２７年度介護職員・介護施設管理者等のためのスキルアップ講座
“高齢者の心と身体のしくみを知る、認知症、生活習慣病の科学”
名誉教授、大学教員等を講師とする岡山スーパー大学院開講

受講者募集

・第１期

平成２７年７月~９月 定員５０名

・第２期

平成２８年１月~３月 定員５０名

カリキュラム概要
少子高齢化社会に於いては、高齢者、要介護者の心と身体のしくみ、病態、その予防法の研
究、教育と情報発信が重要である。在宅医療、介護の職員、従事者は、基盤となる高齢者の脳
神経を含む身体の基礎サイエンスや実践対応の最新情報を日頃入手していくことが必要であ
る。
本講座は２６年度に設置されたスーパー大学院、NPO 法人ヘルスサイエンス地域国際セン
ターの活動の一環である。（www//http://ohsnet.jp 参照）
講師はアカデミーカフェサロン・スーパー大学院に所属する名誉教授、大学教員等のメンバ
ーが担当する。それぞれの専門分野、研究成果、基礎及び実践的最新情報を講義、ゼミ及び Q
＆A が行われる。
テーマと講師（別紙）Ⅰ期Ⅱ期ともテーマ、講師が変更される
・ 日程
・ 場所

： 第１期

平成２７年

７月１２日（日）８月９日（日）９月１３日（日）

第２期

平成２８年

１月１７日（日）２月７日（日）３月６日（日）

： 岡山大学病院（鹿田キャンパス）

歯学部４階

第１講義室

・ 受講対象者：施設責任者、介護職員、医療従事者、在宅介護、市民等
・ 受講料

：

第１期

・ 受講申込み：第１期

１万円

第２期１万円

６月末まで

第２期

（１期２期共重複受講可能）
１２月末まで

・ 申込み方法：受講希望者は申込み用紙に氏名等を明記のうえ下記事務局へ FAX 又はメール
にてお知らせください。詳細内容案内、登録方法をメールまたは郵送にて送付します。満席
になり次第締め切りますので早めに登録ください。

事務局 アカデミーカフェサロン
NPO 法人ヘルスサイエンス地域国際センター
NPO 法人 口腔健康科学ネット
〒700-0816 岡山市北区富田町 1-2-1-102
TEL／FAX 086－897－6295
メール nagain_npo@yahoo.co.jp
事務局担当窓口 永井／秋月

平成 27 年 5 月
スーパー大学院運営委員会
委員長 古賀隆治 岡大名誉教授
赤木忠厚 岡大名誉教授
高橋文博 岡大名誉教授
山口博幸 香大名誉教授
世話人

立川敏明 香大名誉教授
永井敎之 岡大名誉教授
事務局担当

H２７年度

スーパー大学院岡山開講

“高齢者の心と身体のしくみをしる、認知症、生活習慣病の科学” ゼミ
・場所 岡山大学病院（鹿田キャンパス）歯学部 4F

第 1 講義室

・主催 スーパー大学院／アカデミーカフェサロン運営委員会
第Ⅰ期 テーマと担当講師
月日

時間

内容

7 月 12 日 10：00～10：30

開校式

オリエンテーション

担当講師
古賀隆治・永井敎之

岡山大学名誉教授

座長 山口博幸 香川大学名誉教授
(第１日)

10：30～12：00

認知症,その予防

太田康之 岡大病院神経内科講師

日曜日

13：00～14：30

細菌、感染症

大原直也

14：40～16：10

高齢者の骨折

橋詰博行 笠岡第１病院長

8月9日

座長 高木愼 岡大元准教授
10：30～12：00

( 第 ２ 日 ) 13：00～14：30
日曜日

岡大大学院歯薬総合研究科教授

14：40～16：10

スウェーデン・日本の介護の現状

河本佳子 作業療法士、ルンド大学卒

高齢者の口腔機能と疾患

江草正彦 岡大病院教授

新しいがん治療（中性子療法）

松井秀樹 岡大医歯薬総合研究科教授

9 月 13 日

座長 岸本悦央 岡大准教授
10：30～12：00

介護医療の倫理学

高橋文博 岡山大学名誉教授

(第３日)

13：00～14：30

生活習慣病の病理解剖

中野敬介 岡大医歯薬総合研究科准教授

日曜日

14：40～16：10

高齢者の終末期の看取り

田中紀章 岡山大学名誉教授

16：10～16：20

修了式

古賀隆治 永井敎之

第Ⅱ期 テーマと担当講師
月日

時間

内容

1 月 17 日 10：00～10：30

開校式

オリエンテーション

担当講師
古賀隆治・永井敎之

岡山大学名誉教授

座長 立川敏明 香川大学名誉教授
(第１日)

10：30～12：00

認知症の科学

勝田吉彰 関西福祉大学教授

日曜日

13：00～14：30

ウィルスと粘膜疾患

辻極秀次 岡山理科大学教授

14：40～16：10

高齢者リュウマチのメカニズム

中西徹

2月7日

座長 高木愼 岡大元准教授
10：30～12：00

( 第 ２ 日 ) 13：00～14：30
日曜日

就実大学薬学部教授

14：40～16：10

高齢者の病態の病理学

井上正久 徳島文理大教授

摂食嚥下の科学

村田尚道 岡大病院助教

嚥下性肺炎の予防

高齢者社会学

山口博幸 香川大学名誉教授

3月6日

座長 山口博幸 香川大学名誉教授
10：30～12：00

認知症その測定法

呉景龍

(第３日)

13：00～14：30

肝炎の科学と臨床

湯本泰弘 元岡大教授(内科)

日曜日

14：40～16：10

介護ロボットの基礎

五福明夫 岡山大学工学部教授

16：10～16：20

修了式

古賀隆治 永井敎之

【各講義時間

60 分 Q&A

岡大工学部教授

30 分】

事務局 〒700-0816 岡山市北区富田町 1-2-1-102 アカデミーカフェサロン
NPO 法人 ヘルスサイエンス地域国際センター NPO 法人 口腔健康科学ネット
TEL・FAX 086－897－6295
担当

永井／秋月

メール nagain_npo@yahoo.co.jp
連絡先 090-8992-9558 （永井携帯）

NPO 法人 ヘルスサイエンス地域国際センター、口腔健康科学ネット事務局殿

FAX：086－897－6295
Ｈ２７年度

メール nagain_npo@yahoo.co.jp

介護・医療連携のためのスキルアップ講座

岡山スーパー大学院受講申込書

“高齢者の心と身体のしくみをしる、認知症、生活習慣病の科学” 申込み用紙
（複数の場合コピーしてご利用ください）
スーパー大学院実施委員会殿
私は

第Ⅰ期（１万円）

第Ⅱ期（１万円）

第Ⅰ期・第Ⅱ期共（２万円）

受講を申し込みます。(○で囲んで下さい)
ふりがな

受講者

氏 名

年齢

男

女

資格
郵便番号
勤務先住所
郵便番号
自宅住所（書類送付先）

連絡先

メール

TEL
内容について充実させるための、講師との Q＆A の時間を設けます。
あらかじめ、各テーマの内容、知りたい事項等について、質問、要望があれば下記に記入して下さい。当日講師
より回答があります。

振込口座

申し込みと同時にお振込みお願いします。入金確認後１週間以内に受講票をお送りします。

振込先

広島銀行 岡山支店
店番 155 口座番号 3102378
特定非営利活動法人 ヘルスサイエンス地域国際センター
理事 永井 敎之

問合せ先

事務局 700-0816 岡山市北区富田町 1-2-1-102
NPO 法人 ヘルスサイエンス地域国際センター
TEL／FAX 086-897-6295
メール
担当 永井／秋月

nagain_npo@yahoo.co.jp

岡山スーパー大学院“高齢者の心と身体のしくみをしる、認知症、生活習慣病の科学”ゼミ
H27 年度 岡山スーパー大学院開設要項
〈要項〉
・

第Ⅰ期

平成 27 年 7 月～9 月

6 月 30 日締切

・

第Ⅱ期

平成 28 年 1 月～3 月

12 月 31 日締切

・

受講募集人員

・

受講資格

・
・

50 名

各期

介護施設、高齢者施設、在宅介護、訪問医療等の職員、従業員、市民等（施設、ケアマネージャー、介護福祉
士、ホームヘルパー看護師、歯科衛生士、市民等）

受講料

1 万円（各期毎、受講者毎）
、施設、職場負担可
受講申し込みと同時に下記口座へお振込み下さい。欠席の場合、受講料は返金しませんが代理出席が可能です。
単日のみ受講の場合は、5,000 円を当日受付にてお支払いください。

・

受講証（領収書）

申込み頂いた場合には。事務局より受講証（領収書）を受講者へ送付し

ます。受講証は当日受付にてご提示ください。１０日以内に受講証が未着の場合は
ご連絡ください。
・

スーパー大学院修了証書の授与

・

カリキュラムは別紙の通りですが、テーマ、講師の若干の変更があることもご了解ください。

・

講義室は岡大歯学部棟第１講義室（４F）

振込先

広島銀行 岡山支店
店番 155 口座番号 3102378
特定非営利活動法人 ヘルスサイエンス地域国際センター
理事 永井 敎之

申込み先

事務局 700-0816 岡山市北区富田町 1-2-1-102
NPO 法人 ヘルスサイエンス地域国際センター
TEL／FAX 086-897-6295
メール

nagain_npo@yahoo.co.jp

