
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 ９：１０～１０：１０ 講義
介護予防とリハビリテーション専門職の役割に関す
る理解

これからの介護予防とリハビリテーション専門
職の役割に関する理解

研究員 服部真治
医療経済研究機構研究部主席研
究員兼研究総務部

② １０：２０～１１：２０　 講義
介護予防とリハビリテーション専門職の役割に関す
る理解

これからの介護予防とリハビリテーション専門
職の役割に関する理解

研究員 服部真治
医療経済研究機構研究部主席研
究員兼研究総務部

③ １１：３０～１２：３０ 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

昼食

④ １３：２０～１４：２０ 講義 地域での介護予防の実践方法 高齢者の介護予防と地域づくり 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 １４：３０～１５：３０ 講義 運動による認知症予防の実践 運動による認知症予防の実践 理学療法士 牧迫飛雄馬
鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻
教授

⑥ １５：４０～１６：４０ 講義
認知症予防・介護予防活動のためのリスク管理と
生活習慣

認知症予防・介護予防活動のためのリスク管
理と生活習慣

理学療法士 牧迫飛雄馬
鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻
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 ９：１０～１０：１０ 講義 自立支援に根ざした住宅改修と福祉用具 住宅改修と福祉用具の基礎知識 作業療法士 久保田好正 株式会社斬新社

⑧ １０：２０～１１：２０　
講義・
演習

自立支援に根ざした住宅改修と福祉用具 住宅改修と福祉用具の実際 作業療法士 久保田好正 株式会社斬新社

⑨ １１：３０～１２：３０
講義・
演習

自立支援に根ざした住宅改修と福祉用具 住宅改修と福祉用具の実際 作業療法士 久保田好正 株式会社斬新社

昼食

⑩ １３：２０～１４：２０ 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 岡持利亘 霞ヶ関南病院

⑪ １４：３０～１５：３０
講義・
演習

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

地域ケア個別会議の実際 理学療法士
岡持利亘
藤村亮

霞ヶ関南病院
済生会山口地域ケアセンター

⑫ １５：４０～１６：４０
講義・
演習

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

地域ケア個別会議の実際 理学療法士 藤村亮
済生会山口地域ケアセンター　リ
ハビリテーション科　主任

地域連携推進リハビリ専門職養成研修会１

　　研修テーマ：地域包括ケアシステム（地域ケア会議等）における多職種連携に関する理解

会場：WEB　　　開催日：令和4年11月5日（土）・11月6日（日）

会場：WEB　　　開催日：令和4年11月13日（日）



１日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

① ９：１０～１０：１０ 講義 緊急時の対応とリスク管理 緊急時の対応とリスク管理

② １０：２０～１１：２０　
講義・
実技

緊急時の対応とリスク管理 緊急時の対応とリスク管理

③ １１：３０～１２：３０
講義・
実技

緊急時の対応とリスク管理 緊急時の対応とリスク管理

昼食

④ １３：２０～１４：２０ 講義 通いの場の現在と未来 地域づくりにおける通いの場の持つ意味

⑤ １４：３０～１５：３０
講義・
演習

これからの通いの場の進化 住民主体の通いの場の意味

⑥ １５：４０～１６：４０
講義・
演習

これからの通いの場の進化 これからの通いの場がもつ役割

２日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

⑦ ９：１０～１０：１０ 講義 通いの場開設と支援について 通いの場の支援方法について

⑧ １０：２０～１１：２０　
講義・
実技

運動指導① いきいき百歳体操の理論と実際

⑨ １１：３０～１２：３０
講義・
実技

運動指導② やまぐち元気アップ体操の理論と実際

昼食

⑩ １３：２０～１４：２０
講義・
実技

運動指導③ シルバーリハビリ体操の理論と実際について

⑪ １４：３０～１５：３０ 講義 通いの場における多様な活動について 多様な活動

⑫ １５：４０～１６：４０ 実技 通いの場のアウトカムについて 評価のまとめ方について

１日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

① ９：１０～１０：１０ 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

② １０：２０～１１：２０　 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

③ １１：３０～１２：３０ 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

昼食

④ １３：２０～１４：２０
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

⑤ １４：３０～１５：３０ 講義 介護予防と口腔機能 コミュニケーションと介護予防

⑥ １５：４０～１６：４０
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

２日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

⑦ ９：１０～１０：１０ 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

⑧ １０：２０～１１：２０　 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

⑨ １１：３０～１２：３０
講義・
演習

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

昼食

⑩ １３：２０～１４：２０
講義・
演習

生活行為向上マネジメントの視点と介護予防事業
③

生活行為向上マネジメント演習

⑪ １４：３０～１５：３０ 講義 認知症の理解
病気として、環境要因、ナラティブの側面から
の理解

⑫ １５：４０～１６：４０
講義・
演習

認知症予防について 認知症予防について

１日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

① ９：１０～１０：１０ 講義 感染対策と予防① 介護予防とコロナ感染対策について

② １０：２０～１１：２０　 講義 感染対策と予防② コロナ感染後のリコンディショニングについて

③ １１：３０～１２：３０ 講義 災害時リハビリテーション 災害時リハビリテーションの概要

昼食

④ １３：２０～１４：２０ 講義 災害時リハビリテーション 災害時リハビリテーションの概要

⑤ １４：３０～１５：３０ 講義 介護予防事業の実践① 防府市での介護予防事業の実際

⑥ １５：４０～１６：４０ 講義 介護予防事業の実践② 周南市での介護予防事業の実際

２日目

時間 種別 講義テーマ 内容 職種
講師

（敬称略）
所属

⑦ ９：１０～１０：１０ 講義 地域づくりと介護予防① これからの総合事業に求められるもの

⑧ １０：２０～１１：２０　
講義・
実技

地域づくりと介護予防② 地域におけるリハビリ専門職の役割①

⑨ １１：３０～１２：３０
講義・
実技

地域づくりと介護予防③ 地域におけるリハビリ専門職の役割②

昼食

⑩ １３：２０～１４：２０ 講義 総合事業におけるリハビリ専門職の人材育成① 総合事業におけるリハ専門職の育成

⑪ １４：３０～１５：３０
講義・
演習

総合事業におけるリハビリ専門職の人材育成② 自立支援型ケアマネジメントについて

⑫ １５：４０～１６：４０
講義・
演習

総合事業におけるリハビリ専門職の人材育成③ 介護予防における自立支援と0次予防

閉会式

※研修2～4の講師は調整中となっております。研修1実施の際の際に確定した講師をお知らせいたします。

会場：WEB　　　開催日：令和5年1月7日（土）・1月15日（日）

会場：WEB　　　開催日：令和5年1月29日（日）

会場：WEB　　　開催日：令和5年1月8日（日）

地域連携推進リハビリ専門職養成研修会４

　　研修テーマ：これからの介護予防とリハビリテーション専門職の役割に関する理解

会場：WEB　　　開催日：令和4年11月26日（土）・12月4日（日）

会場：WEB　　　開催日：令和4年12月11日（日）

地域連携推進リハビリ専門職養成研修会３

　　研修テーマ：介護予防に求められる多職種に関する基礎知識について学ぶ

会場：WEB　　　開催日：令和4年12月17日（土）・25日（日）

地域連携推進リハビリ専門職養成研修会２

　　研修テーマ：住民主体の通いの場でのリハビリテーション専門職の役割に関する理解　　　


