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北海道① 9月21日 (土)
13：30～16：

00
ホテル法華クラブ（函館） 谷内　弘道 富田病院認知症疾患センター　センター長 認知症の介護を明るくするために（仮題） 200 無料

北海道② 9月18日 (水)
13:00～16：

00
札幌市厚別区民センター 宮本　礼子 桜台江仁会病院 認知症の人を正しく理解するために（仮題） 250 無料

青森県 10月20日 (日)
13：00～16：

00
青森市アウガ5F　ＡＶ多機能ホール

①東海林　幹夫
②髙見　国生
③青森県支部世話人

①弘前大学大学院医学研究科　脳神経内科学講座　教
授
②公益社団法人認知症の人と家族の会　代表理事

①基調講演（テーマ未定）
②ああ認知症家族（案）
③つなげよう支援の輪（案）：寸劇

300 無料

岩手県 10月15日 (火)
13：00～16：

00
アイーナホール（盛岡） 未定 未定 未定 200 無料

宮城県 9月28日 (土)
14：00～16：

00
仙台市シルバー・センター　第二研修室 山崎　英樹 医療法人財団　清山会　理事長 認知症の理解とケア 100 無料

秋田県 9月21日 (土)
13：30～15：

00
秋田県民会館　中研修室 交渉中（3名）

施設との上手なつきあい方について～家族が抱
える施設利用に関する現状と課題～

50 無料

山形県 9月28日 (土)
13:30～15：

00
山形市市民活動支援センター　高度情報会議室

①和田　俊次
②宇野　忠志

①「男の腕まくり料理講座あたご会」代表者
②キャラバンメイト

パネルディスカッション「認知症でも大丈夫！男の
腕まくり料理講座発表会」

30 有料

福島県 10月6日 (日)
13:00～15：

00
白河市文化センター 片山　禎夫 医師・川崎医科大学神経内科学 特任准教授 「認知症の人も家族もいきいきと～薬の上手な使い方」 150 無料

茨城県 12月8日 (日) 東海村文化センター
杉本　八郎
木之下　徹

ファルマエイト会長、元・同志社大学客員教授
こだまクリニック院長

認知症になっても住みなれた地域で自分らしく生きる 300

栃木県 9月21日 (土)
14：00～15：

30
宇都宮市 上野　秀樹（予定） 海上寮養所　訪問診療室長 未定 100 無料

群馬県 9月22日 (日)
13：00～16：

00
群馬県公社総合ビルホール 竹中　星郎 東京　浜田クリニック精神科医 認知症・介護家族の悩んでいること、願っていること（仮題） 200 無料

埼玉県 11月7日 (木)
13:30～16：

00
うらわ市民会館　コンサート室 佐藤　龍司 老健しょうわ施設長 未定 135 無料

千葉県 10月25日 (金)
13：00～16：

00
千葉市文化センター　3階　アートホール 吉山　容正 千葉東病院　神経内科医長 ひとごとではない！認知症第２弾 400 無料

神奈川県 9月23日 (月)
13:00～15：

00
県民共済プラザビル　1階　みらいホール

和田　秀樹
杉山　孝博

精神科医
「家族の会」副代表・川崎幸クリニック院長

映画『「わたし」の人生（みち）』（和田秀樹監督）鑑
賞と対談「認知症と映画への思い」

300 有料

山梨県 10月26日 (土)
13:30～15：

30
石和温泉「糸柳」 川井　元晴 山口大学大学院　医学系研究科　神経内科学　准教授 若年期認知症について（仮題） 100 無料

長野県 10月19日 (土)
10:00～14：

00
長野県南箕輪村 渡辺　みどり 長野県看護大学 未定 30 無料

新潟県 9月14日 (土)
13：30～15：

30
新潟市総合福祉会館 小山　剛 高齢者総合ケアセンターこぶし園　園長 地域で暮らす―安心して自分らしく― 100 無料

富山県① 9月21日 (土)
13:30～15：

30
高岡市東部老人福祉センター 堀井　隆子 家族の会富山県支部　副代表 「認知症の両親の介護から」～遠距離介護13年から学んだこと～ 100 無料

富山県② 9月22日 (日)
13:30～16：

00
サンフォルテ2階ホール 遠藤　英俊 国立長寿医療センター　包括診療部長 地域包括ケアとオレンジプラン5か年計画（仮題） 120 無料

石川県 10月6日 (日)
13：00～15：

00
石川県文京会館 村井　千賀 石川県認知症疾患医療センター作業療法士 住み慣れた地域で長く安心して暮らすには 30 無料

福井県 9月21日 (土)
13:30～16：

00
鯖江市きょう陽会館 未定 認知症介護研修研究大府センタースタッフ（交渉中） 若年期認知症コールセンターの紹介（仮題） 200 無料

岐阜県 9月16日 (月)
13:00～15：

30
高山市民文化会館3-11 垣内　無一 須田病院　認知症疾患医療センター　先生 世界アルツハイマーデーｉｎ飛騨高山記念講演会（仮題） 200 無料

静岡県 10月8日 (火)
13:00～15：

30
富士市フィランセ４階大ホール 八森　淳 公益社団法人　地域医療振興協会　臨床研修センター長 認知症の概要と医療の現状（仮題） 100 無料

愛知県 9月21日 (土)
10:00～16：

00
東海市しあわせ村（多目的ホール） 津下　一代 あいち介護予防支援センター　センター長 未定 200 無料

三重県 9月28日 (土)
13:30～16：

00
松阪市　三重信用金庫５Ｆホール 片山　禎夫 医師・川崎医科大学神経内科学 特任准教授 認知症の人も家族もいきいきと 100 無料

滋賀県 10月19日 (土)
13：30～15：

00
大津市　ピアザ淡海 津止　正敏 立命館大学　産業社会学部　現代社会学科教授 介護離職のない社会に（仮題） 95 無料

大阪府 10月5日 (土)
13：00～16：

00
エルおおさか 片山　禎夫 医師・川崎医科大学神経内科学 特任准教授 初期・軽度認知症の理解と対応について 100 無料

兵庫県 9月21日 (土)
13:30～15：

30
兵庫県私学会館 未定 未定 300 無料

奈良県 10月26日 (土)
13:00～16：

00
奈良市西部会館市民ホール（学園前ホール） 片山　禎夫 医師・川崎医科大学神経内科学 特任准教授

認知症のご本人と介護するご家族が、自分の人
生を生きるために（仮題）

300 無料

和歌山県 9月8日 (日)
13：00～15：

00
中央コミュニティーセンター 坂口　健太郎 貴志川町　内科医師 未定 150 無料

島根県 10月26日 (土)
13:30～15：

30
ビッグハート　出雲 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 100 無料

岡山県 8月31日 (土)
13:30～16：

00
県総合社・ボランティア・ＮＰＯ会館　301会議室 髙見　国生 公益社団法人　認知症の人と家族の会　代表理事

認知症新時代の到達点と当面する課題～当事者
と家族の支援を進めるために～（仮題）

120 無料

広島県 10月27日 (日)
13:30～15：

00
呉市　つばき会館 松本　昌泰 広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　脳神経内科学教授 未定 100 無料

山口県 11月10日 (日)
13:00～16：

00
周南市徳山保健センター 早川　一光 公益社団法人　認知症の人と家族の会　顧問 未定 250 無料

徳島県 10月13日 (日)
13:00～15：

00
徳島県立総合福祉センター 大西　智城 仁和寺（京都市右京区）の執行・真言宗御室派財務部長 楽に生きる 500 無料

香川県 9月29日 (日)
13：00～15：

00
香川県立文書館　視聴覚ホール 片山　禎夫 医師・川崎医科大学神経内科学 特任准教授 未定 120 無料

愛媛県 10月12日 (土)
13:00～15：

00
愛媛県看護協会　研修センター 波呂　敬子 松山赤十字病院　医師 もの忘れ外来における取り組み 80 無料

高知県 11月10日 (日)
13:00～15：

00
高知新聞ＲＫＣホール放送会館 未定 未定 400 無料

福岡県 9月29日 (日)
13：00～16：

00
福岡市市民福祉プラザ 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

認知症のご本人とご家族が、自分らしく暮らすた
めには―医療と介護・支援の現場から―（仮題）

150 無料

佐賀県 9月29日 (日)
13：30～15：

30
長寿社会福祉センター３Ｆ 倉富　真 作業療法士 認知症を理解する 60 無料

長崎県 9月13日 (金)
13:00～15：

00
大村会場 未定 未定 100 無料

熊本県 10月30日 (水)
13：00～15：

00
くまもと森都心（しんとしん）プラザ　5F「プラザホール」 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 500 無料

大分県 10月27日 (日)
13:00～15：

30
宇佐文化会館・ウサノピア　大ホール 山田　達夫 医学博士　元福岡大学医学部教授 「認知症の予防とサポートについて」（仮題） 600 無料

宮崎県 9月28日 (土)
13:00～16：

00
ＭＲＴミック 未定 未定 500 無料

鹿児島県 9月29日 (日)
14：00～16：

00
鹿児島県医師会館４階

①宇野　千秋（予定）
②丸木　雄一

①臨床心理士
②埼玉精神神経センター　センター長

①「認知症予防について」（３０分）
②「未定」（６０分）

300 無料


