慶應義塾大学大学院経営管理研究科
グローバル・ビジネス・フォーラムによる
日本のグランド・デザイン策定を行う融合型実践教育

Grand Design by Japan
2014 年度，フォーラム(3)
2014 年 12 月 23 日（火曜日，祝日）13:30-18:30

『人類の健康と疫学－認知症を中心に』
平成 26 年度，慶應義塾大学次世代研究プロジェクト推進プログラム，「専門融合型・世代縦
断型研究による健康寿命延伸のグランド・デザイン提示の予備的研究」 共催
プログラム
2014 年度の第 3 回目のフォーラムとして，健康の疫学をとりあげます。この分野の最先端の
講師をお招きし，講演と討議を行います。「健康に関して知るためには科学的，統計的分析を
データに基づいて行う必要があります。その有力な方法の一つに，集団そのものを対象にし
たデータの分析による疫学があります。今回のフォーラムはこの分野のなから，次の講演を行
いす。また，音楽と認知症についての講演も行います。
開催趣旨説明 13:30-13:40 主催者によるフォーラムの開催趣旨説明
I セッション 13:40－15:00 「生活習慣病と認知症：久山町研究」
講師，清原裕 九州大学医学部教授
要旨：わが国では人口の高齢化および長寿化が急速に進み，それに伴い認知症を有する高
齢者が急増しています。本講演では，福岡県久山町で長年にわたり継続されている世界的に
著名な疫学調査（久山町研究）の成果により，地域高齢者における認知症の実態，増加の要
因，予防法について講演します。
II. 15：15－16：35 「百寿者より超百寿者調査へー健康長寿のモデルを求めてー」
講師 広瀬信義 慶應義塾大学医学部教授
要旨 従来，百寿者(センテナリアン:100 歳)は健康長寿の理想モデルと考えられていました。
しかし，全ての百寿者が健康長寿を達成したわけではありません。本講演では健康長寿モデ
ルと考えられる 105 歳（超百寿者），110 歳(スーパーセンテナリアン)に焦点をあて，その特徴
についてお話をしたいと思います。この研究はまだ進行中で、ヒトの健康長寿研究の展望に
ついてお話しします。
III.セッション 16：50－18：10 「Living happily with dementia (認知症とともに幸福に生きる)」.
講師 山口晴保 群馬大学保健学研究科 教授
要旨：認知症とは何か，認知症は予防できるか，認知症になると不幸か，認知症で死ぬか，な
どなど，皆様と議論し，皆様の常識を覆すことができたら死んでもいい，‥‥‥‥なんてこと
はありませんが，嬉しいです。」

18:15-19:00「音楽療法と認知症・介護予防」
講師 村林信行 心療内科 アーツクリニック大崎院長
要旨：音楽療法とは音楽の持つ力を音楽療法士が意図的・計画的に使用し，対象者の病状
の改善や生活の質の向上をめざす方法です。多くの音楽療法士が認知症のケアや介護予
防に従事しています。今回は現在進行中の日本音楽療法学会のプロジェクトで，音楽療法の
介護予防に対する効果を中心にお話しします。
日程
場所

2014 年 12 月 23 日（火曜日，祝日）13：30 －19：00
慶應義塾大学日吉，協生館 5F エグセキュティブ・ルーム
地図：http://www.keio.ac.jp/ja/access/hiyoshi.html
実施方法 事前登録制による公開ワークショップ型の基調講演と討議
実施主体 慶應義塾大学大学院経営管理研究科「ビジネス・教育研究開発室」ならびに「グ
ランド・デザイン策定の融合型教育プログラム」keio.grand.design@gmail.com
企画・監修 姉川知史 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授
参加料金 無料公開，事前申し込みをお願いします。
申込方法
方法 1 末尾の内容を keio.grand.design@gmail.com あるいは 045-562-3502 (Fax) にお送り
ください。同じものは http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/
http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index.html からもダウンロードできます。
方法 2 メールフォーム http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/infoforum.html
方法 3 下記に氏名その他を御登録いただければ今回の参加申し込みができ，さらに，今後
の企画案内送付を差し上げます。
https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/
過去の配信記録 過去のフォーラムの動画配信は下記のとおりです。USTERAM から
Youtube に移転しました。 https://www.youtube.com/user/KeioGrandDesign
案内記録
https://sites.google.com/site/keiogranddesign/
今後のフォーラム企画
2015 年 1 月 31 日 インフラストラクチュア産業－交通，通信，エネルギー
「都市とインフラストラクチュア－リニアモーターカー」 （仮題）
講師，橋山禮次郎先生他
2015 年 2 月以降
東日本大震災３年間の研究－各研究成果の共有
エネルギー産業
*今後，取り上げたい企画，御助言などがあれば，担当者の姉川知史まで御連絡ください。
＜本プログラムは，慶應義塾の半学半教の精神に基づいて，専門横断的，世代縦断的な少
人数融合型の社会人教育により，日本発の世界のグランド・デザインの策定，実現をめざし，
将来世代の教育を実施中です。学生，社会人，その他の多様な背景の方々のご参加をお待
ちします。事前登録申請をお願いします。＞
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Keio University, Grand Design by Japan

December 23, 2014, Tuesday 13:30-19:00
(in Japanese)
2014，Forum 3 Health of Mankind and Epidemiology
Application to Dementia
In Forum Series of the “Healthy Aging
- Physical Exercise, Eating Habit, and Social CommunicationProgram: This forum will focus on a “population approach” of human health through
epidemiology. With inviting renowned researchers in this field, we host discussion among
professionals in/out of the field. First speaker, Dr. Kiyohara, professor of Kyusyu University,
has been in charge of “The Hisayama Study” which has achieved reputation as one of the oldest
cohort study of virtually all residents in town. He will discuss the profile of the study and new
findings on dementia, and its cause and prevention.
The second speaker, Dr. Hirose, Professor of Keio University, will talk about Keio
University’s Centenarian study. He claims that not all centenarian (age up to 100 years old) can
live healthy, and draw lessons from a study of super-centenarian (age over 110 years old) to
have healthy aging.
The third-speaker Dr. Yamaguchi, professor of Gunnma University, will present the lecture on
how to live happily with dementia. His presentation will include the questions whether
dementia can be preventable, and people can live happily with dementia.
The final speaker, Dr. Murabayashi will talk about results drawn by a research project on
music therapy on dementia, which study is advised by medical researchers including Dr.
Yamaguchi.
Speakers

I.Session 13:40－15:00 Yutaka Kiyohara , Professor Kyusyu University, “The Hisayama
Study and Results on Dementia”
II.Session 15：15－16：35 Nobuyuki Hirose, Professor Keio University, “Centenarian Study
and Super Centenarian Study”
III. Session 16：50－18：10 Haruyasu Yamaguchi, Professor Gunnma University， “Living
Happily with Dementia”
Session 18:15-19：00 Nobuyuki Murabayashi, Arts Clinic Osaki, “Music Therapy and
Dementia, Care and Prevention”.
Application:
Method 1. To participate in forum, please fill in the last page and send it with an e-mail
keio.grand.design@gmail.com

or

Fax

045-562-3502.

http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/
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The

same

form

is

available

from

http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index2.html
Method 2. Mail form http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/infoforum.html
Method 3. Please fill in the entry form of the program.
https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/
E-Learning

Past Lectures : https://www.youtube.com/user/KeioGrandDesign

Contact information
Anegawa Tomofumi, Keio University, Graduate School of Business Administration

4-1-1 Hiyoshi Kohoku, Yokohama, 223-8526, Japan, Tel. 045-564-2015，Fax. 045-562-3502
E-mail: keio.grand.design@gmail.com,
HP: http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index2.html
<Those who want to be registered for the future announcements, please fill in your profile and contact
information in a following form. https://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/application/ >
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Grand Design by Japan, Keio University

12 月 23 日(火曜日)
フォーラム, 参加申し込み
（事前登録：12 月 22 日締め切り）
“December 23, 2014, Tuesday, Holiday 13:30-19:00:
Health of Mankind and Epidemiology
With Focus on Dementia
Fax.045-562-3502 or keio.grand.design@gmail.com
Application Form，Grand Design by Japan，Fax. 045-562-3502
Both Japanese and English information is required if available.
Name(氏名)
Name of School, Department (学校) if available.
Year： Ph.D.,

Mater

Undergraduate Name of Affiliation,

Position (勤務先) if available
Address 〒
住所 :

〒

Contact： Tel.:

Fax.:

E-mail:

上記申込者は，フォーラム参加にあたって，本プログラム別紙『フォーラム・シンポジウムおよび講演・授業・セミナー等の記録
について承諾書』の個人情報保護，撮影，記録，配信等の覚書が適用されます。
General principles regarding to an individual participant information, recording and storing pictures of the event, and
documentation are applied as shown in 『フォーラム・シンポジウムおよび講演・授業・セミナー等の記録について承諾書』(in
Japanese). Written agreement will be asked when you participate in the forum.

Contact Information
Office of the Grand Design by Japan Program
Keio University, Graduate School of Business Administration
4-1-1 Hiyoshi Kohoku, Yokohama-city, Japan 223-8526
Tel． 045-564-2015， Fax． 045-562-3502
E－mail： keio.grand.design@gmail.com Anegawa
HP [ http://anegawa.kbs.keio.ac.jp/Grand_Design_Project/index2.html
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