
平成30年度

介護予防推進リーダー
研修事業

一般社団法人 徳島県作業療法士会 主催

生きがいある生活行為推進指導者育成事業

介護予防・日常生活支援総合事業、
地域包括ケアシステムを正しく理解し、
専門職として有用な提案ができる
人材を育成します。

お問い合わせ

〒779-3122 徳島市国府町府中592-7

デイサービスセンター 内 TEL 088-6789-777　FAX 088-6789-977For You－国府－

介護予防推進リーダー研修事業 事務局

会 場

日 時

2019年

1/13［日］
ふれあい健康館
　  ［2F 第2会議室］

1/19［土］
あわぎんホール
［4F 第2・3会議室］

1/20［日］
あわぎんホール
［4F 第2・3会議室］

2/10［日］
ふれあい健康館
［2F 第2会議室］

この介護予防推進リーダー研修事業は、
平成30年度「徳島県地域医療介護総合確保基金事業費補助金（介護分）」の
助成を受けて実施しています。

ふれあい健康館
徳島市沖浜東2-16

1/13［日］
2/10［日］

あわぎんホール
徳島市藍場町2-14

1/19［土］
1/20［日］

ふれあい
健康館
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9:00～9:30
9:30～9:40

9:40～10:40

10:50～11:50

12:50～14:20

14:30～15:30

15:40～16:25

16:25～16:30
16:30～16:40

受付
開会の挨拶

社会保障制度 講　師／細川友和
  リハビリテーション大神子病院
 テーマ／高齢化社会の進展と
  リハビリテーション専門職の役割

地域リハ技術論［2］ 講　師／岩佐英志
  専門学校 健祥会学園
 テーマ／地域生活を支援するための
  外出活動

地域リハ技術論［3］ 座　長／小森和樹
  デイケアセンター ジラソーレ大松
 講　師／喜多條雅子
  NPO法人クレエール 理事長
 テーマ／地域で暮らす
  障害者への就労支援

地域包括ケアシステム［1］ 座　長／西山修平
  介護老人保健施設 昴
 講　師／中村　愛
  徳島県保健福祉部 長寿いきがい課
 村橋丈彦
  鳴門市健康福祉部 長寿介護課
 テーマ／地域包括ケアシステムと
  行政の役割と今後の展開

選択研修 講　師／村橋丈彦
  鳴門市健康福祉部 長寿介護課
 テーマ／認知症サポーター研修

閉会の挨拶
研修カードの返却と案内

8:50～9:20
9:20～9:30

9:30～10:15

10:25～12:10

13:10～14:10

14:20～16:20

16:30～17:15

17:15～17:20
17:20～17:30

受付
開会の挨拶

総合事業［2］ 講　師／吉野哲一
  上勝町 企画環境課
 テーマ／鳴門市における総合事業への
  士会の取り組み

総合事業［3］ 講　師／吉野哲一
  上勝町 企画環境課
 小森和樹
  デイケアセンタージラソーレ大松
 テーマ／鳴門市における
  訪問型介護予防事業の事例検討

地域ケア会議［1］ 講　師／井上俊子
  小松島病院
 テーマ／地域ケア会議における
  リハビリテーション専門職の役割

地域ケア会議［2］ 講　師／井上俊子
  小松島病院
 上田裕久
  （株）豊結会 代表取締役
 小森和樹
  デイケアセンター ジラソーレ大松
 テーマ／地域ケア模擬会議

選択研修 講　師／江本純造
  鴨島病院
 テーマ／特別支援教育
閉会の挨拶
研修カードの返却と案内

休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

8:50～9:20
9:20～9:30

9:30～11:00

11:10～12:40

13:40～14:40

14:50～16:05

16:15～17:30

17:30～17:35
17:35～17:45

受付
開会の挨拶

地域包括ケアシステム［2］ 座　長／細川友和
  リハビリテーション大神子病院
 講　師／柳　尚夫
  兵庫県豊岡保健所 所長
 テーマ／地域包括ケアシステムの現状と未来

地域包括ケアシステム［3］ 座　長／細川友和
  リハビリテーション大神子病院
 講　師／柳　尚夫
  兵庫県豊岡保健所 所長
 テーマ／地域包括ケアシステムにおける
  市町村と多職種連携

地域リハ技術論［1］ 講　師／河野裕美子
  （福）健祥会 吉野川リハビリセンター
 テーマ／生活行為向上マネジメント総論

地域移行支援［1］ 講　師／藤田健次
  （株）アクティブサポート 代表取締役
 テーマ／地域生活移行支援と
  介護保険サービス

地域移行支援［2］ 講　師／藤田健次
  （株）アクティブサポート 代表取締役
 テーマ／介護予防ケアプランに活かす
  リハビリテーション

閉会の挨拶
研修カードの返却と案内

9:00～9:30
9:30～9:40

9:40～10:40

10:50～12:20

13:20～14:50

15:00～15:45

15:45～15:50
15:50～16:00

受付
開会の挨拶

総合事業［1］ 講　師／佐々木寛和
  鳴門山上病院
 テーマ／地域で支える自治体と連携した
  訪問リハビリテーション

認知症［1］ 講　師／大浦江美子
  特別養護老人ホーム 蓬莱荘
 テーマ／認知症初期集中支援と
  作業療法士の役割

認知症［2］ 座　長／大浦江美子
  特別養護老人ホーム 蓬莱荘
 講　師／大下直樹
  （公社）認知症の人と家族の会 徳島県支部
 テーマ／認知症カフェで支える地域支援

選択研修 講　師／楠井愛美
  徳島県精神保健福祉センター
 テーマ／自殺予防サポーター養成講座
閉会の挨拶
研修カードの返却と案内

休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

休　憩

平成30年度 介護予防推進リーダー研修事業  講義内容

1日目 2019年1月13日［日］

3日目 2019年1月20日［日］ 4日目 2019年2月10日［日］

2日目 2019年1月19日［土］ふれあい健康館
［2F 第2会議室］

あわぎんホール
［4F 第2・3会議室］

あわぎんホール
［4F 第2・3会議室］

ふれあい健康館
［2F 第2会議室］


