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北海道 未定 未定 未定

青森県 8月29日 （土） 14:00～16：00 十和田市民文化センター    生涯学習ホール（視聴覚ホール）
根城　候憲
前田　栄治、美保子

元介護家族
若年性認知症　本人と家族

地域の中の私達～認知症と共に生きるために～（仮 200 無料

岩手県① 9月26日 （土） 13:30～15：30 奥州市　「胆江地区勤労教育文化センター」 横川　清司 ＮＨＫエンタープライズ　 映像で見る認知症「本人」から始めよう（仮題） 150 無料

岩手県② 11月7日 （土） 13:30～15：30 久慈市　「アーバンホール」 紺野　敏昭 こんの神経内科・脳神経外科クリニック理事長 本人も家族も地域で支える認知症（仮題） 150 無料

宮城県 11月 14:00～16：00 市内ホテル 髙見　国生 「家族の会」本部代表理事 未定 200 有料

秋田県 9月26日 （土） 13:30～15：00 秋田市老人福祉センター 秋田市キャラバンメイト 秋田市保健福祉部長寿課 認知症サポーター養成講座ver.「家族の会」 50 無料

山形県 9月26日 （土） 13:30～15：00 山形県小白川庁舎内 目黒　祐子 「家族の会」山形県支部　世話人
認知症サポーター養成講座「山形のつどい」（山形
県認知症相談交流支援事業）

30 有料

福島県 未定 未定 未定 未定 未定 無料

茨城県 12月6日 （日） 13:00～ 牛久市中央生涯学習センター　文化ホール 髙見　国生 「家族の会」代表理事 未定 800 無料

栃木県 9月23日 （水） 14:00～16：00 栃木県健康の森 松本　一生 松本診療所（ものわすれクリニック）院長 未定 120 無料

群馬県 9月27日 （日） 13:00～16：00 群馬県公社総合ビル　ホール 稲富　正治 川崎幸クリニック心理相談室長 認知症・本人・介護家族を心理面で支える 200 無料

埼玉県 9月5日 （土） 13:30～16：30 彩の国　すこやかプラザ 町　亞聖 フリーアナウンサー 10年介護・・・母と過ごした奇跡の時間・・・ 150 無料

千葉県 11月6日 （金） 13:30～16：00 千葉市文化センター3Fアートホール 朝田　隆 東京医科歯科大学特任教授 認知症にならない、なっても、なってから 500 無料

神奈川県 9月27日 （日） 13:00～15：30 県民共済プラザビル１階みらいホール 伊勢　真一 ドキュメンタリー映像作家 『妻の病』の上映と伊勢監督の話 300 有料

山梨県 11月21日 （土） 13:30～16：30 甲府市総合市民会館　大会議室 髙見　国生 「家族の会」代表理事 国際会議前夜と家族の会（仮題） 100 無料

長野県 9月26日 （土） 13:00～15：00 市民プラザゆう　大会議室
在宅サービス事業者の
専門職（予定）

2015年の報酬改定で変わったこと、その検証 50] 無料

新潟県 9月26日 （土） 13:30～15：30 新潟市総合福祉会館 井上　誠 新潟大学医歯学総合研究科口腔生命科学専攻　教授
しっかり食べて楽しく生きよう！！―嚥下障害と口腔
ケアについて―

100 無料

富山県 9月13日 （日） 13:00～16：00 サンフォルテ2階ホール
新井　平伊
田中　洋

順天堂大学教授
ノルディックウォーク講師

若年認知症の現状と最新情報
ノルディックウォークと認知症

100 有料

石川県 9月27日 （日） 13:00～16：00 シネモンド（金沢市広坂　映画館） 未定 認知症の理解（講演と映画会　ペコロスの母に会いに行く） 90 有料

福井県 9月13日 （日） 14:00～16：45 福井市地域交流プラザ(福井市） 貴志　英生 貴志医院院長、福井市認知症初期集中支援チーム所属 「地域で支える認知症　家族・本人の応援隊であるかかりつけ医」 100 無料

岐阜県 9月18日 （金） 13:30～16：00 大垣情報工房5Fスウィンクホール
髙見　国生
杉野　文篤、由美子夫
妻

「家族の会」代表理事
2017ADI国際会議本人委員

認知症の理解・ご本人の声を聴く（仮） 400 無料

静岡県 9月26日 （土） 10:00～11：30 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 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 未定 無料

愛知県 9月23日 （水） 10:00～16：00 東海市しあわせ村（多目的ホール） 尾之内　直美（予定） 愛知県支部代表 認知症の介護の仕方を考えよう（仮） 200 無料

三重県 9月27日 （日） 13:00～16：00 三重県人権センター　多目的ホール 長谷川　和夫 認知症介護研究・研修東京センター名誉センター長 「認知症と共に生きる」～つながれば希望が見えてくる～ 180 有料

滋賀県 9月26日 （土） 13:30～16：30 龍谷大学瀬田キャンパス8号館103号室 青木　浄亮 医療法人社団瀬田川病院院長代行 「ともに暮らせるまちづくり～認知症医療の側面から～」 200 無料

大阪府 10月3日 （土） 13:30～16：00 エルおおさか 佐藤　真一 大阪大学教授 認知症不可解な行動には理由がある 150 有料

兵庫県 9月19日 （土） 13:30～15：30 神戸市勤労会館7階大ホール 町永　俊雄 キャスター・福祉ジャーナリスト 認知症が拓く新時代～誰にとってもやさしい社会にするために～ 300 無料

奈良県 11月28日 （土） 13:00～16：00 奈良市学園前ホール 中西　亜紀 大阪市立弘済院病院認知症疾患医療センター長 認知症のタイプによる理解と対応―前頭側頭型を中心にして― 300 無料

和歌山県 9月13日 （日） 13:30～16：00 和歌山中央コミュニティーセンター 東　睦広 和歌山日赤医療センター精神科部長 未定 150 無料

鳥取県 10月31日 （土） 10:00～16：00 倉吉市　伯耆しあわせの郷 未定 未定 鳥取県認知症本人（若年）合同1日交流会 80 有料

島根県 9月26日 （土） 13:30～15：30 松江総合福祉センター 釜瀬　春隆 釜瀬クリニック院長 未定 100 無料

岡山県 8月22日 （土） 13:00～15：50 県総合福祉・ボランティア・NPO会館　401会議室 片山　禎夫 片山内科クリニック院長 若年性認知症の理解と対応 100 無料

広島県 9月13日 （日） 13:00～ 三次ショッピングセンター（CCプラザ） 浦上　克 鳥取大学医学部教授 未定 250 無料

山口県 9月12日 （土） 13:00～15：45 柳井市　アクティブやない 宮地　隆史 国立病院機構　柳井医療センター　副院長 「身近な人が認知症になったとき」 360 無料

徳島県 9月21日 （月） 13:30～16：00 文化の森　21世紀館 佐藤　眞一 大阪大学教授 認知症になっても地域の中で安心して暮らすために 200 無料

香川県 9月 未定 佐川　光俊 愛媛県保健福祉部生きがい推進局障害福祉部主幹 300 無料

愛媛県 9月12日 （土） 13:00～16：00 愛媛看護研修センター 谷向　知 愛媛大学医学部付属病院認知症疾患医療センター副センター長 若年性認知症の人の理解 300 無料

高知県 10月25日 （日） 13:00～15：00 高知新聞放送会館7階RKCホール 羽田野　政治 認知症高齢者研究所所長兼代表理事
現場の「困った・・・」を「大丈夫」に変える～認知症
の動向に基づく新しい認知症ケア～

300 無料

福岡県 10月11日 （日） 13:00～15：00 福岡市西部地域交流センター　さいとぴあ 小阪　憲司 医療法人社団ヒルデモアクリニック医庵　センター南 第2の認知症（仮） 200 有料

佐賀県 9月6日 （日） 14:00～16：00 アバンセ 井本　誠司 佐賀中部保健所長 仮題「認知症の人を理解する」 60 無料

長崎県 9月12日 （土） 13:30～16：00 時津町役場第2庁舎4階大会議室 鍬先　なな子 鍬先医院副医院長
認知症の理解～介護体験を交えながら抱え込まな
い介護とは～

150 無料

熊本県 10月24日 （土） 13:30～16：30 くまもと県民交流館　パレアホール 松本　一生 松本診療所（ものわすれクリニック）院長 （仮題）認知症家族のこころに寄り添うケア 300 無料

大分県①  10月17日 （土） 13:00～15：00 中津市教育福祉センター 東保　みづ枝 帆秋病院　副院長 「呆けの周辺」から25年～進んだテーマと変わらないテーマ 120 無料

大分県② 11月11日 （水） 13:00～15：30 ウサノピア　大ホール 町永　俊雄 キャスター・福祉ジャーナリスト
「高齢者への生活支援と地域づくりに必要なこと」
（仮題）

500 無料

宮崎県 9月12日 （土） 午後 MRTミックダイヤモンドホール 未定 未定 地域包括ケアシステムについてのパネルディスカッションを考えている 未定 無料

鹿児島県 9月13日 （日） 14:00～16：00 鹿児島県医師会館4階大ホール 小阪　憲司 横浜市立大学名誉教授
「認知症の合図、知っていますか？～第２の認知症
レビー小体型認知症～」

300 無料

沖縄県 未定 未定 未定

8,840合計

1


