ＰＲ活動について
2017 年 3 月 『平成 28 年度 治験ネットワークフォーラム』にブースを出展。
2017 年 8 月 『月刊神戸っ子「KOBECCO」8 月号』
久元神戸市長と日本イーライリリー株式会社代表取締役
パトリック・ジョンソン氏との対談の中で
「KOBE もの忘れネットワーク」が紹介されました。
2017 年 9 月 フォーラム
『ＷＨＯ神戸センターと市民の健康を考える』でブースを出展。
2017 年 10 月 神戸医療産業都市・京コンピュータ一般公開
「～最先端の科学＆医療を見に行こう！～」にブースを出展。
2018 年 1 月 『平成 29 年度 治験ネットワークフォーラム』
（主催：公益社団法人 日本医師会治験促進センター）にブースを出展。
2018 年 2 月 『第 5 回ヘルスケア健康セミナー』
（神戸臨床研究情報センター2 階第 1 研修室）にブースを出展。
2018 年 3 月 神戸市老眼大学 第 23 回テーマ『ダンスを用いた認知症の人とのコミュニケーション』
（神戸文化ホール）にブースを出展。
2018 年 4 月 市民公開講座『認知症の人を正しく理解し、支えよう』
（神戸大学医学部会館シスメックスホール）にブースを出展。
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2017 年度の活動報告
平素はＫＯＢＥもの忘れネットワークの活動に、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。
今回は、当ネットワークにどのような方が登録され、どのような医療機関がかかわっているのか、
また、どのような活動を行っているのか、皆様にお伝えしていきたいと思います。

ご登録者について①
2018 年 3 月 31 日現在、ご登録いただいて
いる方は 133 名になりました。ご登録いた
だいている方は、ご自身のもの忘れが気に
なる方や、ご家族の認知症が気になる方、
認知症に関する情報を収集したい方、治験
や臨床試験に協力をしたいと考えている
方など様々です。年齢は 30 代～90 代まで
と幅広く、多くの方がもの忘れに関心を持
たれていることがわかります（図 1）。ＫＯ
ＢＥもの忘れネットワーク事務局がある
神戸市中央区を中心にご登録者が増えて
きております（図 2）。

まちのニュース
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（関連情報）神戸市ホームページより
2018 年 4 月 2 日 神戸市では、ポートアイランドにおいて先端医療技術の研究開発拠点を整備し、
産学官連携により、21 世紀の成長産業である医療関連企業の集積を図る「神戸医療産業都市」 を
推進しています。本プロジェクトは、
「市民福祉の向上」、
「神戸経済の活性化」、
「国際社会への貢
献」を目的としています。平成 10 年 10 月にプロジェクトの検討を始めてから、19 年が経過しま
した。 現在、ポートライナー「医療センター」駅周辺などに研究機関・病院・医療関連企業が集
積し、我が国最大の医療産業クラスターに成長しています。
ｉＰＳ細胞を用いた世界初の網膜シート移植手術の実施、国家戦略特区の指定、メディカルクラス
ター（高度専門病院群等）の形成、スパコン「京」の後継機の立地決定をはじめ、様々なプロジェ
クトが進み、まだまだ成長を続けています。世界を変える革新的な研究成果・医療技術を生み出す
体制が整い、今まさに新たなステージへと進んでいます。

図2

登録者の居住地分布
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図1

2018 年 4 月、先端医療振興財団が神戸医療産業都市推進機構に改組し、進出企業や
研究・医療機関のまとめ役として、国際展開、産学連携促進などの機能強化に乗り出しました。

【編集後記】
神戸医療産業都市推進機構では、主な取組の 1 つとして老化研究領域における医薬品の研究開発、
医療機器の研究開発を揚げています。認知症の治療と予防はまだ研究段階ではありますが、新しく
有効な治療法、予防法がこの神戸から世界へ発信される日を目指して当ネットワークも活動してい
きます。
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登録者の年齢・性別

ご登録者について②

登録医療機関について

ご登録いただいている方のうち、認知症の方は、「アルツハイマー型認知症、軽度認知障害など、

ＫＯＢＥもの忘れネットワークは、「登録医療
機関」と 「登録者」、 また「登録医療機関」
と「登録者」の間をつなぐ 「ＫＯＢＥもの忘
れネットワーク事務局」の三者で構成されてい
ます。
2018 年 3 月 31 日現在、登録医療機関は 21 施設
になりました。登録医療機関のうち 5 施設が神
戸市の「認知症疾患医療センター」に指定され
ています（表中、青字の医療機関）。

何らかの認知症の疑いを指摘されている方」が 53％、
「認知症の検査をしたけれど認知症と診断さ
れなかった方が」11％、「もの忘れでの受診経験のない方」が 36％でした（図 3）。
もの忘れに不安を感じながら検査を受けたけれどもそこまでではなかった方もいれば、もの忘れで
の受診経験はないけれども、機会があれば検査を受けてみたいという方もいらっしゃいました。登
録者は 70 歳以上の方が全体の 81％を占めておりますので、
「もの忘れの症状の自覚」に関しては、
程度の差はあれども多少なりとも自覚している方が殆どでした（図 4）。
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認知症の方の割合

図4
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もの忘れの自覚症状について（登録者全体）

内閣府発表の平成 28 年版高齢社会白書によると、2012 年は認知症患者数が 462 万人と、65 歳以上
の高齢者の 7 人に 1 人でしたが、2025 年には 5 人に 1 人になると見込まれています。
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ＫＯＢＥもの忘れネットワークの
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住所
神戸市中央区港島南町 2-1-1
大阪市北区芝田 2-10-39
兵庫県西宮市羽衣町 6-3-101
兵庫県西宮市越水町 4-31
神戸市東灘区向洋町中 2-11
神戸市東灘区住吉宮町 4-4-1-217
神戸市中央区楠町 7-5-2
神戸市中央区加納町 6-6-1 金沢三宮ﾋﾞﾙ地下 1 階
神戸市中央区花隈町 3-3 ﾒﾄﾛﾊｲﾂ花くまﾋﾞﾙ 2 階
神戸市北区甲栄台 4-1-13 北鈴神鉄駅ﾋﾞﾙ 2 階
神戸市北区山田町上谷上字登り尾 3
神戸市兵庫区御崎町 1-9-1
神戸市須磨区横尾 1-284-1 横尾ﾋﾞﾙ 4 階
神戸市垂水区日向 2-1-4 GOLD ﾋﾞﾙ 2 階
神戸市西区伊川谷町潤和字横尾 238-475
神戸市西区糀台 5-6-3 神戸西神ｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 5 階
神戸市西区糀台 5-10-2 西神ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 3 階
兵庫県三田市あかしあ台 5-32-1 ｳｯﾃﾞｨ殿ビル 4 階
兵庫県明石市大明石町 1-3-3 ｴｽﾎﾟﾜ明石 2 階
兵庫県明石市大明石町 1-3-3 ｴｽﾎﾟﾜ明石 3 階・4 階
兵庫県たつの市龍野町島田 667

医師名
部長 松石 邦隆
部長代理 米田 一志
院長 保坂 卓昭
院長 武田 敏伸
センター長 小倉 純
院長 淺野 達藏
准教授 山本 泰司
院長 波多腰 正隆
院長 若栄 徳彦
院長 山本 博一
老年精神科医長 小田 陽彦
前田 潔
院長 土屋 和紀
院長 松尾 信二
院長 宮軒 將
院長 小林 実
院長 清田 直俊
院長 安陵 康浩
院長 千郷 雅史
院長 松井 豊
もの忘れ外来 樫林 哲雄

※登録医療機関とは、神戸市近郊のもの忘れ患者さまが受診する病院やクリニックで、地方独立行政法人神戸市民病院機構と業務契約を締結している医療機関です。
PET imaging、MRI、認知機能検査、ＡＤ専門医師、精神科医師、臨床薬理試験指導医、臨床研究ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、臨床心理士、ＩＲＢの有無等は施設によって異なります。

ＫＯＢＥもの忘れネットワークのホームページの「登録医療機関のご紹介」には、登録医療機関の先
生のコメント動画が掲載されています。大変興味深いお話が聞けます。今後も更新される予定です。
「ＫＯＢＥもの忘れネットワーク」ホームページ http://kobe-monowasure.jp/

現在掲載中の動画

革新的な認知症治療薬のない現在、
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登録医療機関名
①神戸市立医療センター中央市民病院
②大阪府済生会中津病院
③保坂夙川診療所
④仁明会クリニック
⑤六甲アイランド甲南病院
⑥淺野神経内科クリニック
⑦神戸大学医学部附属病院
⑧波多腰心療クリニック
⑨若栄クリニック
⑩やまもと心療内科
⑪ひょうごこころの医療センター
⑫神戸百年記念病院
⑬土屋心療内科
⑭まつお心療内科クリニック
⑮新生病院
⑯小林こころのクリニック
⑰きよた診療所
⑱やすおか心療内科
⑲あしたクリニック
⑳まつい栄養＆認知症クリニック
㉑龍野中央病院
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いかに新しい治療法や新しいお薬
に期待を寄せているかがわかりま
す。

認知症の診断または疑いを指摘されている方の年代別割合

★軽度認知障害または軽度アルツハイマー型認知症の方を対象とした治験が新たに始まります。
詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。ご興味お持ちの方が、まわりにいらっしゃいました
ら、是非ＫＯＢＥもの忘れネットワークへのご登録をお勧めください。

『待たれる認知症治療薬の誕生、2025 年はもうすぐそこに』六甲アイランド甲南病院 小倉純先生
『認知症の人にやさしいまちづくりを神戸から』神戸百年記念病院 前田潔先生
『認知症の予防と治療は生活習慣病の管理から』まつい栄養＆認知症クリニック 松井豊先生
『患者さんとご家族の穏やかな暮らしは適切な治療と良いケアから』若栄クリニック 若栄徳彦先生
『もの忘れが気になったら』神戸大学保健管理センター准教授 山本泰司先生

