第 4 回認知症医療介護推進会議資料
公益社団法人 認知症の人と家族の会
代表理事
高見 国生

2017 年国際アルツハイマー病協会国際会議について
認知症の人と家族の会は、2017 年初夏に ADI と共催して国際会議を開催します。
１．国際アルツハイマー病協会 (Alzheimer’s Disease International)
ADI は世界各国にある認知症関連団体の連合組織である。各国における認知症関連団体の設立と活動の
推進を支援し、認知症に関する世界的な関心を高めることを目的とする。主な活動は下記の通りである。
・年次国際会議
・加盟組織支援
・アルツハイマーデー・月間イベント
・本人支援
・調査研究

・情報と知識の提供（出版等）
・姉妹団体提携支援
・アルツハイマー大学
・認知症の人と家族の権利擁護

２．ADI 国際会議
ADI 国際会議は、ADI 活動の中でも最も重要な活動の一つである。毎年 1 回世界各国の加盟団体がロ
ーテーションで ADI と共催する。「認知症の人と家族の会」は 2004 年に京都でこの国際会議を開催した
が、ここで本人が自ら発表を行ったことが、その後の認知症ケアを大きく進展させる契機となった。

（１）ADI 国際会議の目的


認知症についての認識を、世界的規模で高める



ADI 及び各国アルツハイマー協会の活動を世界中に知らせる
（特に会議開催国と周辺地域における認識を向上させる）



各国・地域から高官の代表参加を招聘する



認知症に関心のある個人と組織がネットワークを広げ経験を共有し、互いに学び合う。



認知症研究、治療、ケアについての最新のすぐれた実践を学びあう機会とする



認知症関連団体の業績と、認知症の人と介護者への支援についての情報を共有する。



ADI 加盟団体及び将来の加盟団体が、ワークショップや仲間とのネットワーキングを通じて、団体の能
力を向上させる。



本人と家族が社会に向かって発言できる機会とする。

（２）ADI 国際会議の参加者
ADI 国際会議は様々な分野からの参加者を募る。
 認知症の人
 家族
 介護者
 介護専門職
 研究者
 医師 看護師






認知症関連ボランティア
その他の
専門職
認知症に関心のあるすべての人々

（３）2017 年 ADI 国際会議の運営
ADI 執行委員会

ADI 担当スタッフ

組織委員会
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AAJ 国際会議事務局

科学プログラム委員会

認知症関係団体委員会

＊AAJ：Alzheimer’s Association Japan
「認知症の人と家族の会」の英語表記名
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（４）国際会議テーマ（下記は ADI の暫定案）組織委員会とともに検討し決定予定
＊ 認知症、21 世紀の健康と社会的な課題
＊ 認知症、高齢社会における健康と社会的な課題
＊ 認知症にやさしい地域づくり
＊ その他

（５）国際会議分科会（予定）
＊ 最新の医療科学
＊ 予防
＊ 本人の可能性拡大と支援
＊ 認知症に関連する過去、現在、未来の課題
＊ 認知症に関連する国際的及び政策的状況
＊ 介護者支援（2017 年会議に向けて日本が提案）

（６）日本関係団体委員会
（国内認知症関係団体にて構成し、日本の優れた取り組みを世界に発信する役割を中心的に担う）
本間 昭（委員長）

認知症介護研究・研修東京センター

杉野 文篤

本人

金子 裕美子

介護者

センター長

認知症関係団体メンバー

（７）参加登録

演題受付等（予定）

2015 年 10 月 国際会議 HP 開設
2016 年

4 月 参加登録受付開始 演題受付開始（抄録：英語）
9月

演題受付締め切り

11 月 査読結果通知
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2017 年 ADI 国際会議の概要
１．会議の名称
日本名：2017 年国際アルツハイマー病協会国際会議
英語名：2017 International Conference Alzheimer’s Disease International
２．テーマ
現在検討中（P3 参照）
３．主催
国際アルツハイマー病協会（Alzheimer’s Disease International 略称：ADI）
公益社団法人認知症の人と家族の会（Alzheimer’s Association Japan 略称：AAJ）
４．後援（予定）
厚生労働省、認知症医療介護推進会議構成団体等
５．開催期日 2017 年 4 月または 5 月
６．開催場所 未定
2015 年 7 月頃決定予定
７．会議の主な内容
（１）メインホールにおける、基調講演、シンポジウム
（２）分科会 （参考：2015 年会議分科会）
○最新の医療、科学技術 ○治療 ○予防 ○認知症の人への支援 ○認知症の過去、
現在、○国際的、政治的状況 ○認知症の本人支援 ○介護者支援（日本からの提案）
（３）同時進行プログラム：
各国アルツハイマー協会の活動展示、国際アルツハイマー病協会アジア太平洋地域会
議、国際アルツハイマー病協会総会、国際アルツハイマー病協会医学科学諮問委員会、
国際本人協議会代表者会議など
８．参加数と参加国
参加予定者：4,000 人
９．会議の使用言語

参加国：
（50~60）

英語および日本語

10.連絡先
ADI2017 国際会議事務局
〒602-8143 京都市上京区堀川丸太町下ル京都社会福祉会館
公益社団法人認知症の人と家族の会内
TEL:075-811-8399 FAX:075-811-8188
E メール：aaj2017@alzheimer.or.jp ホームページ：www.alzheimer.or.jp
Alzheimer's Disease International（ADI）
45/46 Lower Marsh, London SE1 7RG U.K.
email: info@alz.co.uk web site:www.alz.co.uk
TEL: +44 (0)20 7620 3011 FAX: +44 (0)20 7401 7351
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