アルツハイマー病医療推進フォーラム
「アルツハイマー病臨床研究を推進するコンソ―シアムの役割」の開催について

大阪市立大学医学部は、平成 29 年 4 月 11 日（火）に、南カリフォルニア大学 ATRI（Alzheimer’s
Therapeutic Research Institute）と日本における認知症医療推進のための基盤整備に関する相互
協力協定を締結することとなりました。日本国内の認知症臨床研究支援事業「AMED 研究事業」
を展開する大阪市立大学と、米国のアルツハイマー病治療研究所である ATRI が、認知症臨床研究
推進のための基盤整備に向けたノウハウの共有や日本の認知症臨床研究を推進することを目的と
して締結するものです。これにより、日本国内においてアメリカと同様の基盤整備が可能になり、
グローバル治験の推進が加速することが期待されます。
この相互協力協定記念事業として、
「アルツハイマー病臨床研究を推進するコンソーシアムの役
割」と題したアルツハイマー病医療推進フォーラムを開催します。世界における認知症患者の数は
増加の一途をたどっており、日本も例外ではありません。アルツハイマー病の医療推進は、世界に
おいて解決すべき最重要課題となっており、この度、世界をリードするアルツハイマー病研究者を
大阪市立大学にお招きし、日米の認知症の治験や現状、展望について討論を行います。

１．日 時：平成 29 年 4 月 11 日（火）13 時 30 分～17 時 00 分
２．会 場：大阪市立大学阿倍野キャンパス 医学部学舎 4 階 大講義室
〒545-8585 大阪市阿倍野区旭町 1 丁目 4 番 3 号
アクセス：http://www.med.osaka-cu.ac.jp/outline/accsess.shtml
３．プログラム：
13:30～14:00 挨拶
大阪市立大学医学研究科長兼医学部長 大畑 建治 教授
大阪市立大学 荒川 哲男

学長

厚生労働省、AMED、PMDA ほか（予定）
14:00～16:40 フォーラム
南カリフォルニア大学 Paul Aisen 教授
南カリフォルニア大学 Rema Raman 教授
南カリフォルニア大学 Devon Gessert 先生
南カリフォルニア大学 Gustavo Jimenez-Maggiora 先生
大阪市立大学医学部

森 啓 特任教授

東京大学医学部

岩坪 威 教授

大阪市立大学 医薬品・食品効能評価センター長 加藤 祐一 教授
大阪市立大学医学部

新谷

16:40～17:00 総合討論
※同時通訳はありません。

歩 教授

参加費：無

料

※研究者対象のフォーラムのため、医療関係者を対象とさせて
いただきます。一般の方は参加できません。
4.主 催：大阪市立大学医学部、一般社団法人 大阪国際医療機構
5.後 援：厚生労働省（予定）、大阪市（予定）
、日本認知症学会
6.懇親会（18:00～）有 料。
大阪市立大学医学部付属病院 6 階「レストラン ROYAL」
（会費 5000 円、定員 100 名、事前申し込み制）
7.参加申し込み：ホームページにある申込用紙をダウンロードの上、必要事項を記入して、FAX に
てお申し込みください。
8.お問合せ先：アルツハイマー病医療推進フォーラム実行委員会 事務局
TEL：06-6646-6185（平日 9 時～17 時）

アルツハイマー病医療推進フォーラム

大阪市立大学医学部・南カリフォル ニア大学 ATRI（ Alzheimerʼ s
Therapeutic Research Institute）相互協力協定締結記念事業

アルツハイマー病臨床研究を推進する
医療コンソーシアムの役割
The role of academic consortia in AD therapeutic research

平成２９年４月１１日（火）大阪市立大学医学部 大講義室

日米
共同
大阪市立大学 大畑 建治 医学部長

南カリフォルニア大学 ATRI ポール・アイゼン 教授

アルツハイマー病の臨床研究を推進する国家プロジェクトである「AMED 研究事業」を展開する大阪市立大学は、
この度米国内で認知症研究をリードする南カリフォルニア大学 ATRI との相互協力協定を締結することとなりました。
新たに JDCS の機能を拡充させた J-ATRI を創設することをめざし、本フォーラムでは、ATRI 所長ポール・アイゼン教授と
3 名のスタッフをお招きし、日米のアルツハイマー病の治験と観察研究の課題と展望について議論し、
全米を主導する ATRI のシステムを日本に初めて導入する記念事業といたします。

プログラム
● 14：00 〜 16：40

● 13：30 〜 14：00 挨拶
医学研究科長兼医学部長 大畑 建治 教授
大阪市立大学 荒川 哲男 学長
厚生労働省・AMED・PMDA ほか（予定）

● 16：40 〜 17：00

総合討論

フォーラム

大阪市立大学医学部

南カリフォル ニア大学

森 啓 特任教授

ポール・アイゼン 教授

岩坪 威 教授（東京大学）

レマー・ラーマン 教授

加藤 祐一 教授

デブン・ゲサート 先生

新谷 歩 教授

グスタボ・ヒメネス・マッジョーリャ 先生

● 18：00 〜

懇親会（5000円・事前申し込み必要）
※希望者多数の場合は抽選

■ 主催 ／ 大阪市立大学 医学部・一般社団法人 大阪国際医療機構
■ 後援 ／ 厚生労働省（予定 ）・大阪市（予定 ）・日本認知症学会・長寿科学振興財団
お問い合わせ先：アルツハイマー病医療推進フォーラム実行委員会 事務局
〒545-8585 大阪府大阪市阿倍野区旭町 1−4−3

大阪市立大学大学院

医学研究科

認知症臨床研究センター

TEL 06-6646-6185

FAX

06-6646-6165
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枠内ご記入の上、FAX にて送信してください。

申込期限

３ 月 ３１ 日（金）迄

＊懇親会につきましては、懇親会場の定員を超えた申し込みがあった場合には、
抽選とさせていただきます。懇親会に参加いただけるかどうかは、当日会場
受付にて、参加受付の時にお知らせさせていただきます。

申込書送付先

アルツハイマー病医療推進フォーラム実行委員会 事務局
〒545-8585 大阪府大阪市阿倍野区旭町 1−4−3
大阪市立大学大学院

FAX

医学研究科

認知症臨床研究センター

06-6646-6165

