
2019年

12月26日（木）

200 名（先着順・参加無料）

名古屋マリオットアソシアホテル

16 階 アイリス , タワーズボールルーム
〒450-6002　愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4

公益財団法人

長寿科学振興財団

後　援
内閣府、厚生労働省、愛知県、名古屋市、大府市、東浦町、（国研）国立長寿医療研究センター、（公社）日本医師会、（公社）愛知県医師会、

（一社）愛知県歯科医師会、（一社）愛知県薬剤師会、名古屋大学、名古屋市立大学、愛知医科大学、藤田医科大学、日本福祉大学、
（公財）健康・体力づくり事業財団、健康日本 21 推進全国連絡協議会、（公財）愛知県健康づくり振興事業団、（社福）仁至会、中日新聞社

主　催

小野 庄一 氏
写真家

永田 久美子 氏
認知症介護研究・研修東京センター

研究部長

山崎 章郎 氏
ケアタウン小平クリニック

院長

大島 伸一 氏
国立長寿医療研究センター 

名誉総長

祖父江 逸郎
長寿科学振興財団

理事長

大熊 由紀子
国際医療福祉大学大学院

教授

「シンポジウム」13時00分～15時40分

「記 念 式 典」15時45分～17時00分

日　時

会　場

定　員

公益財団法人

長寿科学振興財団

後　援

参加申込方法 原則として事前の申し込みが必要です。

【FAX】0562－84－5414
【E-mail】entry@tyojyu.or.jp （件名：記念シンポジウム）

参加をご希望の方は、①代表者氏名、②連絡先住所、③連絡先電話番号、④参加人数を下記のいずれかの方法で（公財）長寿科学
振興財団事業推進課までお知らせください。

令和元年11月12日（火）から12月18日（水）まで（定員になり次第締め切ります）
＊参加者には12月23日（月）までに整理券を郵送します。

申込期間

財団 HP

（公財） 長寿科学振興財団　事業推進課　【電話】 0562-84-5411

お問合せ

【郵便はがき】 〒470-2101 愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山 1-1 あいち健康プラザ４F

長寿科学振興財団　設立30周年記念シンポジウム（第3回）および「記念式典」

2019年

12月26日（木）

名古屋マリオットアソシアホテル

16 階 アイリス , タワーズボールルーム
〒450-6002　愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4

200 名（先着順・参加無料）

内閣府、厚生労働省、愛知県、名古屋市、大府市、東浦町、（国研）国立長寿医療研究センター、（公社）日本医師会、（公社）愛知県医師会、
（一社）愛知県歯科医師会、（一社）愛知県薬剤師会、名古屋大学、名古屋市立大学、愛知医科大学、藤田医科大学、日本福祉大学、
（公財）健康・体力づくり事業財団、健康日本 21 推進全国連絡協議会、（公財）愛知県健康づくり振興事業団、（社福）仁至会、中日新聞社

主　催

明るく活力のある

長寿社会の実現に向けて

～人生         年時代を語る～

明るく活力のある

長寿社会の実現に向けて

～人生         年時代を語る～

小野 庄一 氏
写真家

永田 久美子 氏
認知症介護研究・研修東京センター

研究部長

山崎 章郎 氏
ケアタウン小平クリニック

院長

大島 伸一 氏
国立長寿医療研究センター 

名誉総長

祖父江 逸郎
長寿科学振興財団

理事長

大熊 由紀子
国際医療福祉大学大学院

教授

講演者

「シンポジウム」13時00分～15時40分

「記 念 式 典」15時45分～17時00分

※財団 HP からもお申込いただけます。



【FAX】0562－84－5414

FAXでお申込みの方は、太枠内の必要事項を記入の上　0562-84-5414　まで送信して下さい。

代表者氏名
フリガナ（　　　　　　　　　　　）

連絡先住所 参加人数電話番号

（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　ー 名

申込期限　12月18日（水）必着（定員になり次第締め切ります）

番号はお間違えないようご注意ください。

プログラム ～終（つい）から考える人生の最終章へ～
（１）記念シンポジウム 13：00～ 13：10 開会式　主催者あいさつ（長寿科学振興財団）
  13：10～ 13：30 講演①「百歳王からみる生命と光」 
   シンポジスト　小野　庄一 氏（写真家）
  13：30～ 13：50 講演②「認知症とともに生きる希望：地域共生社会に向けて」
   シンポジスト　永田　久美子 氏（認知症介護研究・研修東京センター 研究部長）
  13：50～ 14：20 講演③「人生の最終章をどう生きますか？～自分で決めたい自分のこと（最期）～」
   シンポジスト　山崎　章郎 氏（ケアタウン小平クリニック 院長）
  14：20～ 14：40 講演④「超高齢社会における医療・介護」
   シンポジスト　大島　伸一 氏（国立長寿医療研究センター  名誉総長）
  14：55～ 15：40 パネルディスカッション
   「明るく活力のある長寿社会の実現に向けて～人生 100年時代を語る～」
   「尊厳のある人生の最終章のために」
   パネリスト：小野　庄一 氏、永田　久美子 氏、山崎　章郎 氏、大島　伸一 氏
   座　　　長：祖父江　逸郎（長寿科学振興財団 理事長）、
    大熊　由紀子（国際医療福祉大学大学院 教授）
（２）記念式典   15：45～ 17：00 どなたでも参加できます、是非ご参加ください。

小野　庄一 （おの　しょういち）
写真家
東京経済大学、写真専門学校卒業。週刊誌の委嘱写真記者を経
て独立。満100 歳以上の人々のポートレート集で1993 年第 30
回太陽賞受賞。1994 年には同作品をまとめた写真集『百歳王』
（新潮社）で注目を浴びる。2005 年より富士山頂から望む絶景
「テッペン !」もライフワークに加え、撮影活動を続けている。

山崎　章郎 （やまざき　ふみお）
ケアタウン小平クリニック　院長
千葉大学医学部卒業後、同大学病院勤務。1984年より八日
市場市民総合病院（現・匝瑳市）にて消化器医長を務め、院
内外の人々とターミナルケア研究会を開催。1990年、『病院
で死ぬということ』刊行。91年より聖ヨハネ会総合病院桜町
病院（東京・小金井市）にてホスピス科部長を務める。05年10月にケアタウン小平ク
リニック（東京・小平市）を開設。著書に『病院で死ぬということ』（主婦の友社、文
春文庫）、『家で死ぬということ』（海竜社）、『市民ホスピスへの道』（共著、春秋
社）、『「在宅ホスピス」という仕組み』（新潮社）など。

大熊　由紀子 （おおくま　ゆきこ）
国際医療福祉大学大学院教授
東京大学教養学科で科学史・科学哲学を専攻。卒業後、朝日新聞
社に入社し、社会部、科学部の記者、科学部次長などを経て、
1984年同社で女性初の論説委員になり、医療、福祉、科学分野の
社説を17年間担当。2001年から大阪大学大学院人間科学研究
科教授（ソーシャルサービス論）、2004年より国際医療福祉大学大学院教授（医療福祉
ジャーナリズム分野）。『「寝たきり老人」のいる国いない国』『恋するようにボランティア
を～優しき挑戦者たち』（ぶどう社）、『物語・介護保険』（岩波書店）、『誇り・味方・居場所
～私の社会保障論』（ライフサポート社）など著書多数。福祉と医療・現場と政策をつな
ぐ「えにし」のHP（http:／／www.yuki̶enishi.com／）でも発信中。

永田　久美子 （ながた　くみこ）
認知症介護研究・研修東京センター
千葉大学大学院看護学研究科修了。東京都老人総合研究所
(現：東京都健康長寿医療センター研究所)を経て、2000年か
ら現所属。学生時代から、「人が認知症になってからも自分ら
しく生ききる」をテーマに、本人視点にたった人材・チームづく
り、行方不明にならずに外出を楽しみ続けられる地域づくり、各自治体の風土に根
差した地域支援体制づくり、本人が声と力を発してあたりまえに暮らせる社会を築
くための活動と研究を続けている。著書に、「認知症の人たちの小さくて大きなひ
と言」（harunosora社）など多数。

大島　伸一 （おおしま　しんいち）
国立長寿医療研究センター　名誉総長
名古屋大学医学部卒業後、社会保険中京病院泌尿器科、1992
年同病院副院長、1997年名古屋大学医学部泌尿器科学講座教
授、2002年同附属病院病院長を経て、2004 年国立長寿医療
センター総長、2010 独立行政法人国立長寿医療研究センター
理事長・総長。2014年より名誉総長。名古屋大学名誉教授、日本福祉大学常任理事。
著書に『超高齢社会の医療のかたち、国のかたち』（グリーン・プレス／2014 年）、
『老後を生き抜く方法』（宝島社）、『長寿の国を診る』（風媒社）など。

祖父江　逸郎 （そぶえ　いつろう）
1921年名古屋生まれ、1943年名古屋帝国大学医学部卒業、
1945年海軍軍医大尉、1954年米国南カリフォルニア大学留学
神経学専攻、1975年名古屋大学医学部内科学教授、1976年名
古屋大学医学部附属病院長、1978年名古屋大学医学部長、
1980年名古屋大学医学部附属病院長、1984年国立療養所中部
病院（現・国立長寿医療研究センター）院長、1991年愛知医科大学学長、2011年よ
り公益財団法人長寿科学振興財団理事長。名古屋大学名誉教授、愛知医科大学名誉
教授。勲二等旭日重光章。専攻は神経内科、内科学。

＊申込時にいただく個人情報は本シンポジウムの運営管理にのみ使用し、他の目的では使用いたしません。

（〒　　　－　　　　）
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