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平成２７年度文部科学省委託事業

「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進事業」

事業名称：

超高齢社会における認知症患者に寄り添う医療・介護連携型の

中核的鍼灸専門人材の育成

代表機関：学校法人後藤学園 東京衛生学園専門学校代表機関：学校法人後藤学園 東京衛生学園専門学校

☯
第一回実施委員会・合同分科会

東京衛生学園専門学校

会場: ３階３０１教室

～平成27年度文部科学省委託事業～
「超高齢社会における認知症患者に寄り添う医療・介護連携型の中核的鍼灸専門人材の育成」

８月２日 (日) １３:３０～

平成平成平成平成27272727年度文部科学省年度文部科学省年度文部科学省年度文部科学省委託事業委託事業委託事業委託事業

ああああ

第第第第１１１１回回回回実施実施実施実施委員会委員会委員会委員会・合同分科会・合同分科会・合同分科会・合同分科会

• 次第次第次第次第

一一一一 、、、、開会開会開会開会

二二二二 、、、、実施委員会実施委員会実施委員会実施委員会委員長委員長委員長委員長（（（（後藤修司後藤修司後藤修司後藤修司））））挨拶挨拶挨拶挨拶

三三三三 、、、、西洋医学系西洋医学系西洋医学系西洋医学系ITITITIT教材開発代表教材開発代表教材開発代表教材開発代表 川並汪一先生ご挨拶川並汪一先生ご挨拶川並汪一先生ご挨拶川並汪一先生ご挨拶

四四四四 、、、、介護福祉系介護福祉系介護福祉系介護福祉系ITITITIT教材開発代表教材開発代表教材開発代表教材開発代表 北島学先生ご挨拶北島学先生ご挨拶北島学先生ご挨拶北島学先生ご挨拶

五五五五 、、、、鍼灸医学系鍼灸医学系鍼灸医学系鍼灸医学系ITITITIT教材開発代表教材開発代表教材開発代表教材開発代表 兵頭明先生ご挨拶兵頭明先生ご挨拶兵頭明先生ご挨拶兵頭明先生ご挨拶

六六六六 、、、、調査分科会代表調査分科会代表調査分科会代表調査分科会代表 中村真通先生ご挨拶中村真通先生ご挨拶中村真通先生ご挨拶中村真通先生ご挨拶

七七七七 、、、、実証分科会代表実証分科会代表実証分科会代表実証分科会代表 青木春美先生青木春美先生青木春美先生青木春美先生ご挨拶ご挨拶ご挨拶ご挨拶

八八八八 、、、、本事業本事業本事業本事業の概要のの概要のの概要のの概要の説明説明説明説明（（（（事務局長：兵頭明事務局長：兵頭明事務局長：兵頭明事務局長：兵頭明））））

九九九九 、、、、工程表の説明工程表の説明工程表の説明工程表の説明

一○一○一○一○、、、、意見交換意見交換意見交換意見交換（（（（合同分科会合同分科会合同分科会合同分科会））））

一一一一一一一一、、、、今後今後今後今後の進め方の進め方の進め方の進め方

一二一二一二一二、、、、その他その他その他その他

一三一三一三一三、、、、閉会閉会閉会閉会

事業の実施意義や必要性

平成平成平成平成27272727（（（（2015201520152015）年には、「ベビーブーム世代」が前期高齢者（）年には、「ベビーブーム世代」が前期高齢者（）年には、「ベビーブーム世代」が前期高齢者（）年には、「ベビーブーム世代」が前期高齢者（65656565～～～～74747474歳歳歳歳））））

にににに到達し、その到達し、その到達し、その到達し、その10101010年後年後年後年後のののの平成平成平成平成37373737（（（（2025202520252025））））年に年に年に年には高齢者人口は約は高齢者人口は約は高齢者人口は約は高齢者人口は約3500350035003500万人万人万人万人にににに

達する達する達する達すると推計されている。これまでの高齢化の問題は、高齢化の進展の「と推計されている。これまでの高齢化の問題は、高齢化の進展の「と推計されている。これまでの高齢化の問題は、高齢化の進展の「と推計されている。これまでの高齢化の問題は、高齢化の進展の「速速速速

ささささ」の問題であったが、」の問題であったが、」の問題であったが、」の問題であったが、2015201520152015年以降は高齢化率の「高さ」、つまり年以降は高齢化率の「高さ」、つまり年以降は高齢化率の「高さ」、つまり年以降は高齢化率の「高さ」、つまり高齢者高齢者高齢者高齢者

数数数数の多さが問題にの多さが問題にの多さが問題にの多さが問題になるなるなるなるとされているとされているとされているとされている。。。。

総務省・平成24年版情報通信白書より引用

事業の実施意義や必要性

65656565歳以上の高齢者のうち認知症歳以上の高齢者のうち認知症歳以上の高齢者のうち認知症歳以上の高齢者のうち認知症を患う人を患う人を患う人を患う人は推計は推計は推計は推計15151515％で、％で、％で、％で、2012201220122012年時点で年時点で年時点で年時点で462462462462万万万万

人にのぼることが、厚生労働省研究班の調査でわかった人にのぼることが、厚生労働省研究班の調査でわかった人にのぼることが、厚生労働省研究班の調査でわかった人にのぼることが、厚生労働省研究班の調査でわかった。。。。

軽度軽度軽度軽度認知障害（認知障害（認知障害（認知障害（MCIMCIMCIMCI）と呼ばれる「予備軍」が約）と呼ばれる「予備軍」が約）と呼ばれる「予備軍」が約）と呼ばれる「予備軍」が約400400400400万人いることも初めて万人いることも初めて万人いることも初めて万人いることも初めて

わかったと報告されているわかったと報告されているわかったと報告されているわかったと報告されている。。。。

またまたまたまた1111月月月月7777日、厚労省は日、厚労省は日、厚労省は日、厚労省は2025202520252025年には認知症を患う人の数年には認知症を患う人の数年には認知症を患う人の数年には認知症を患う人の数はははは675675675675万～万～万～万～ 730730730730万人万人万人万人にににに

達するとの推計値を発表した。これは約達するとの推計値を発表した。これは約達するとの推計値を発表した。これは約達するとの推計値を発表した。これは約10101010年で年で年で年で1,51,51,51,5倍にも増える見通しである。倍にも増える見通しである。倍にも増える見通しである。倍にも増える見通しである。

事業の実施意義や必要性

出典：（公社）日本経済研究センター経済百葉箱番外編『介護難民をなくせ』より引用

コ・メディカル人材の不足

2025年にはコ・メディカル人材の不足、とりわけ現在149万人の介護職

従事者は100万人が不足するとの推計が出されている。また国の試算

によると必要とされる看護職の人員は約200万人とされているが、今の

ままでは約60万人が足りないことになる。必要人員を達成するには高

校生の10人に1人が看護師

にならなければならず、

看護師不足も非常に深刻で

あることがわかる。
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事業の実施意義や必要性

自治体からの要望－「既存の職種の連携による限界性の指摘あり」

2025年問題の中でとりわけ深刻な課題とされている認知症対策について、本

事業により我々が平成26年度に行った全国1741市区町村に対する「認知症対

策」アンケート調査結果（調査協力機関：公益財団法人未来工学研究所）では、

認知症にかかわる多職種連携の課題（複数回答）として、「既存の職種の連携

だけでは限界がある」との指摘（表４）もある。コ・メディカル人材の不足が深刻

であると同時に、既存の職種の連携による限界性も指摘されている。

事業の実施意義や必要性

自治体からの要望－「多様な認知症支援人材育成と連携」

一方一方一方一方、、、、地域における認知症対策の課題地域における認知症対策の課題地域における認知症対策の課題地域における認知症対策の課題（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））としてとしてとしてとして、、、、最大の課題は最大の課題は最大の課題は最大の課題は「「「「医医医医

療療療療と福祉を含む包括的な地域連携と福祉を含む包括的な地域連携と福祉を含む包括的な地域連携と福祉を含む包括的な地域連携」」」」（（（（84848484％％％％））））であったがであったがであったがであったが、、、、次が次が次が次が「「「「多様な多様な多様な多様な認知認知認知認知

症症症症支援人材の育成と連携支援人材の育成と連携支援人材の育成と連携支援人材の育成と連携」」」」（（（（69696969％％％％））））（（（（表５表５表５表５））））となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者をををを

地域地域地域地域で支える多様な人材の育成で支える多様な人材の育成で支える多様な人材の育成で支える多様な人材の育成・・・・連携は不可欠であることがわかった連携は不可欠であることがわかった連携は不可欠であることがわかった連携は不可欠であることがわかった。。。。まさにまさにまさにまさに、、、、

本事業本事業本事業本事業で平成で平成で平成で平成26262626年度から取り組んでいる医療年度から取り組んでいる医療年度から取り組んでいる医療年度から取り組んでいる医療・・・・介護連携型の中核的鍼灸介護連携型の中核的鍼灸介護連携型の中核的鍼灸介護連携型の中核的鍼灸専門専門専門専門

人材人材人材人材のようなのようなのようなのような新たな分野からの人的資源の育成が必要新たな分野からの人的資源の育成が必要新たな分野からの人的資源の育成が必要新たな分野からの人的資源の育成が必要とされているのであるとされているのであるとされているのであるとされているのである。。。。

事業の実施意義や必要性

自治体からの要望－「多様な認知症支援人材育成と連携」

全国全国全国全国69696969％％％％の地方自治体の課題解決に応えるためにもの地方自治体の課題解決に応えるためにもの地方自治体の課題解決に応えるためにもの地方自治体の課題解決に応えるためにも、、、、本事業を推進すること本事業を推進すること本事業を推進すること本事業を推進すること

により新たな人的資源として認知症専門鍼灸師を育成することはにより新たな人的資源として認知症専門鍼灸師を育成することはにより新たな人的資源として認知症専門鍼灸師を育成することはにより新たな人的資源として認知症専門鍼灸師を育成することは、、、、地域再生の地域再生の地域再生の地域再生の

ための中核的役割を担う一選択肢として一定の貢献が期待されるための中核的役割を担う一選択肢として一定の貢献が期待されるための中核的役割を担う一選択肢として一定の貢献が期待されるための中核的役割を担う一選択肢として一定の貢献が期待される。。。。

鍼灸に対する期待度については鍼灸に対する期待度については鍼灸に対する期待度については鍼灸に対する期待度については「「「「大変期待する大変期待する大変期待する大変期待する」」」」が４が４が４が４％％％％、、、、「「「「期待する期待する期待する期待する」」」」がががが

43434343％％％％、、、、「「「「あまり期待しないあまり期待しないあまり期待しないあまり期待しない」」」」がががが38383838％％％％、、、、「「「「期待しない期待しない期待しない期待しない」」」」がががが10101010％％％％でありでありでありであり、、、、約約約約50505050％％％％のののの

自治体が認知症に対する今後の鍼灸治療の可能性に期待をよせている自治体が認知症に対する今後の鍼灸治療の可能性に期待をよせている自治体が認知症に対する今後の鍼灸治療の可能性に期待をよせている自治体が認知症に対する今後の鍼灸治療の可能性に期待をよせていることがわことがわことがわことがわ

かったかったかったかった（（（（表６表６表６表６））））。。。。

事業の実施意義や必要性

（出典）総務省「ICT超高齢社会構想会議報告書」

（厚生労働白書（平成24年）、厚生労働省 医療費等の将来見通し及び財政影響試算平成22年10月より）

•まさにこのようなまさにこのようなまさにこのようなまさにこのような時代的ニーズ時代的ニーズ時代的ニーズ時代的ニーズ、、、、社会的ニーズに応える社会的ニーズに応える社会的ニーズに応える社会的ニーズに応えるためにもためにもためにもためにも、、、、今こそ長き今こそ長き今こそ長き今こそ長き

にわたり東洋医学が実践してきた統一体観にわたり東洋医学が実践してきた統一体観にわたり東洋医学が実践してきた統一体観にわたり東洋医学が実践してきた統一体観（（（（全体観全体観全体観全体観））））および予防医学の観点をおよび予防医学の観点をおよび予防医学の観点をおよび予防医学の観点を

重視し重視し重視し重視し、、、、多職種連携の中で多職種連携の中で多職種連携の中で多職種連携の中で高齢者や認知症の人に対して全人的高齢者や認知症の人に対して全人的高齢者や認知症の人に対して全人的高齢者や認知症の人に対して全人的・・・・総合的な角総合的な角総合的な角総合的な角

度からサポート度からサポート度からサポート度からサポートが行える鍼灸専門人材の育成が急務であると考えられるが行える鍼灸専門人材の育成が急務であると考えられるが行える鍼灸専門人材の育成が急務であると考えられるが行える鍼灸専門人材の育成が急務であると考えられる。。。。

•一方で一方で一方で一方で、、、、高齢化の進展により高齢化の進展により高齢化の進展により高齢化の進展により、、、、国民医療費は国民医療費は国民医療費は国民医療費は2008200820082008年度の年度の年度の年度の34343434....8888兆円から兆円から兆円から兆円から、、、、2025202520252025

年には年には年には年には52525252....3333兆円兆円兆円兆円、、、、老人医療費も老人医療費も老人医療費も老人医療費も11111111....4444兆円から兆円から兆円から兆円から、、、、24242424....1111兆円にまで増加する見通し兆円にまで増加する見通し兆円にまで増加する見通し兆円にまで増加する見通し

であるであるであるである。。。。社会保障費の増大も非常に深刻な問題社会保障費の増大も非常に深刻な問題社会保障費の増大も非常に深刻な問題社会保障費の増大も非常に深刻な問題とされているとされているとされているとされている。。。。

事業の実施意義や必要性

（出典）総務省「ICT超高齢社会構想会議報告書」

（厚生労働白書（平成24年）、厚生労働省 医療費等の将来見通し及び財政影響試算平成22年10月より）

• 老人医療費が毎年１兆円ずつ増大している今日においては老人医療費が毎年１兆円ずつ増大している今日においては老人医療費が毎年１兆円ずつ増大している今日においては老人医療費が毎年１兆円ずつ増大している今日においては、、、、予防医学の重予防医学の重予防医学の重予防医学の重

視とともに全身調整をベースとした有効な視とともに全身調整をベースとした有効な視とともに全身調整をベースとした有効な視とともに全身調整をベースとした有効なエコ医療の発掘と開発エコ医療の発掘と開発エコ医療の発掘と開発エコ医療の発掘と開発が必要とされが必要とされが必要とされが必要とされ

ることであろうることであろうることであろうることであろう。。。。本事業で育成する中核的鍼灸専門人材は本事業で育成する中核的鍼灸専門人材は本事業で育成する中核的鍼灸専門人材は本事業で育成する中核的鍼灸専門人材は、、、、高齢者と急増する高齢者と急増する高齢者と急増する高齢者と急増する

認知症の人に対して認知症の人に対して認知症の人に対して認知症の人に対して「「「「心身一如心身一如心身一如心身一如」」」」の観点に基づきの観点に基づきの観点に基づきの観点に基づき、、、、全人的全人的全人的全人的・・・・総合的な角度から総合的な角度から総合的な角度から総合的な角度から

サポートが行える新たな人的資源の１つとして充分期待されるサポートが行える新たな人的資源の１つとして充分期待されるサポートが行える新たな人的資源の１つとして充分期待されるサポートが行える新たな人的資源の１つとして充分期待される。。。。全身調整を全身調整を全身調整を全身調整を

ベースとしベースとしベースとしベースとし、、、、高齢者と認知症の人の高齢者と認知症の人の高齢者と認知症の人の高齢者と認知症の人の「「「「心と体心と体心と体心と体」」」」に対して同時に優しくサポートに対して同時に優しくサポートに対して同時に優しくサポートに対して同時に優しくサポートを行を行を行を行

うことがうことがうことがうことが有効なエコ医療実現有効なエコ医療実現有効なエコ医療実現有効なエコ医療実現につながればにつながればにつながればにつながれば、、、、社会保障費の削減社会保障費の削減社会保障費の削減社会保障費の削減に対しても一定に対しても一定に対しても一定に対しても一定

の貢献が期待されるの貢献が期待されるの貢献が期待されるの貢献が期待される。。。。

課題・ニーズ・背景等のまとめ

・高齢者、認知症の人が急増（2025年問題）

・コ・メディカル分野、特に介護職員、看護職員の深刻な人材不足

・社会保障費の増加

・社会保障費削減のための新たな選択肢の創出

・さらなる多職種連携の必要性

・認知症の人に対する全人的総合的なアプローチの必要性

・予防医学（認知症予防）の重要性

・認知症対応型専門鍼灸師養成の必要性

・多職種連携に向けた鍼灸師のための

認知症の人対応型教材開発の必要性
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事業の目的・概要（平成26年度）

現在現在現在現在の日本は世界一の超高齢社会となり、高齢者人口のの日本は世界一の超高齢社会となり、高齢者人口のの日本は世界一の超高齢社会となり、高齢者人口のの日本は世界一の超高齢社会となり、高齢者人口の

急増と急増と急増と急増とともにともにともにともに認知症認知症認知症認知症の人の人の人の人もももも急増している。今後のさらなる急増している。今後のさらなる急増している。今後のさらなる急増している。今後のさらなる

高齢者人口の急増、高齢者人口の急増、高齢者人口の急増、高齢者人口の急増、認知症認知症認知症認知症の人の人の人の人のののの急増に対して、とりわけ急増に対して、とりわけ急増に対して、とりわけ急増に対して、とりわけ

コ・メディカル分野での人材不足が非常に深刻な問題とコ・メディカル分野での人材不足が非常に深刻な問題とコ・メディカル分野での人材不足が非常に深刻な問題とコ・メディカル分野での人材不足が非常に深刻な問題と

なっている。なっている。なっている。なっている。

超高齢超高齢超高齢超高齢社会がかかえる社会がかかえる社会がかかえる社会がかかえる2025202520252025年問題に対応するためには、年問題に対応するためには、年問題に対応するためには、年問題に対応するためには、

地域包括ケアシステムの構築や多職種連携の強化をはかり地域包括ケアシステムの構築や多職種連携の強化をはかり地域包括ケアシステムの構築や多職種連携の強化をはかり地域包括ケアシステムの構築や多職種連携の強化をはかり

つつ、つつ、つつ、つつ、連携拡大のための新しい選択肢の創出が望まれる連携拡大のための新しい選択肢の創出が望まれる連携拡大のための新しい選択肢の創出が望まれる連携拡大のための新しい選択肢の創出が望まれる。。。。

高齢者高齢者高齢者高齢者やややや認知症認知症認知症認知症の人の人の人の人のののの個別ケアのニーズに応えるためにも、個別ケアのニーズに応えるためにも、個別ケアのニーズに応えるためにも、個別ケアのニーズに応えるためにも、

医療・介護医療・介護医療・介護医療・介護連携連携連携連携のもとで、のもとで、のもとで、のもとで、全身全身全身全身調整をベースとした全人調整をベースとした全人調整をベースとした全人調整をベースとした全人

的・総合的なサポート体制の新しい連携創出が望まれる。的・総合的なサポート体制の新しい連携創出が望まれる。的・総合的なサポート体制の新しい連携創出が望まれる。的・総合的なサポート体制の新しい連携創出が望まれる。

事業の目的・概要（平成26年度）

そこそこそこそこで本事業ではで本事業ではで本事業ではで本事業では、、、、医療医療医療医療・・・・介護連携型の介護連携型の介護連携型の介護連携型の認知症認知症認知症認知症の人にの人にの人にの人に

寄り添う寄り添う寄り添う寄り添う中核的鍼灸専門人材の育成を目的中核的鍼灸専門人材の育成を目的中核的鍼灸専門人材の育成を目的中核的鍼灸専門人材の育成を目的としてとしてとしてとして、、、、

西洋西洋西洋西洋医学系医学系医学系医学系・・・・介護福祉系介護福祉系介護福祉系介護福祉系・・・・鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸医学医学医学医学系の系の系の系の３３３３分野分野分野分野連携連携連携連携のののの

もとでもとでもとでもとで認知症認知症認知症認知症に対する医療に対する医療に対する医療に対する医療・・・・介護連携型の鍼灸師教育介護連携型の鍼灸師教育介護連携型の鍼灸師教育介護連携型の鍼灸師教育

プログラムプログラムプログラムプログラムを策定しを策定しを策定しを策定し、、、、多職種医療連携に向けた中核的多職種医療連携に向けた中核的多職種医療連携に向けた中核的多職種医療連携に向けた中核的

鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸専門人材育成のための専門人材育成のための専門人材育成のための専門人材育成のための認知症認知症認知症認知症の人の人の人の人対応型対応型対応型対応型モデルモデルモデルモデル教教教教

材の材の材の材の開発開発開発開発を行いを行いを行いを行い、、、、臨床経験臨床経験臨床経験臨床経験3333年以上の鍼灸師の年以上の鍼灸師の年以上の鍼灸師の年以上の鍼灸師のスキルスキルスキルスキル

アップアップアップアップ、、、、キャリアアップを多面的に支援する学習支援キャリアアップを多面的に支援する学習支援キャリアアップを多面的に支援する学習支援キャリアアップを多面的に支援する学習支援

環境を環境を環境を環境を整備し整備し整備し整備し、、、、認知症認知症認知症認知症の人の人の人の人にににに寄り添う中核的鍼灸専門寄り添う中核的鍼灸専門寄り添う中核的鍼灸専門寄り添う中核的鍼灸専門

人材の人材の人材の人材の育成を行う育成を行う育成を行う育成を行うことことことことととととしたしたしたした。。。。

文科省の外部有識者による審査委員会・

審査委員による本事業に対する意見等

平成平成平成平成27272727年度委託事業採択にあたっての期待の言葉年度委託事業採択にあたっての期待の言葉年度委託事業採択にあたっての期待の言葉年度委託事業採択にあたっての期待の言葉

• 「認知症の当事者だけでなく、家族や介護者などへ
の支援という目配りを重視した包括性を期待した

い」

• 「鍼灸専門人材であるがゆえの特性を生かしつつ、
患者等のニーズを引き出したり、実質的なカウンセ

ラーの役割を担うなど、多方面・多角的な展開が期

待できる」

審査委員会・審査委員による本事業に対

する意見等の反映

平成平成平成平成26262626年年年年4444月月月月28282828日に開催された第日に開催された第日に開催された第日に開催された第100100100100回社会保障審議会介護給回社会保障審議会介護給回社会保障審議会介護給回社会保障審議会介護給

付費分科会の資料付費分科会の資料付費分科会の資料付費分科会の資料（（（（『『『『医療医療医療医療・・・・介護サービスの提供体制改革後の介護サービスの提供体制改革後の介護サービスの提供体制改革後の介護サービスの提供体制改革後の

姿姿姿姿（（（（サービス提供体制からサービス提供体制からサービス提供体制からサービス提供体制から））））』』』』））））の中での中での中での中で、、、、はり師はり師はり師はり師、、、、きゅう師きゅう師きゅう師きゅう師、、、、

あん摩マッサージ指圧師はあん摩マッサージ指圧師はあん摩マッサージ指圧師はあん摩マッサージ指圧師は、、、、地域包括ケアシステムのメンバー地域包括ケアシステムのメンバー地域包括ケアシステムのメンバー地域包括ケアシステムのメンバー

として初めて明記されたとして初めて明記されたとして初めて明記されたとして初めて明記された。。。。

本事業本事業本事業本事業ににににより養成より養成より養成より養成する鍼灸専門人材の有意性としてする鍼灸専門人材の有意性としてする鍼灸専門人材の有意性としてする鍼灸専門人材の有意性として、、、、認知症認知症認知症認知症

の当事者だけでなくの当事者だけでなくの当事者だけでなくの当事者だけでなく、、、、ご家族や介護者などへの支援という目配ご家族や介護者などへの支援という目配ご家族や介護者などへの支援という目配ご家族や介護者などへの支援という目配

りを重視しながらりを重視しながらりを重視しながらりを重視しながら、、、、地域包括ケアシステムの中で鍼灸専門人材地域包括ケアシステムの中で鍼灸専門人材地域包括ケアシステムの中で鍼灸専門人材地域包括ケアシステムの中で鍼灸専門人材

であるがゆえの特性であるがゆえの特性であるがゆえの特性であるがゆえの特性をををを活かし活かし活かし活かしつつつつつつつつ、、、、認知症の人やご家族のニー認知症の人やご家族のニー認知症の人やご家族のニー認知症の人やご家族のニー

ズを引き出してサポートを行ったりズを引き出してサポートを行ったりズを引き出してサポートを行ったりズを引き出してサポートを行ったり、、、、実質的なカウンセラーの実質的なカウンセラーの実質的なカウンセラーの実質的なカウンセラーの

役割を担うなど役割を担うなど役割を担うなど役割を担うなど、、、、プライマリーケアを支援する鍼灸専門人材とプライマリーケアを支援する鍼灸専門人材とプライマリーケアを支援する鍼灸専門人材とプライマリーケアを支援する鍼灸専門人材と

して多方面して多方面して多方面して多方面・・・・多角的な役割が期待される多角的な役割が期待される多角的な役割が期待される多角的な役割が期待される。。。。

事業の目的・概要（平成27年度）

①①①①目的目的目的目的・・・・概要概要概要概要

本事業本事業本事業本事業ではではではでは、、、、平成２６年度は医療平成２６年度は医療平成２６年度は医療平成２６年度は医療・・・・介護連携型の認知症介護連携型の認知症介護連携型の認知症介護連携型の認知症患者患者患者患者にににに寄り寄り寄り寄り

添う添う添う添う中核的鍼灸専門人材の育成を目的と中核的鍼灸専門人材の育成を目的と中核的鍼灸専門人材の育成を目的と中核的鍼灸専門人材の育成を目的とししししてててて認知症認知症認知症認知症専門専門専門専門鍼灸師鍼灸師鍼灸師鍼灸師育成育成育成育成のののの

ためためためためのののの認知症患者対応型モデル教材の開発認知症患者対応型モデル教材の開発認知症患者対応型モデル教材の開発認知症患者対応型モデル教材の開発をををを行った行った行った行った。。。。

平成平成平成平成２７年度２７年度２７年度２７年度は認知症は認知症は認知症は認知症専門鍼灸師を大々的に育成すること専門鍼灸師を大々的に育成すること専門鍼灸師を大々的に育成すること専門鍼灸師を大々的に育成することを目的とを目的とを目的とを目的と

してしてしてして、、、、本モデル本モデル本モデル本モデル教材教材教材教材ののののITITITIT化化化化をはかりをはかりをはかりをはかり、、、、特特特特に実技系に実技系に実技系に実技系（（（（実地研修実地研修実地研修実地研修系系系系））））のののの動動動動

画画画画を活用したを活用したを活用したを活用した認知症認知症認知症認知症専門鍼灸師のスキルアップ専門鍼灸師のスキルアップ専門鍼灸師のスキルアップ専門鍼灸師のスキルアップ、、、、キャリアアップキャリアアップキャリアアップキャリアアップをををを多多多多

面的面的面的面的に支援するに支援するに支援するに支援する学習学習学習学習支援環境の整備を支援環境の整備を支援環境の整備を支援環境の整備をはかるはかるはかるはかる。。。。

②②②②養成する人材像養成する人材像養成する人材像養成する人材像

・・・・多職種多職種多職種多職種医療連携のもとで認知症の予防と改善に貢献することが医療連携のもとで認知症の予防と改善に貢献することが医療連携のもとで認知症の予防と改善に貢献することが医療連携のもとで認知症の予防と改善に貢献することがでででできききき

るるるる鍼灸専門人材鍼灸専門人材鍼灸専門人材鍼灸専門人材

・・・・鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸医学の長所である全人的・総合的な角度から認知症の人医学の長所である全人的・総合的な角度から認知症の人医学の長所である全人的・総合的な角度から認知症の人医学の長所である全人的・総合的な角度から認知症の人ををををササササ

ポートポートポートポートできる鍼灸専門人材できる鍼灸専門人材できる鍼灸専門人材できる鍼灸専門人材

・・・・認知症認知症認知症認知症の人およびそのご家族、介護者を支えることができるの人およびそのご家族、介護者を支えることができるの人およびそのご家族、介護者を支えることができるの人およびそのご家族、介護者を支えることができる鍼灸専鍼灸専鍼灸専鍼灸専

門門門門人材人材人材人材

構 成 機 関

構成機関（学校・団体・機関等）の名称構成機関（学校・団体・機関等）の名称構成機関（学校・団体・機関等）の名称構成機関（学校・団体・機関等）の名称 役割等役割等役割等役割等 都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名

後藤学園後藤学園後藤学園後藤学園 東京衛生学園専門学校東京衛生学園専門学校東京衛生学園専門学校東京衛生学園専門学校

事業の総括事業の総括事業の総括事業の総括

東京都東京都東京都東京都

敬心学園敬心学園敬心学園敬心学園 日本医学柔整鍼灸専門学校日本医学柔整鍼灸専門学校日本医学柔整鍼灸専門学校日本医学柔整鍼灸専門学校

調査・調査・調査・調査・実証実証実証実証

東京都東京都東京都東京都

呉竹学園呉竹学園呉竹学園呉竹学園 東京医療専門学校東京医療専門学校東京医療専門学校東京医療専門学校

調査調査調査調査

東京都東京都東京都東京都

一般社団法人老人病研究会一般社団法人老人病研究会一般社団法人老人病研究会一般社団法人老人病研究会

開発・実証開発・実証開発・実証開発・実証

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

株式会社株式会社株式会社株式会社 舞浜倶楽部舞浜倶楽部舞浜倶楽部舞浜倶楽部

開発開発開発開発

千葉県千葉県千葉県千葉県

NPONPONPONPO法人コミュニテイケアネットワーク法人コミュニテイケアネットワーク法人コミュニテイケアネットワーク法人コミュニテイケアネットワーク

開発開発開発開発

東京都東京都東京都東京都
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【調査WG】

認知症教育に関する卒前、卒後教育の実態調査、ニーズ調査

【目的】

認知症専門鍼灸師育成にあたり潜在的人的資源の調査

【対象、規模】

全国の鍼灸教育機関（大学、専門学校）100校

【手法】 アンケート用紙配布

【実施方法】

調査分科会で封入、発送、回収、集計分析を行う

西洋医学系・鍼灸医学系・介護福祉系連携型教材

～認知症専門鍼灸師のための認知症患者対応型IT教材開発～

【開発WG】

平成26年度に開発した認知症対応型モデル教材のIT化

【目的】

モデル教材の座学系、実技系（実習系）内容をIT化することにより、

モデル教材と連動させて多面的にスキルアップ、キャリアアップをは

かりやすい学習支援環境を整える。

【規模】

西洋医学系・介護福祉系・鍼灸医学系3分野で合計３時間のDVD教

材を作成（５００枚）

【実施方法】

外部業者（（株）デジタル・ナレッジ）に構成・制作管理、制作業務、

DVDデザイン、プレスを依頼

西洋医学系・鍼灸医学系・介護福祉系連携型教材

～認知症専門鍼灸師のための認知症患者対応型IT教材開発～

【実証WG】

実証講座の実施

【目的】

試用IT教材を使って実証講座を実施し、達成度評価と課題抽出を

行う

【対象】①卒前の学生（卒業予定者） ②卒後有資格者

【規模】それぞれ２０名

【時期】１２月

【手法】試用IT教材を使った講座

【実施方法】

YouTubeを使い受講希望者にIDとパスワードを提供して実施し、達

成度評価とアンケート調査を行う

西洋医学系・鍼灸医学系・介護福祉系連携型教材

～認知症専門鍼灸師のための認知症患者対応型IT教材開発～

認知症患者対応認知症患者対応認知症患者対応認知症患者対応

型モデル教材およ型モデル教材およ型モデル教材およ型モデル教材およ

びびびびIT教材の教材の教材の教材の開発開発開発開発

○鍼灸師のための認知症患者対応モデル教材・○鍼灸師のための認知症患者対応モデル教材・○鍼灸師のための認知症患者対応モデル教材・○鍼灸師のための認知症患者対応モデル教材・IT教材の開発教材の開発教材の開発教材の開発

○鍼灸師スキルアップ、キャリアアップを多面的に支援する学習支援○鍼灸師スキルアップ、キャリアアップを多面的に支援する学習支援○鍼灸師スキルアップ、キャリアアップを多面的に支援する学習支援○鍼灸師スキルアップ、キャリアアップを多面的に支援する学習支援

環境の整備環境の整備環境の整備環境の整備

○認知症に対する鍼灸学校の卒前・卒後教育の学習支援環境の整備○認知症に対する鍼灸学校の卒前・卒後教育の学習支援環境の整備○認知症に対する鍼灸学校の卒前・卒後教育の学習支援環境の整備○認知症に対する鍼灸学校の卒前・卒後教育の学習支援環境の整備

認知症患者に寄り添う医療・介護連携型の中核的鍼灸専門人材の育成認知症患者に寄り添う医療・介護連携型の中核的鍼灸専門人材の育成認知症患者に寄り添う医療・介護連携型の中核的鍼灸専門人材の育成認知症患者に寄り添う医療・介護連携型の中核的鍼灸専門人材の育成

事業終了後の方針について

（継続性、発展性など）

○事業成果の普及

① 事業成果の周知、事業成果物の有効活用を目的として、

データのHPでの公開、鍼灸関係教育機関１００校、全国の認知症疾

患医療センター及び都内の地域包括支援センター等への郵送配布

② 実施校及び連携校の平成28年度正規課程に試行導入予定

③ 卒前教育で認知症について殆ど学んでいない有資格者向けに

学び直し支援として短期プログラム化し医療・介護・鍼灸3分野連携

による認定制度講座を開催、医療・介護・鍼灸3分野連携による認知

症認定鍼灸師、認知症認定サポート鍼灸師の認定制度化をはかっ

ていく

事業終了後の方針について

（継続性、発展性など）

○事業終了後のフォローアップの取組

• ①本モデル教材の簡易版（100頁前後）を制作してHP上で公

開し、希望する鍼灸学校に対して卒前教育用教材として提

供し、卒前教育と卒後教育（研修）がリンクできるような学習

支援環境を整備する。

• ②全国の鍼灸学校の教員を対象に本教材を用いて毎年「教
員のための認知症講座」を継続して開催し、各学校における

「高齢者医療、認知症」に対する卒前・卒後教育の連動と教

育の充実化を促す
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認知症施策推進総合戦略

（平成（平成（平成（平成27年年年年1月月月月27日決定日決定日決定日決定）

①認知症への理解を深めるための普及・啓蒙の推進

②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護などの提供

③若年性認知症施策の強化

④認知症の人の介護者への支援

⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、

介護モデルなどの研究開発及びその成果の普及の推進

⑦認知症の人やその家族の視点の重視

新オレンジプランの基本的考え方

認知症の人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい

環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す。

７つの柱

本事業推進により期待される効果

①①①① 認知症に対する東洋医学の考え方認知症に対する東洋医学の考え方認知症に対する東洋医学の考え方認知症に対する東洋医学の考え方（（（（予防法予防法予防法予防法・・・・対応法対応法対応法対応法））））の普及の普及の普及の普及・・・・

啓蒙啓蒙啓蒙啓蒙のののの推進推進推進推進

②②②② 認知症の人の容態に応じた鍼灸による全身調整をベースとした認知症の人の容態に応じた鍼灸による全身調整をベースとした認知症の人の容態に応じた鍼灸による全身調整をベースとした認知症の人の容態に応じた鍼灸による全身調整をベースとした

全人的全人的全人的全人的・・・・総合的な角度からの支援総合的な角度からの支援総合的な角度からの支援総合的な角度からの支援

③③③③ 鍼灸による認知症の人の認知機能低下の抑制鍼灸による認知症の人の認知機能低下の抑制鍼灸による認知症の人の認知機能低下の抑制鍼灸による認知症の人の認知機能低下の抑制

④④④④ 軽度認知障害の人のアルツハイマー型認知症への移行予防軽度認知障害の人のアルツハイマー型認知症への移行予防軽度認知障害の人のアルツハイマー型認知症への移行予防軽度認知障害の人のアルツハイマー型認知症への移行予防

⑤⑤⑤⑤ 鍼灸による認知症の人のご家族および介護者への支援鍼灸による認知症の人のご家族および介護者への支援鍼灸による認知症の人のご家族および介護者への支援鍼灸による認知症の人のご家族および介護者への支援

⑥⑥⑥⑥ 東洋医学の視点からの鍼灸による認知症予防モデルの開発東洋医学の視点からの鍼灸による認知症予防モデルの開発東洋医学の視点からの鍼灸による認知症予防モデルの開発東洋医学の視点からの鍼灸による認知症予防モデルの開発

⑦⑦⑦⑦ 鍼灸による認知症の人を含むご高齢者の不定愁訴の鍼灸による認知症の人を含むご高齢者の不定愁訴の鍼灸による認知症の人を含むご高齢者の不定愁訴の鍼灸による認知症の人を含むご高齢者の不定愁訴の緩和緩和緩和緩和

今年の１月２７日に国の認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）

が決定され、７つの柱を打ち出している。これらの７つの柱に対して、本

事業の推進により新しい認知症支援人材として認知症対応型鍼灸専門

人材を育成し、多職種との相互理解を深め、多職種との協働体制を作

ることによって、下記のテーマを実現できる可能性と効果が期待される。

東洋医学によるサポート

①①①① 鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸マッサージ師×認知症の基礎マッサージ師×認知症の基礎マッサージ師×認知症の基礎マッサージ師×認知症の基礎知識知識知識知識 （（（（西洋医学系など）西洋医学系など）西洋医学系など）西洋医学系など）

②②②② 鍼灸マッサージ師×在宅医療の基礎知識（介護福祉系、看護系など鍼灸マッサージ師×在宅医療の基礎知識（介護福祉系、看護系など鍼灸マッサージ師×在宅医療の基礎知識（介護福祉系、看護系など鍼灸マッサージ師×在宅医療の基礎知識（介護福祉系、看護系など））））

③③③③ 鍼灸マッサージ師×認知症の人に対する生活支援鍼灸マッサージ師×認知症の人に対する生活支援鍼灸マッサージ師×認知症の人に対する生活支援鍼灸マッサージ師×認知症の人に対する生活支援技術技術技術技術

（（（（介護福祉系、看護系など）介護福祉系、看護系など）介護福祉系、看護系など）介護福祉系、看護系など）

④④④④ 鍼灸マッサージ師×認知症緩和ケア技術（介護福祉系、看護系など）鍼灸マッサージ師×認知症緩和ケア技術（介護福祉系、看護系など）鍼灸マッサージ師×認知症緩和ケア技術（介護福祉系、看護系など）鍼灸マッサージ師×認知症緩和ケア技術（介護福祉系、看護系など）

⑤⑤⑤⑤ 鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×ソーシャルワークソーシャルワークソーシャルワークソーシャルワーク （（（（介護福祉系、看護系など）介護福祉系、看護系など）介護福祉系、看護系など）介護福祉系、看護系など）

⑥⑥⑥⑥ 鍼灸マッサージ師×多職種連携の中でのコミュニケーション鍼灸マッサージ師×多職種連携の中でのコミュニケーション鍼灸マッサージ師×多職種連携の中でのコミュニケーション鍼灸マッサージ師×多職種連携の中でのコミュニケーション技術技術技術技術

（（（（介護介護介護介護福祉福祉福祉福祉系、系、系、系、看護看護看護看護系など系など系など系など））））

⑦⑦⑦⑦ 鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸マッサージ師×認知症の人マッサージ師×認知症の人マッサージ師×認知症の人マッサージ師×認知症の人およびおよびおよびおよびごごごご家族家族家族家族に対するコミュニケーションに対するコミュニケーションに対するコミュニケーションに対するコミュニケーション技術技術技術技術

（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）

医・介・鍼3分野連携型ITモデル教材の開発

中核的中核的中核的中核的鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型

スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップITITITIT教材教材教材教材のののの開発開発開発開発（案）（案）（案）（案）

認知症専門認知症専門認知症専門認知症専門鍼灸師鍼灸師鍼灸師鍼灸師ににににとって必要とされる他職種の知識ととって必要とされる他職種の知識ととって必要とされる他職種の知識ととって必要とされる他職種の知識と

スキル習得についてスキル習得についてスキル習得についてスキル習得について、、、、下記下記下記下記内容内容内容内容ををををITITITIT教材教材教材教材に反映に反映に反映に反映させたい。させたい。させたい。させたい。

神経神経神経神経内科と精神科と老年内科となります内科と精神科と老年内科となります内科と精神科と老年内科となります内科と精神科と老年内科となります。。。。

テーマテーマテーマテーマ：：：：

１，１，１，１，認知症認知症認知症認知症の基礎情報総説（老年症候群との関連）の基礎情報総説（老年症候群との関連）の基礎情報総説（老年症候群との関連）の基礎情報総説（老年症候群との関連）

２，２，２，２，認知症認知症認知症認知症4444大症例の提示大症例の提示大症例の提示大症例の提示

３，３，３，３，精神科精神科精神科精神科の特殊事情（治療の出来ない周辺症状と終末期）の特殊事情（治療の出来ない周辺症状と終末期）の特殊事情（治療の出来ない周辺症状と終末期）の特殊事情（治療の出来ない周辺症状と終末期）

４，４，４，４，認知認知認知認知能検査のデモンストレーション（能検査のデモンストレーション（能検査のデモンストレーション（能検査のデモンストレーション（MMSEMMSEMMSEMMSE、、、、NNNN----ADLADLADLADL））））

以上以上以上以上の要素で組み立てたいと思います。の要素で組み立てたいと思います。の要素で組み立てたいと思います。の要素で組み立てたいと思います。

医・介・鍼3分野連携型ITモデル教材の開発

中核的中核的中核的中核的鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型

スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップITITITIT教材教材教材教材のののの開発開発開発開発（案）（案）（案）（案）

西洋医学系（川並先生の組立て）西洋医学系（川並先生の組立て）西洋医学系（川並先生の組立て）西洋医学系（川並先生の組立て）

①①①① 鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸マッサージ師×マッサージ師×マッサージ師×マッサージ師×在宅医療の基礎知識在宅医療の基礎知識在宅医療の基礎知識在宅医療の基礎知識（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）

②②②② 鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×認知症の人に対する生活支援技術認知症の人に対する生活支援技術認知症の人に対する生活支援技術認知症の人に対する生活支援技術

（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）

③③③③ 鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×認知症緩和ケア技術認知症緩和ケア技術認知症緩和ケア技術認知症緩和ケア技術（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）

④④④④ 鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×鍼灸マッサージ師×ソーシャルワークソーシャルワークソーシャルワークソーシャルワーク （介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）（介護福祉系、看護系など）

⑤⑤⑤⑤ 鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸マッサージ師×マッサージ師×マッサージ師×マッサージ師×多職種連携の中でのコミュニケーション技術多職種連携の中でのコミュニケーション技術多職種連携の中でのコミュニケーション技術多職種連携の中でのコミュニケーション技術

（介護福祉（介護福祉（介護福祉（介護福祉系、系、系、系、看護系など）看護系など）看護系など）看護系など）

⑥⑥⑥⑥ 鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸マッサージ師×マッサージ師×マッサージ師×マッサージ師×認知症の人および認知症の人および認知症の人および認知症の人およびごごごご家族に対するコミュニケーション技術家族に対するコミュニケーション技術家族に対するコミュニケーション技術家族に対するコミュニケーション技術

（介護福祉系、看護系など（介護福祉系、看護系など（介護福祉系、看護系など（介護福祉系、看護系など））））

⑦⑦⑦⑦ その他（鍼灸師に必要と思われる考え方と対応スキル）その他（鍼灸師に必要と思われる考え方と対応スキル）その他（鍼灸師に必要と思われる考え方と対応スキル）その他（鍼灸師に必要と思われる考え方と対応スキル）

医・介・鍼3分野連携型ITモデル教材の開発

中核的中核的中核的中核的鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型

スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップITITITIT教材教材教材教材のののの開発開発開発開発（案）（案）（案）（案）

介護福祉系介護福祉系介護福祉系介護福祉系（希望（希望（希望（希望案案案案））））

座学系：座学系：座学系：座学系：

①老年医学と鍼灸医学①老年医学と鍼灸医学①老年医学と鍼灸医学①老年医学と鍼灸医学

②健康長寿実現・健康寿命延伸を目的とした三焦鍼法②健康長寿実現・健康寿命延伸を目的とした三焦鍼法②健康長寿実現・健康寿命延伸を目的とした三焦鍼法②健康長寿実現・健康寿命延伸を目的とした三焦鍼法

③③③③認知症に対する鍼灸治療の実際と可能性認知症に対する鍼灸治療の実際と可能性認知症に対する鍼灸治療の実際と可能性認知症に対する鍼灸治療の実際と可能性

実技系：実技系：実技系：実技系：

①補瀉手技の紹介＆実技指導①補瀉手技の紹介＆実技指導①補瀉手技の紹介＆実技指導①補瀉手技の紹介＆実技指導

②三焦鍼法のデモンストレーション＆実技指導②三焦鍼法のデモンストレーション＆実技指導②三焦鍼法のデモンストレーション＆実技指導②三焦鍼法のデモンストレーション＆実技指導

医・介・鍼3分野連携型ITモデル教材の開発

中核的中核的中核的中核的鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型

スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップITITITIT教材教材教材教材のののの開発開発開発開発（案）（案）（案）（案）

鍼灸医学鍼灸医学鍼灸医学鍼灸医学系（案）系（案）系（案）系（案）
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認知症対応型・IT教材（DVD教材）開発
映像コンテンツ制作・映像コンテンツ制作・映像コンテンツ制作・映像コンテンツ制作・DVDDVDDVDDVD作成スケジュール作成スケジュール作成スケジュール作成スケジュール

１１１１，講座設計，講座設計，講座設計，講座設計 / / / / 映像仕様事前打ち合わせ（映像仕様事前打ち合わせ（映像仕様事前打ち合わせ（映像仕様事前打ち合わせ（10101010月月月月1111日～日～日～日～10101010月月月月9999日）日）日）日）

２２２２，講座設計，講座設計，講座設計，講座設計 / / / / 講義スライド作成講義スライド作成講義スライド作成講義スライド作成 （（（（10101010月月月月13131313日～日～日～日～10101010月月月月23232323日）日）日）日）

３３３３，撮影，撮影，撮影，撮影

・西洋医学系・鍼灸医学系・西洋医学系・鍼灸医学系・西洋医学系・鍼灸医学系・西洋医学系・鍼灸医学系 （（（（10101010月月月月24242424日～日～日～日～10101010月月月月25252525日）日）日）日）

・介護福祉系・介護福祉系・介護福祉系・介護福祉系 （（（（10101010月月月月26262626日～日～日～日～11111111月月月月10101010日）日）日）日）

４４４４．仮編集．仮編集．仮編集．仮編集

・西洋医学系・鍼灸医学系・西洋医学系・鍼灸医学系・西洋医学系・鍼灸医学系・西洋医学系・鍼灸医学系 （（（（10101010月月月月26262626日～日～日～日～11111111月月月月6666日日日日））））

・介護福祉系・介護福祉系・介護福祉系・介護福祉系 （（（（11111111月月月月11111111日～日～日～日～11111111月月月月26262626日）日）日）日）

５５５５，仮編集映像確認，仮編集映像確認，仮編集映像確認，仮編集映像確認 （（（（11111111月月月月6666日～日～日～日～12121212月月月月10101010日）日）日）日）

６６６６，本編集，本編集，本編集，本編集 （（（（11111111月月月月27272727日～日～日～日～12121212月月月月22222222日）日）日）日）

７７７７，データ入稿，データ入稿，データ入稿，データ入稿 （（（（12121212月月月月25252525日終了）日終了）日終了）日終了）

８８８８，，，，DVDDVDDVDDVDマスター制作・マスター制作・マスター制作・マスター制作・DVDDVDDVDDVDプレスプレスプレスプレス （（（（1111月月月月7777日～日～日～日～1111月月月月28282828日）日）日）日）

９，後藤学園に納品９，後藤学園に納品９，後藤学園に納品９，後藤学園に納品 （（（（1111月月月月29292929日に郵送）日に郵送）日に郵送）日に郵送）

ご高齢者を支える未来を一緒に創ろう

医・介・鍼の連携

健康長寿

健康寿命延伸

不定愁訴の全人的ケア

認知症の予防と改善

認知症対策(急務!)

2025年問題解決に挑む


