
１日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

開会式

① ９：３０～１０：３０ 講義 老年症候群の理解と介護予防 老年症候群の理解と介護予防 医師 金丸晶子
東京都健康長寿医療センター リハ
ビリテーション科　部長

② １０：４０～１１：４０　 講義 介護予防における基礎知識 介護予防に必要な基礎知識を学ぶ 医師 金丸晶子
東京都健康長寿医療センター リハ
ビリテーション科　部長

昼食

③ １２：４０～１３：４０ 講義 介護予防と栄養 介護予防に必要な栄養の基礎知識 管理栄養士 田辺のぶか
宇部リハビリテーション病院　栄養
部　主任

④ １３：５０～１４：５０ 講義 栄養改善プログラムについて 栄養改善プログラムの考え方 管理栄養士 野﨑あけみ
綜合病院山口赤十字病院　栄養課
課長

⑤ １５：００～１６：２０
講義・
演習

認知症ケアについて
認知症の理解と地域における認知症予防の実
際

作業療法士 谷川良博
広島都市学園大学健康科学部リハ
ビリテーション学科　講師

１６：３０～１７：４０
講義・
演習

認知症リハビリテーションについて 認知症リハビリテーションについて 作業療法士 谷川良博
広島都市学園大学健康科学部リハ
ビリテーション学科　講師

２日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

⑦ ９：３０～１０：３０ 講義 コミニュケーションと介護予防 コミニュケーションと介護予防 言語聴覚士 原修一
九州保健福祉大学言語聴覚療法学
科　教授

⑧ １０：４０～１１：４０ 講義 口腔機能向上について 口腔機能向上プログラムの基本的考え方 言語聴覚士 原修一
九州保健福祉大学言語聴覚療法学
科　教授

昼食

⑨ １２：４０～１３：４０
講義・
実技

介護予防と口腔機能 介護予防と口腔機能を考える 言語聴覚士 原修一
九州保健福祉大学言語聴覚療法学
科　教授

⑩ １３：５０～１４：５０　 講義 保健師と介護予防 保健師からみる市町村介護予防事業について 保健師 北出順子
福井大学医学部看護学科　地域看
護学講座　講師

⑪ １５：００～１６：３０
講義・
演習

介護予防と多職種連携 介護予防と多職種の関わりについて学ぶ 保健師 北出順子
福井大学医学部看護学科　地域看
護学講座　講師

閉会式

１日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

開会式

① ９：３０～１０：３０ 講義 虚弱（フレイル）とサルコペニアについて
虚弱（フレイル）とサルコペニアについて理解を
深める

理学療法士 島田裕之
国立研究開発法人　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　予防老
年学研究部部長

② １０：４０～１１：４０ 講義 介護予防におけるリスク管理 介護予防事業におけるリスク管理 理学療法士 島田裕之
国立研究開発法人　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　予防老
年学研究部部長

昼食

③ １２：４０～１３：４０
講義・
実技

認知症予防運動（コグニサイズ）について
認知症予防運動（コグニサイズ）の実際につい
て

理学療法士 島田裕之
国立研究開発法人　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　予防老
年学研究部部長

④ １３：５０～１４：５０　 講義 介護予防の来し方 介護予防事業の来し方について 理学療法士 大渕修一
東京都健康長寿医療センター研究所
高齢者健康増進事業支援室　研究副部
長

⑤ １５：００～１６：３０ 実技
新しい総合事業における介護予防とリハ専門職への
期待

新総合事業における介護予防について 理学療法士 大渕修一
東京都健康長寿医療センター研究所
高齢者健康増進事業支援室　研究副部
長

２日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

⑥ ９：３０～１０：３０ 講義 ロコモティブシンドロームについて ロコモティブ・シンドロームの理解と対策 理学療法士 佐藤三矢
吉備国際大学保健医療福祉学部理
学療法学科　准教授

⑦ １０：４０～１２：１０
講義・
実技

介護予防に対する運動指導の実際 指導の留意点や運動指導の実際について 理学療法士 佐藤三矢
吉備国際大学保健医療福祉学部理
学療法学科　准教授

昼食

⑧ １３：１０～１４：１０ 講義 介護予防における根拠ある運動について 介護予防における運動のエビデンスについて 理学療法士 山田実 筑波大学大学院　人間系　准教授

⑨ １４：２０～１５：２０　 講義 転倒予防における根拠ある運動について 転倒予防における運動のエビデンスについて 理学療法士 山田実 筑波大学大学院　人間系　准教授

⑩ １５：３０～１６：３０ 実技 転倒予防や介護予防、セルフトレーニングの実際
転倒予防や介護予防、セルフトレーニングの指
導について

理学療法士 山田実 筑波大学大学院　人間系　准教授

閉会式

介護予防PT・OT・ST指導者養成研修会１

　　研修テーマ：介護予防と多職種の関わりについて学ぶ

　　　　　　　　会場：ときわ湖水ホール（宇部市）　　　　　　　　　開催日：平成28年1月23日（土）・24日（日）

　　　　　　　　会場：ときわ湖水ホール（宇部市）　　　　　　　　開催日：平成27年12月19日（土）・20日（日）

　　研修テーマ：運動器を主体とした介護予防の実践について学ぶ　　　

介護予防PT・OT・ST指導者養成研修会２



１日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

開会式

① ９：３０～１０：３０ 講義 介護予防における必要な生活機能の視点 介護予防における必要な生活機能の視点 作業療法士 谷川真澄 有限会社なるざ　代表取締役

② １０：４０～１１：４０　 講義 生活行為向上マネジメントの視点と介護予防事業① 生活行為向上マネジメントとは 作業療法士 谷川真澄 有限会社なるざ　代表取締役

昼食

③ １２：４０～１３：４０ 演習

④ １３：５０～１４：５０ 演習

⑤ １５：００～１６：００ 講義 三次予防における自立支援の視点 通所や訪問の具体的な自立支援の仕方 作業療法士 近藤敏
広島都市学園大学リハビリテーショ
ン学科　教授

⑥ １６：１０～１７：１０ 講義 医療機関における自立支援と連携
医療機関のリハの自立支援のあり方ならびに
必要な連携について

作業療法士 近藤敏
広島都市学園大学リハビリテーショ
ン学科　教授

２日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

⑦ ９：３０～１０：３０ 講義 介護予防の視点をケアマネジメントにどう活かすか
適切なケアプランのあり方、ケアマネとの協働、
担当者会議参加のあり方を学ぶ

社会福祉士 服部恭弥
ケアポート徳山　代表取締役

⑧ １０：４０～１１：４０ 講義
地域ケア個別会議におけるリハビリ専門職が果たす
役割

自立支援の視点からリハビリ専門職が果たす
役割とは

理学療法士 竹村仁
臼杵市医師会立コスモス病院  リハ
ビリテーション部

昼食

⑨ １２：４０～１３：４０ 講義 活動・参加につなぐリハビリテーションとは①
活動・参加につなげるリハビリテーションの展開
を学ぶ①

理学療法士 吉良健司 在宅リハビリ研究所　所長

⑩ １３：５０～１４：５０　 講義 活動・参加につなぐリハビリテーションとは②
活動・参加につなげるリハビリテーションの展開
を学ぶ②

理学療法士 吉良健司 在宅リハビリ研究所　所長

⑪ １５：００～１６：３０ 演習 活動・参加につなぐリハビリテーションとは③
活動・参加につなげるリハビリテーションの展開
を学ぶ③

理学療法士 吉良健司 在宅リハビリ研究所　所長

閉会式

１日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

開会式

① ９：３０～１０：３０ 講義 地域を知る－地域での諸活動 地域における住民主体の諸活動につて 理学療法士 泉美津江 宇部市健康福祉部健康推進課

② １０：４０～１１：４０ 講義 地域包括ケアシステムと地域リハビリテーション 地域リハビリテーションについて 保健師 井澤久美
防府南地域包括支援センター　セン
ター長

昼食

③ １２：４０～１３：４０ 講義 介護予防に関係する制度
今までの介護予防事業とこれからの介護予防
事業

理学療法士 畑山浩志
洲本市健康福祉部　健康増進課
保健指導係

④ １３：５０～１４：５０ 講義 地域での介護予防の実践方法
洲本市が行っている『いきいき百歳体操』の実
際

理学療法士 畑山浩志
洲本市健康福祉部　健康増進課
保健指導係

⑤ １５：００～１６：００ 講義 自助・互助を活用した介護予防とは 住民主体の体操が生んだ効果 理学療法士 畑山浩志
洲本市健康福祉部　健康増進課
保健指導係

⑥ １６：１０～１７：４０
実技・
演習

いきいき百歳体操と今後の介護予防について
いきいき百歳体操の実際
これからの介護予防を考える

理学療法士 畑山浩志
洲本市健康福祉部　健康増進課
保健指導係

２日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

⑦ ９：３０～１０：３０ 講義 冊子の活用①－総論・冊子の活用方法について 介護予防総論、冊子の活用方法について 理学療法士 市野敏亮 武久病院　リハビリテーション科

⑧ １０：４０～１１：４０
講義・
実技

冊子の活用②－運動指導（評価・体操講義） 山口元気アップ体操の理論 理学療法士 三戸洋
紫苑リハビリ内科クリニック　リハビ
リテーション科　主任

昼食

⑨ １２：４０～１３：４０
講義・
実技

冊子の活用③－運動指導（体操実技） やまぐち元気アップ体操の実際 理学療法士 三戸洋
紫苑リハビリ内科クリニック　リハビ
リテーション科　主任

⑩ １３：５０～１４：３５
講義・
実技

冊子の活用④－運動指導（理論・実技） 認知症予防について 作業療法士 大枝康祐
山口市基幹型地域包括支援セン
ター

⑪ １４：４０～１５：２５
講義・
実技

冊子の活用⑤－運動指導（理論・実技） 口腔・嚥下トレーニング 言語聴覚士 山本明美
宇部第一病院　リハビリテーション
科　主任

⑫ １５：３０～１６：３０
講義・
実技

冊子の活用⑥－運動指導（理論・実技） 失禁予防トレーニング・質疑 理学療法士 川端悠士
JA厚生連周東綜合病院　リハビリ
テーション科

閉会式

　　　　　　　　会場：セントコア山口（山口市）　　　　　開催日：平成28年3月19日（土）・20日（日）

　　　　　　　　会場：カリエンテ山口（山口市）　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成28年2月6日（土）　

　　研修テーマ：リハビリ専門職に必要な介護予防の視点を学ぶ

　　研修テーマ：いきいきと生活できるよう自立支援を根ざした住民主体の介護予防事業について学ぶ

介護予防PT・OT・ST指導者養成研修会３

介護予防PT・OT・ST指導者養成研修会４

生活行為向上マネジメントの視点と介護予防事業② 生活行為向上マネジメント演習 作業療法士

信久美佐子
宮内順子
今村陽子
萬屋恵典

　　会場：翠山荘（山口市）　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成28年2月28日（日）

介護老人保健施設寿光園
介護老人保健施設ぺあれんと
介護老人保健施設ぺあれんと
萩慈生病院


