む）はノバルティス ファーマ（株）のホームページのプライバシー
ポリシーに公表されている利用目的、または法令に基づく使用目的以外で利用いたしません。
この内容に同意いただいたうえでお申し込みください。

インターネットでもお申し込みいただけます。

認知症市民フォーラム 登録事務局 D　（株）ストリームス内　
〒112-0014 東京都文京区関口1-23-6 プラザ江戸川橋310

https://creektive.com/ninchishou_tokyo_d/



ノバルティスは、パーキンソン病患者さんやご家族の「あきらめない気持ち」を応援します
http://www.parkinson.jp パーキンソン.jp 検索

主催： 

2015年6月14日 日

14:00～16:00 【開場 13:30】
小野市うるおい交流館エクラ 市民交流ホール
〒675-1366 小野市中島町72番地

車椅子でのご入場も可能です。

お問い合わせ先

TE L: 03-5227-5563
FAX: 03-5227-5565
【事務局直通】平日9：00～17：00（土・日祝除く）

●登録事務局

事前申込制となっております

ご提供いただく情報（個人情報を含む）はノバルティス ファーマ（株）の
ホームページのプライバシーポリシーに公表されている利用目的、また
は法令に基づく使用目的以外で利用いたしません。この内容に同意
いただいたうえでお申し込みください。

会場の都合上、参加申込者多数の場合は先着順とさせて
いただきます。
予めご了承ください。なお、先着300名様には6月5日（金）
以降、事務局より参加証をお送りいたします。

裏面の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお送り
いただくか、ハガキにてお申し込みください。

当日は参加証（ハガキ）
を必ずお持ちください。
参加証をお持ちいただけない場合、
入場をお断りすることがあります。

郵便はがき

参加証

参加申込方法

申込締切
2015年

6月4日（木）必着

     名様300先着

事前申込制

入場無料入場無料
FAX・はがき1枚で2名まで応募可能

パーキンソン病
市民公開講座
パーキンソン病
市民公開講座

北播磨

全国パーキンソン病友の会 兵庫県支部
全国パーキンソン病友の会について

開会のご挨拶

質問コーナー

講 演 １

講 演 ２

佐藤　一彦  先生  西脇市立西脇病院 神経内科 部長

～よくある質問にお答えします～

濱口　浩敏  先生  北播磨総合医療センター 神経内科 部長
パーキンソン病って、どんな病気？

石原　広之  先生  市立加西病院 神経内科 部長
パーキンソン病の治療について

佐藤　一彦  先生  西脇市立西脇病院 神経内科 部長総合司会

プログラム



ノバルティスは、パーキンソン病患者さんやご家族の「あきらめない気持ち」を応援します
http://www.parkinson.jp パーキンソン.jp 検索

主催： 

パーキンソン病の疾患と治療
大窪 隆一 先生 
藤元総合病院 神経内科 部長

講演 1

塩見　一剛 先生 
宮崎大学医学部 第三内科 准教授

総合司会

日常生活での注意点
～パーキンソン病と上手につきあうために～

塩見 一剛 先生 
宮崎大学医学部 第三内科 准教授

講演 2

パーキンソン病のリハビリテーション
東郷 伸一 先生 
藤元総合病院 リハビリテーション科 部長

講演 3

一般社団法人全国パーキンソン病友の会 宮崎県支部
全国パーキンソン病友の会について

～よくある質問にお答えします～質問コーナー

プ ロ グ ラ ム

2015年5月31日 日

13：30～15：55 【開場 13：00】

小林市文化会館 小ホール
〒886-0009 宮崎県小林市駅南232番地

車椅子でのご入場も可能です。
（お席には限りがございます。）

パーキンソン病
市民公開講座
パーキンソン病
市民公開講座
パーキンソン病
市民公開講座

事前申込制となっております

ご提供いただく情報（個人情報を含む）はノバルティス ファーマ（株）
のホームページのプライバシーポリシーに公表されている利用
目的、または法令に基づく使用目的以外で利用いたしません。
この内容に同意いただいたうえでお申し込みください。

当日は参加証（ハガキ）
を必ずお持ちください。
参加証をお持ちいただけない場合、
入場をお断りすることがあります。
参加証をお持ちいただけない場合、
入場をお断りすることがあります。

参加申込方法

会場の都合上、参加申込者多数の場合は先着順とさせて
いただきます。
予めご了承ください。なお、先着200名様には5月22日（金）
以降、事務局より参加証をお送りいたします。

裏面の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXで
お送りいただくか、ハガキにてお申し込みください。

申 込 締 切

2015年5月21日 必着木

郵便はがき

参加証

入場無料入場無料
事前申込制

FAX・はがき1枚で2名まで応募可能 名様
200
先着

小林市

お問い合わせ先

TE L: 03-5227-5563
FAX: 03-5227-5565
【事務局直通】平日9：00～17：00（土・日祝除く）

●登録事務局




