
第２２回東北老年期認知症研究会 
 

日 時 平成３０年１月２０日(土) １３：００～１８：００ 
場 所 TKP ガーデンシティ仙台 ホール 21(A+B) 
 〒980-6121 宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1 AER(アエル) 21 階 
参加費 1,000 円（当日会場受付にてお支払いください） 
単 位 日病薬病院薬学認定薬剤師制度 認定領域：Ⅲ-2(1 単位)、V-2(1.5 単位)【申請中】 
 日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度集合研修単位 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 
定 員 100 名 
 

プ ロ グ ラ ム 
情 報 提 供  13：00～13：25 酸塩基平衡改善剤としてのウラリット 日本ケミファ株式会社

開会の挨拶 13：25～13：30 
  福島県立医科大学 会津医療センター 精神医学講座 教授 川勝  忍  先生

教育講演１ 13：30～14：00 
 座長 弘前大学大学院医学研究科 脳神経内科学講座 教授 東海林幹夫 先生

   「連携型認知症疾患医療センターの役割と課題」 
  医療法人 湖山荘 あずま通りクリニック 院長 小 林 直 人 先生
教育講演２ 14：00～14：30 
 座長 岩手医科大学医学部  
  内科学講座 神経内科・老年科分野 教授 寺山靖夫  先生

   「これからの認知症医療の展望」 
  東北医科薬科大学医学部 地域医療学 総合診療科 教授 古 川 勝 敏 先生
特別講演１ 14：30～15：30 
 座長 東北大学加齢医学研究所 老年医学分野 教授 荒井啓行  先生

   「アルツハイマー病の治療と予防戦略」 
  理化学研究所 脳科学総合研究センター 
  神経蛋白制御研究チーム シニアチームリーダー 西 道 隆 臣 先生

コーヒーブレイク  15：30～15：55 

特別講演２ 15：55～16：55 
 座長 福島県立医科大学 会津医療センター 精神医学講座 教授 川勝  忍  先生

   「我が国の認知症施策の課題と展望」 
  東京都健康長寿医療センター  
  自立促進と介護予防研究チーム 部長 粟 田 主 一 先生
特別講演３ 16：55～17：55 
 座長 東北大学大学院医学系研究科  
  高次機能障害学 教授 鈴木匡子  先生

   「認知症高齢者の自動車運転」 
  慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室 教授 三 村  將 先生
閉会の挨拶 17：55～18：00 
  東北大学加齢医学研究所 老年医学分野 教授 荒井啓行  先生
 
 

共 催 東北老年期認知症研究会・日本ケミファ株式会社 
 宮城県病院薬剤師会 
後 援 宮城県医師会、東北大学医師会 

 
※研究会終了後、情報交換会を予定しております。 

 

お申込み方法：参加ご希望の方は研究会 HP からお申し込みいただくか、必要事項をご記入の上 FAX もしくは 
メールでお申し込みください。先着順となっており、定員に達した段階で締め切らせていただきます。 

単位の交付についての詳細は、裏面をご覧ください。 
問い合わせ先：日本ケミファ株式会社 仙台支店(担当：阿部、高田、佐藤) 

TEL：022-224-1375  FAX：022-265-0895  E-mail：kenkyukai@chemiphar.co.jp   

薬剤師用



 
 
 

単位の交付について 
① 日病薬病院薬学認定薬剤師制度 認定領域：Ⅲ－２（１単位）、Ｖ－２（１.５単位）【申請中】 

 受付時認定シール引換券を配布いたします。 
 14：00 以降にご来場された場合、配布は⾏いませんので予めご了承ください。 
 ⽇病薬病院薬学認定薬剤師制度と⽇本薬剤師研修センター集合研修会、どちらかの認定シール引換券を

お受け取りください。（両制度の認定シールを同時に取得することは出来ません。） 
 認定シールは閉会後受付で配布いたしますので、忘れずにお受け取りください。 
 

 

② 日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度集合研修単位 ２単位 

 受付時認定シール引換券を配布いたします。 
 14：30 以降にご来場された場合、配布は⾏いませんので予めご了承ください。 
 ⽇病薬病院薬学認定薬剤師制度と⽇本薬剤師研修センター集合研修会、どちらかの認定シール引換券を

お受け取りください。（両制度の認定シールを同時に取得することは出来ません。） 
 認定シールは閉会後受付で配布いたしますので、忘れずにお受け取りください。 
 

 

③ 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 

 受付時に参加証明書を配布いたします。 
 お帰りの際に 【A】当⽇受付提出用を受付にご提出いただき、参加証明書の【C】認知症研修認定薬剤

師申告用は認定更新時にご使用ください。 
 遅刻・早退された場合は未修了扱いとなり、ご注意ください。 

 
 

 





FAX 送信用 

研究会事務局宛 ＦＡＸ：０３-３８６３-１１１０ 

第 22 回東北老年期認知症研究会 

       日 時 ： 平成 30 年 1 月 20 日（土） 13 時 ～ 18 時 

       場 所 ： ＴＫＰガーデンシティ仙台 ホール２１（Ａ＋Ｂ） 

〒980-6121 仙台市青葉区中央 1-3-1 AER 21 階 
 

参 加 申 込 書 
参加票は開催２週間前頃より 

お届けさせていただきます。 
定員 100 名

 

フリガナ  

ご芳名  

ご勤務先   所在地 

市 ・ 町 ・ 村

ご所属  

ご職位  

参加票発送先 

ご住所 

□ 勤務先  ／  □ 自宅（チェックをお願いいたします） 

〒    － 

 

TEL  

FAX  

個人情報の取り扱いについて 
この申込書により取得いたしました先生の情報は、運営事務局が個人情報保護方針に基づき、安全に管理し保護

の徹底に努めます。 

なお、本会の運営及びご案内に利用させていただきますので、ご了解いただけない点がございましたら、

□に✓印をお入れください。 
 

 先生に「第 22 回東北老年期認知症研究会」参加の確認、参加票をお届けするため ・・・・・・・・・・ □ 

 宮城県医師会並びに日本薬剤師研修センターに出席者を報告するため ・・・・・・・・・・ □ 

 次回（第 23回、平成 31 年度予定）研究会のご案内をお送りするため ・・・・・・・・・・ □ 

なお、E-mail でもお申し込みいただけます。 

事前参加申込先 ：日本ケミファ株式会社 医薬営業本部 研究会企画担当者 宛 

E-mail：jimukyoku@rouninken.jp 
 

※ご出席に伴う交通費などは参加者の自己負担となりますのでご了承ください。 

※誠に恐縮ですが、1 月 12 日（金）までにご返信くださいますようお願い申し上げます。 

※先着順に定員(100 名)になり次第締め切りますので予めご了承ください。 
 

 

 

http://www.rouninken.jp/ 

薬剤師用
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