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NIKKEI Dementia Symposium 2020
日経認知症シンポジウム2020
「認知症基本法案」成立に向けて、認知症政策のあるべき姿を考える

主催：日本経済新聞社
共催：日本医療政策機構（HGPI）
後援：厚生労働省、経済産業省、内閣府、認知症の人と家族の会、認知症未来共創ハブ

日時：2020年10月22日（木）　    9：00～17：05

協賛

株式会社 ら い ふ
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9：00～ 9：10　あいさつ1

1986年厚生省入省。2004年社会・援護局
福祉基盤課福祉人材確保対策官（社会・援
護局福祉基盤課福祉人材確保対策室長併
任）。05年内閣官房内閣参事官。08年厚生
労働省老健局振興課長。10年社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課長。12年医政

局国立病院課長。13年厚生労働省医政局
総務課長。15年内閣官房内閣審議官（内
閣総務官室）。17年内閣官房内閣総務官
室内閣総務官。18年厚生労働省大臣官房
総括審議官。19年大臣官房長。20年老健
局長。

土生 栄二氏 厚生労働省 老健局長

9：10～ 9：20　あいさつ2

福井県出身。1993年通商産業省入省。情
報、エネルギー、環境、自動車などの政策を
担当。大分県商工労働部長出向時は地域の
産業振興と労働政策を担当。現在、経済産
業省商務・サービス政策統括調整官兼内閣
官房健康・医療戦略室次長。

山本 和徳氏 経済産業省 商務・サービス政策統括調整官

「認知症政策の方向性と社会の在り方ｰかかりつけ医の取り組みｰ」
9：20～ 9：40　基調講演1

1977年札幌医科大学医学部卒業、88年
新さっぽろ脳神経外科病院を開設、理事長・
院長に就任（91年医療法人に移行、2017
年院長職を退任）、92年日本脳ドック学会
を設立、幹事・事務局長に就任（同学会事務
局を院内に設置）、94年札幌医科大学医学

博士号を取得、97年北海道医師会常任理
事に就任、06年日本医師会常任理事に就
任（13年4月より公益社団法人へ移行）、
10年日本医師会副会長に就任、常任理事
就任時より厚生労働省の「中央社会保険医
療協議会」・「社会保障審議会医療部会」・

「厚生科学審議会」・「社会保障審議会」・
「厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部
会」などの委員を務める、20年日本医師会
会長に就任、現在に至る。

中川 俊男氏 日本医師会 会長

「『認知症不安ゼロのまち おおぶ』の実現に向けて
　～認知症鉄道事故があったまちの認知症施策～」

9：40～10：00　基調講演2

1978年京都大学法学部卒業後、愛知県庁
入庁。2004年から愛知県大府市助役、副
市長を歴任し、16年に大府市長に就任。超
高齢社会を背景に認知症の予防が国民的
課題となる中、就任当初から市内に立地す
る国立長寿医療研究センターや認知症介護
研究・研修大府センターと連携し、「認知症

を予防できるまち」「認知症になっても安心
して暮らせるまち」を目指したまちづくりに
取り組む。後に最高裁まで争われた鉄道事
故裁判を契機に、市民、事業者、地域組織
および関係機関の役割、市の責務について
定めた全国初となる「大府市認知症に対す
る不安のないまちづくり推進条例」を17年

12月に制定。本年、市制施行50周年を迎
え、市制施行以来、都市目標に掲げてきた
「健康都市」の理念を継承し、「いつまでも 
住み続けたい サスティナブル健康都市おお
ぶ」の実現に取り組んでいる。

岡村 秀人氏 愛知県大府市長

PROGRAM ※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
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「生活者視点の認知症フレンドリー ＜社会とのつながりを保つために＞
　～まちづくり領域を中心に、afterコロナを見据えて～」

10：10～11：25　パネルディスカッション1

早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業
後、東京海上日動火災保険株式会社を経
て、20 1 6年より日本医療政策機構
（HGPI）に参画。18年に早稲田大学大学
院政治学研究科修了（公共経営修士）。
HGPIでは主に認知症政策プロジェクトの

ほか、メンタルヘルス政策プロジェクト、子
どもの健康プロジェクトなどを担当してい
る。これまでに愛知県『オレンジタウン構想』
WGメンバーなど自治体の認知症施策にも
関わる。現在、東京医科歯科大学大学院非
常勤講師、田園調布学園大学兼任講師を務

め、その他外部での公共政策・医療政策に
関する講演・講義・寄稿なども行っている。

栗田 駿一郎氏 日本医療政策機構 マネージャー
モデレーター

小樽商科大学卒業。1982年安田火災海上
保険（現：損保ジャパン日本興亜）に入社。
2016年らいふホールディングス入社（兼）
らいふ執行理事就任。17年らいふホール
ディングス取締役およびらいふ取締役就任
（現職）。介護部門（施設・在宅）の事業責任

者として入居率99.5%を達成し、地域高齢
者を雇用する［パワフルスタッフ］制度を導
入した。認知症と医薬品適正使用の相関性
に関し、東京大学や国際医療福祉大学と共
同研究に取り組んでいる。

小林 司氏 らいふ 取締役

宮城県仙台市生まれ。教育問題などを中心
にジャーナリストとして活躍し、1996年か
ら2009年まで衆議院議員を3期11年務め
る。11年4月より世田谷区長（現在3期目）。
「参加と協働」を合言葉に住民参加のまち
づくりを進め、子どもや若者支援に精力的

に取り組む。
著書「子どもの学び大革命」（ほんの木）、
「NO！で政治は変えられない－せたがや
YES！で区政を変えた8年の軌跡―」（ロッ
キング・オン）など。

保坂 展人氏 世田谷区長

1983年千葉大学医学部卒業。東京大学医
学部付属病院リハビリテーション部医員、
船橋二和（ふたわ）病院リハビリテーション
科科長などを経て、97年日本福祉大学助
教授。University of Kent at Canter
bury（イギリス）客員研究員（2000-01）、
日本福祉大学教授を経て、14年から現職。

千葉大学予防医学センター 社会予防医学
研究部門 教授。16年から国立長寿医療研
究センター 老年学・社会科学研究センター 
老年学評価研究部長を併任。18年一般社
団法人 日本老年学的評価研究機構 代表理
事（併任）。「健康格差縮小を目指した社会
疫学研究」で20年度「日本医師会医学賞」

受賞、「健康格差社会－何が心と健康を蝕
むのか」（医学書院 05年）で社会政策学会
賞（奨励賞）受賞。近著「健康格差社会への
処方箋」（医学書院 17年）、「研究の育て
方」（医学書院 18年）、「長生きできる町」
（角川新書 18年）。

近藤 克則氏 

1951年8月29日生まれ。3年前、前頭側頭
型認知症診断。中学校の教師を7年間勤
め、大牟田市議会議員を16年務めた。市議
になった動機は政治の力で世の中を変えた
い、子供達が生き生きと学び、のびのびと成
長できる環境を作りたいと思った事。16年
後、県議選に挑戦したが惜敗。多額な負債

を抱え返済のために約20年間塾を経営。市
議の活動を通して一人の力だけではどうに
もならないこと、皆が力を合わせることの大
切さを痛感した。大牟田市は高齢者が多く、
一人暮らしや身寄りのないお年寄りが多い。
約10年前に一人暮らしの老婦人が孤独死
をした。その時の経験から近隣住民で見守

り合える地域作りが大切であると感じてい
る。皆が安心して生活できる大牟田市にな
るよう、自分ができることを皆と協力しなが
ら実行して暮らしていきたいと思っている。

金澤 明夫氏

パネリスト

千葉大学 予防医学センター 社会予防医学研究部門 教授、国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター 
老年学評価研究部長（併任）、日本老年学的評価研究機構 代表理事（併任）
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11：25～12：05　ご本人セッション

京都大学法学部卒業後、東京大学社会科
学研究所特任准教授、オランダ・ユトレヒト
大学訪問教授などを経て2017年4月より
現職（医学部兼担、認知症未来共創ハブ・
リーダー）。博士（国際公共政策）。社会保障
審議会・介護給付費分科会および福祉部会

（厚生労働省）などの委員を歴任。地域包括
ケアイノベーションフォーラム事務局・人と
まちづくり研究所代表理事などとして、com
passionate community、dementia 
friendly communityなどを手がかりに、よ
り人間的で持続可能なケアと地域づくりに

向けた移行の支援および加速に取り組む。
中学生の頃より、おもに障害者の自立生活
の介助を継続。訪問介護員2級／メンタル
ケアのスペシャリスト。日経ウーマン・オブ・
ザ・イヤー2015リーダー部門入賞。

堀田 聰子氏 慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 教授

金澤 明夫氏

1983年名古屋工業大学卒。83年～2013
年シャープ勤務。17年3月より奈良市の
SPSラボ若年認知症サポートセンター きず
なや で活動開始。当事者自身の活動団体 
まほろば倶楽部を設立。20年4月より奈良
県委託事業 奈良県若年性認知症サポート

センター ピアサポーター。

平井 正明氏 まほろば倶楽部 代表、奈良県委託事業 奈良県若年性認知症サポートセンター ピアサポーター

───12：05～13：05　昼食・休憩───

「生活者視点の認知症フレンドリー ＜日々を快適に暮らすために＞
　～家庭生活領域を中心に、afterコロナを見据えて～」

13：05～14：35　パネルディスカッション2

慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後、医
療機器メーカー、IT企業戦略コンサルティン
グ部門を経て、国際ロータリー財団グロー
バル奨学生として渡米。カリフォルニア大学
サンフランシスコ校修士課程でグローバル
ヘルスを専攻し、インドネシアにて母子保健

のフィールドワークを経験（MSc.グローバ
ルヘルス）。大学院卒業後、2016年より日
本医療政策機構に参画。認知症に関する国
内外の産官学民連携促進や世界認知症審
議会（WDC: World Dementia Council）
との調査研究に取り組むほか、非感染症疾

患対策、こどもの健康、タイ・マヒドン大学と
の協働でパンデミック下における移民の健
康支援事業を担当している。

吉村 英里氏 日本医療政策機構 シニアマネージャー
モデレーター

1998年日本大学経済学部産業経営学科
卒業。亜細亜証券印刷（現プロネクサス）、
ジョンソン・エンド・ジョンソンを経て、2017
年Integra Japan入社。2005年よりヘル
スケアカンパニーで主に脳神経外科領域の
手術で使用される医療機器の販売に従事。

取扱製品に水頭症の治療で使われる医療
機器があり、一般的には認知度の低い特発
性正常圧水頭症（iNPH）の疾患啓発に企
業として取り組んでいる。全国的に受診率
が低いことが課題となっており、一人でも多
くの方が治療の恩恵を受けられるよう、ポー

タルサイト（http://inph.jp）やコールセン
ター（0120-279-465・つなぐ よろこび）の
運営、セミナーや講演会、市民公開講座な
どを企画し、製品の供給以外に企業の社会
的責任を果たすための様々な施策を実施し
ている。

佐藤 友哉氏 Integra Japan Strategic Marketing Manager
パネリスト

1962年、大阪府生まれ。8歳の時に東京都
小平市に転居。補聴器、魚群探知機などの
プリント基盤を製造する会社に入社。仕事
上でのミスが重なり、52歳の時に配置転換
となる。55歳の時に若年性アルツハイマー
型認知症と診断され、同年に退職。その後、

一年間の空白の期間を経て、現在は
「DAYS BLG!はちおうじ」のメンバーとし
て、仲間と一緒に「ハタラク」に挑戦してい
る。

美並 宏氏

モデレーター

パネリスト
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「診断治療に関する研究開発の促進」
14：45～15：45　パネルディスカッション3

1979年早稲田大学政治経済学部卒業。同
年日本経済新聞社入社、編集局産業部（現
企業報道部）に配属。81年同新潟支局。84
年同科学技術部。88年同国際部。89年日
本経済新聞社米州総局ワシントン支局。92
年日本経済新聞社編集局科学技術部。93

年日本経済新聞社大阪本社経済部編集委
員。96年日本経済新聞社東京本社科学技
術部次長。2002年同科学技術部編集委
員。04年同科学技術部長。06年兼編集局
次長。07年同科学技術部編集委員。09年
論説委員を兼務。14年論説委員兼編集局

経済解説部編集委員。16年8月末に日本経
済新聞社を定年退社、同年9月から編集局
編集委員（嘱託）。

滝 順一 日本経済新聞社 編集局編集委員

モデレーター

パネリスト

1985年東京大学 薬学部卒。同年、武田薬
品工業入社、93年より米国 TAP Pharma
ceuticals Inc.出向。Takeda America
R&D Center出向。2008年帰国後、事業
開発部長歴任。同年、京都大学大学院医学
系研究科修士取得。13年富士フイルム入

社、再生医療事業部長、医薬品事業部長、
富山化学工業取締役を経て現在に至る。製
薬業界に30年以上携わり R&D、ライセン
スおよび事業開発に従事。

伴 寿一氏 富士フイルム 執行役員 医薬品事業部 副事業部長

1974年11月1日生。97年KBC九州朝日
放送に入社。福岡の朝の顔として情報番組
や環境番組のキャスターを務める。2010年
12月に福岡市長就任。14年、18年の選挙
でいずれも史上最多得票を獲得し再選、現
在3期目。積極的なスタートアップ支援や国

家戦略特区を活用した規制改革による新し
い価値の創出に取り組む。また、少子高齢
化を始めとする様々な社会課題の解決へ向
け、新たなテクノロジーやビジネスモデルの
実装を進めるとともに、「福岡100」や「認
知症フレンドリーシティ・プロジェクト」など、

人生100年時代を見据えたチャレンジにも
注力している。

髙島 宗一郎氏 福岡県福岡市長

1964年生まれ。89年リクルートコスモス
（現コスモスイニシア）入社、新築マンショ
ン販売、中古マンション仲介業に従事。92
年コスモスライフ（現大和ライフネクスト）
に転籍。賃貸マンション管理、分譲マンショ
ン管理に従事。おおよそマンションにまつわ

る販売、仲介、管理のすべてを経験してい
る。こうした「現場を知る強み」を生かし、閉
鎖的であると言われているマンション管理
業に風穴を開け、社会課題に向き合うため
の情報を発信することを目的として、2018
年社内に「マンションみらい価値研究所」を

立ち上げる。マンションに関するあらゆる問
題をデータを用いて数値化、可視化して発
信している。著書に「マンション管理のトラ
ブル解決Q＆A」（共著、ぎょうせい 18年）。

久保 依子氏 大和ライフネクスト マンション事業本部、マンションみらい価値研究所 所長 兼 事業推進部 部長

東京慈恵会医科大学卒業後、同精神医学
講座に所属。1992年～95年スウェーデン・
カロリンスカ研究所客員研究員。2003年
東京都立保健科学大学 教授。05年～10年
首都大学東京（都立大学）健康福祉学部 学
部長。11年～14年首都大学東京（都立大

学）副学長。17年東京慈恵会医科大学 精
神医学講座 教授。17年首都大学東京（都
立大学）名誉教授。
社会的活動：日本認知症ケア学会 理事長、
老年精神医学会 理事、東京都認知症対策
推進会議 副議長。著書「認知症の精神療法 

アルツハイマー型認知症の人との対話」
（ハウス出版 20年）。

繁田 雅弘氏 東京慈恵会医科大学 精神医学講座 教授、首都大学東京（現 都立大学） 名誉教授

美並 宏氏
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「企業が持続可能な形で認知症の人に貢献していくには ～総括と展望」
15：55～16：55　クロージングセッション

1999年東京大学医学部卒業。聖路加国際
病院で臨床医療を経験する。その後、東大
院医学系研究科（老年病学・分子病理学）で
学位を取得し、ナノ医療を開発する医工連
携プロジェクトに携わり同大MD研究者育成
プログラムの設立を担う。2012年から岡山
大学教授、18年に自ら設立に携わった文理

統合型大学院の教授に任ぜられ、難治疾患
治療法の開発を続けている。17年から同大
副理事として国連SDGs達成の取り組みを
推進し、日本政府SDGsアワードを受賞す
る。日本学術会議で10年以降若手アカデ
ミーを設立し16年まで副代表を務め、20年
に第二部会員に選出される。政府関連では

文部科学省、内閣府総合科学技術イノベー
ション会議、JSTなどでの役割に加え、19
年から外務大臣次席科学技術顧問を外務
省より委嘱され、臨床、研究、教育、そして
公的活動に携わっている。

狩野 光伸氏 岡山大学 副理事・大学院ヘルスシステム統合科学研究科 教授、外務大臣次席科学技術顧問
モデレーター

パネリスト

1985年早稲田大学法学部卒業。同年4月
安田火災海上保険入社。2019年1月
SOMPOケア顧問。19年4月SOMPOホー
ルディングス介護・ヘルスケア事業オーナー
執行役員、SOMPOケア代表取締役会長
CEO（現職）。19年6月SOMPOホール

ディングス介護・ヘルスケア事業オーナー執
行役（現職）。
認知症関連講演など：19年8月認知症医療
介護推進会議登壇、19年8月日本認知症
官民協議会 認知症イノベーションアライア
ンスワーキンググループ委員就任、19年

10月日経認知症シンポジウム登壇、20年5
月HGPIセミナー特別編「COVID-19下に
おける、認知症を取り巻く『いま』を考える」
登壇、など。

笠井 聡氏 SOMPOホールディングス 介護・ヘルスケア事業オーナー 執行役

1998年に東京大学法学部を卒業後、通商
産業省（当時）に入省。主にエネルギー、通
商、製造業などの分野での政策立案に従事
し、2020年5月から経済産業省 商務・サー
ビスグループ ヘルスケア産業課長に着任。
直前は、資源エネルギー庁エネルギー制度

改革推進総合調整官として、電気事業法・
再生可能エネルギー特別措置法の改正を
担当。また、OECD日本政府代表部や財務
省主計局といった他省庁への出向経験も有
する。

稲邑 拓馬氏 経済産業省 商務・サービスグループヘルスケア産業課長

1988年大阪大学医学部卒業。93年大阪
大学医学部大学院 博士（医学）取得。93年
～96年NY州立発達障害基礎研究所 研究
員。96年～97年好寿会美原病院　精神科
医員。97年～2002年大阪大学大学院医
学系研究科 精神医学助手。02年～13年大

阪大学大学院医学系研究科 精神医学講
師。13年～20年大阪大学大学院医学系研
究科 精神医学准教授。15年～20年大阪大
学大学院医学部付属病院 病院教授併任。
20年4月厚生労働省老健局総務課認知症
施策推進室 認知症対策専門官。20年8月 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推
進課 認知症対策専門官/課長補佐。20年
10月厚生労働省老健局認知症施策・地域
介護推進課 認知症対策専門官/課長補佐/
研究開発係長。

田中 稔久氏 厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課 認知症対策専門官 / 課長補佐

1993年東京大学医学部卒業。2002年医
学博士。スタンフォード大学留学、科学技術
振興機構さきがけ研究員、東京大学准教授
を経て20年より現職。専門は認知症性疾患
を始めとした中枢神経疾患の診療、病態・治
療研究と脳神経内科医の育成。

岩田 淳氏 東京都健康長寿医療センター 脳神経内科 部長

平井 正明氏
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東京大学医学部卒業。1969-84年在米。
79年UCLA内科教授。89年東京大学内科
教授、96年東海大学医学部長。日本学術会
議会長（2003-06年）、内閣特別顧問
（06-08年）、WHOコミッショナー（05-08
年）、GHIT Fund代表理事・会長(13-18

年)、内閣官房健康・医療戦略室 健康・医療
戦略参与（13-19年）、沖縄科学技術大学
院大学学園理事（11-20年）などを歴任。現
在、野口英世アフリカ賞委員長、東海大学
特別栄誉教授、広島大学特別顧問、世界認知
症審議会メンバー、COVID-19 AIアドバイ

ザリー・ボード委員長。
国会事故調委員長の功績により Foreign 
Policy‘100 Top Global Thinkers 20
12’,“AAAS 2012 Scientific Freedom
and Responsibility Award”を受賞。
http://www.kiyoshikurokawa.com/

黒川 清氏 日本医療政策機構 代表理事、政策研究大学院大学、東京大学名誉教授

堀田 聰子氏

2000年厚生労働省入省。以来、衛生行
政、児童福祉行政、両立支援施策などを担
当したほか、経済産業省、内閣府に出向。
11年政策統括官付社会保障担当参事官室
室長補佐。12年愛媛県経済労働部労政雇
用課長。14年派遣・有期労働対策部企画課

長補佐。15年医薬・生活衛生局総務課長補
佐。16年大阪府福祉部介護支援課長。18
年人材開発統括官付若年者・キャリア形成
支援担当参事官室企画官、訓練企画室長。
19年政策統括官付統計・情報総務室企画
官。20年2月厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策本部。20年8月老健局認知症
施策・地域介護推進課認知症総合戦略企画
官。

菱谷 文彦氏 厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課 認知症総合戦略企画官

愛知県大府市出身。1974年愛知県立大学
社会福祉学科卒。愛知県および石川県内の
病院、介護施設で、医療ソーシャルワー
カー、特別養護老人ホーム施設長、介護支
援専門員（ケアマネジャー）として勤務
（2017年3月まで）。84年「家族の会」石川

県支部の設立に参加、以後事務局長、世話
人として活動。15年「家族の会」本部常任
理事、17年6月代表理事に就任し、現在に
至る。日本認知症官民協議会実行委員、金
城大学非常勤講師、精神保健福祉士。

鈴木 森夫氏 認知症の人と家族の会 代表理事


