
第三回実施委員会 

２月９日（11：00～） 
会場：アルカディア市ヶ谷 「霧島」 

～ 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」 



文科省委託事業・第３回実施委員会 

• 次第 

一 開会 

二 委員長（後藤修司）挨拶 

三 文科省委託事業・取り組み報告（事務局長 兵頭明） 

四 成果物の報告 

五 今後の方針について（継続性、発展性など） 

六 意見交換 

七 閉会 



事業の目的・概要 

 現在の日本は世界一の超高齢社会となり、高齢者人口の
急増とともに認知症の人も急増している。今後のさらなる
高齢者人口の急増、認知症の人の急増に対して、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
なっている。 

 

 超高齢社会がかかえる2025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
つつ、連携拡大のための新しい選択肢の創出が望まれる。 

 

高齢者や認知症の人の個別ケアのニーズに応えるためにも、
医療・介護連携のもとで、全身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。 

 



事業の目的・概要 

そこで本事業では、医療・介護連携型の認知症の人に 

寄り添う中核的鍼灸専門人材の育成を目的として、 

西洋医学系・介護福祉系・鍼灸医学系の３分野連携の
もとで認知症に対する医療・介護連携型の鍼灸師教育
プログラムを策定し、多職種医療連携に向けた中核的
鍼灸専門人材育成のための認知症の人対応型モデル教
材の開発を行い、臨床経験3年以上の鍼灸師のスキル
アップ、キャリアアップを多面的に支援する学習支援
環境を整備し、認知症の人に寄り添う中核的鍼灸専門
人材の育成を行うこととした。 



構 成 機 関 

構成機関（学校・団体・機関等）の名称 役割等 都道府県名 

後藤学園 東京衛生学園専門学校 
事業の総括 

東京都 

敬心学園 日本医学柔整鍼灸専門学校 
開発・実証 

東京都 

呉竹学園 東京医療専門学校 
開発 

東京都 

一般社団法人老人病研究会 
開発・実証 

神奈川県 

株式会社 舞浜倶楽部 
開発 

千葉県 

社会福祉法人敬心福祉会池袋敬心苑 
開発 

東京都 

社会福祉法人敬心福祉会千歳敬心苑 
開発 

東京都 

NPO法人コミュニテイケアネットワーク 
開発 

東京都 



事業の実施体制 



事業の内容 

①認知症対策に関する地方自治体（1741市区町村）の 

取組実態および鍼灸をはじめとする代替医療・療法への
認知度、期待度の調査 

 

②実証講座実施後の達成度（理解度）調査、 

               教材に対するニーズ調査 

 

③実証講座にて教材のIT化に向けたニーズ、 

               要望の調査・検討 

１，アンケート調査 



事業の内容 

西洋医学系・介護福祉系・鍼灸医学系の3分野連携のもとで 

 

認知症に対する医療・介護連携型の中核的鍼灸専門人材育成の
ための教育プログラムを策定し、 

 

３分野が一体となった各分野横断型のモデル教材開発を行った。 

 

 

 

２，認知症対応型モデル教材の開発 

※ 成果報告書 P１２～参照 



事業の内容 

臨床経験３年以下の鍼灸師を対象として実証講座を２回開催
し、アンケート調査を行った。 
 

①開発中の暫定教材を使って実証講座を実施し、達成度調 

 査（理解度調査）、教材に対するニーズ調査を行なった。 

 

②３分野の教材の各テーマに対する受講者の興味度、関心度、 

 および要望を調査し、教材開発分科会に反映させた。 

 

３，実証講座の開催 

※ 実証講座アンケート調査結果 P34～83参照 



医・介・鍼3分野連携型モデル教材の開発 

  

①西洋医学系教材の開発 

認知症に対する神経内科、精神科、老年内科、リハビリ
テーション科、救命救急医療等の領域の最新の知識を習得
させることを目的として、すべての分野で事例報告をベー
スとした実践型学習教材の開発を行った。 

 

 

（１）西洋医学系・介護福祉系・鍼灸医学系の 

            3分野連携型モデル教材の開発 

※成果報告書 P12～参照 



医・介・鍼3分野連携型モデル教材の開発 

 

②鍼灸医学系教材の開発 

認知症を脳だけのトラブルとしてとらえるのではなく、中国伝統医学 

（鍼灸医学分野）が一貫して重視している全人的・総合的な捉え方と 

実践ができるように教育プログラムを策定し、実践型学習教材の開発 

を行った。 

 

③介護福祉系教材の開発 

高齢者および認知症の人に対する日本の先進的な介護福祉に関する一 

定の知識や技術、および認知症の人に対する接遇介護法等を事例を通 

じて学ぶ実践型教育プログラムを策定し、講義型学習教材の開発を 

行った。また福祉先進国といわれているスウェーデンの認知症緩和ケ 

ア理念についての基本的な知識を学べる教育プログラムも作成した。 

中核的鍼灸専門人材が多職種連携をはかれるように配慮した実践型 

教育プログラムとした。 

 

（１）西洋医学系・介護福祉系・鍼灸医学系の 

            3分野連携型モデル教材の開発 



① 鍼灸マッサージ師×認知症の基礎知識 （西洋医学系など） 

② 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） 

③ 鍼灸マッサージ師×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） 

④ 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） 

⑤ 鍼灸マッサージ師×ソーシャルワーク （介護福祉系、看護系など） 

⑥ 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 

                  （介護福祉系、看護系など） 

⑦ 鍼灸マッサージ師×認知症の人およびご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） 

 

医・介・鍼3分野連携型モデル教材の開発 

（２）中核的鍼灸専門人材育成のための実践型・連携型 

   スキルアップ教材の開発 

 鍼灸専門職に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、 

実施委員会および各教材開発分科会にて検討を行い、 
下記内容を教材に反映させた。 



成 果 報 告 ：調査報告 
地方自治体に対する認知症対策アンケート調査結果の 

まとめ・分析（概要） 

•  認知症対策に関する地方自治体の取り組み実態および鍼灸をはじめと
する代替医療・療法への認知度、期待度を把握するため、全市区町村
（東京特別区含む）における高齢者対策担当課に対し、郵送法によるア
ンケート調査を実施した。 

 

•  その結果、認知症の予防・治療・ケアにおける鍼灸療法については、市
区町村担当レベルではほとんど認知されていないことが判明した。また、
医療と福祉の連携を前提とした地域包括ケア体制の中で、多職種連携
の必要性は高いと認識されており、今後、鍼灸がその一角を担えるよう
な総合戦略が不可欠であることを示唆している。 

   

 

詳細については第二部のシンポジウムで紹介がなされます。 

※ 成果報告書P１７～ 



成 果 報 告 ：調査報告 
教材のIT化に向けた調査 

①各分科会および実証講座に出席し、 
            教材のIT化に向けた調査を行った。 

 

②本事業にて開発された教育研修プログラムを東京都内の一部
の講習会に留まらず広く多くの方に講座を提供するには、 
どのような教育手法にて実現することが望ましいか、 
教育研修プログラムの開発と併せて検討を行った。 

 

 

 

 

 

※ 成果報告書P８４～ 



成 果 報 告 ：調査報告 
教材のIT化に向けた調査結果のまとめ・分析 

 実際に行われた実証講座では、９割以上の時間が講師が一方的に話
したり、DVDによる映像を再生して受講者に見ていただく授業であったた
め、これをDVD化することはさほど難しいことではないかと思いました。 

 

 但し、講義終了後のアンケート結果では６０％以上の受講者が「従来
の授業（教員による直接の講義）」が“理解しやすく”もあり、“学びやす
く”もあるという回答をしていることは軽視してはいけないと考えます。 

 

 次年度においては、制作したDVDのみで受講を提供してみて、従来の
授業とDVDによる授業とで品質に影響がないかを実証してみる必要は
あるかと思いました。 

※ 成果報告書 P３４～ 

   実証講座カリキュラム P１５～１６ 



 
成 果 報 告 ：調査報告 

実証講座アンケート調査結果のまとめ・分析 

 
 本事業では、西洋医学系・介護福祉系・鍼灸医学系の３分野
連携による認知症対応型モデル教材を開発するにあたり、 
下記目的のために実証講座を２回開催し、 
        アンケート調査ならびにヒアリング調査を行った。  

 

 【実証講座開催の目的】 

①開発中の暫定教材を使って実証講座を実施し、達成度調査
（理解度調査）を行なう。 

②開発中の３分野教材の各テーマに対する受講者の興味度、
関心度、および要望を調査する。 

③その他のアンケート調査 

               ※成果報告書 P34～ 



成 果 報 告： 
３分野連携型モデル教材一式 

本教材の位置づけ 

•本事業は、認知症の人に寄り添う中核的鍼灸専門人材の育
成を目的として、日本で初めてとなる西洋医学系・介護福祉
系・鍼灸医学系３分野連携により、『認知症の人およびその
ご家族を支えるための西洋医学系・介護福祉系・鍼灸医学系
３分野連携型モデル教材』の開発を行ってきた。ここに、本
事業の成果物として報告させていただくこととする。 

 

•政府は今年の１月27日に認知症対策を省庁の枠組みを超え
て取り組む国家戦略を打ち出した。また政府が新たにまとめ
たこの国家戦略の７つの柱の１つに、「本人や家族の視点の
重視」が盛り込まれている。本教材が、まさに「本人や家族
の視点を重視」し、「認知症の人およびそのご家族を支え
る」ことを目的とし、それを担う中核的鍼灸専門人材育成の
ために開発されたことは、特筆すべきところである。 

 



成 果 報 告： 
３分野連携型モデル教材一式 

本教材の位置づけ 

•西洋医学系教材執筆にあたっては、中核的鍼灸専門人
材育成という目的に限定せず、今後の多職種連携の拡大
と強化を目的としてコ・メディカル全般の人材が学習内
容を共有できるように配慮していただき、事例報告を中
心とした実践型教材に仕上げていただいたことを追記し
ておく。 

•また本教材について、西洋医学系教材開発分科会代表
である川並汪一氏は、「多職種の連携を視野に組立てら
れているので、鍼灸師に限らずホームドクター、総合内
科医、研修医や医学生そして一般の方にも興味深いと思
われる。」と本教材の組立てを位置づけている。 

 



成 果 報 告 ：モデル教材一式 
本教材の組み立て 

•本教材は、第１部が西洋医学系教材、第２部が介護福
祉系教材、そして第３部が鍼灸医学系教材の３部構成と
なっている。 

 

•その全容の報告を目的として、成果報告書では本教材
の組立てが一目でわかるように、116ページから目次一
覧（総目次）としてご報告をさせていただき、教材一式
は『認知症の人およびそのご家族を支えるための西洋医
学系・介護福祉系・鍼灸医学系３分野連携型モデル教
材』として『別冊』の形式で報告をさせていただくこと
とする。 



８月４日（月）第１回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

文部科学省委託事業・実施委員会委員長 

学校法人後藤学園 理事長 後藤修司挨拶  

 



８月４日（月）第１回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

文部科学省委託事業・実施委員会 副代表 

学校法人敬心学園 小林光俊 理事長 ご挨拶（本事業への期待）  

 



８月４日（月）第１回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

文部科学省委託事業・実施委員会 副代表 

学校法人呉竹学園 坂本 歩 理事長 ご挨拶（本事業への期待）  

 

 



８月４日（月）第１回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

文部科学省委託事業・西洋医学系教材開発分科会 代表 

一般社団法人老人病研究会 川並汪一 会長 ご挨拶（本事業の役割、意義）  

 

 

 



８月４日（月）第１回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

文部科学省委託事業・介護福祉系教材開発分科会 代表 

（株）舞浜倶楽部 グスタフ・ストランデル 代表取締役社長 

ご挨拶（本事業への期待）  

 

 

 



８月４日（月）第１回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

文部科学省委託事業・鍼灸医学系教材開発分科会 代表 

文部科学省委託事業・推進事務局長 兵頭 明 （工程表の紹介）  

 

 

 



８月４日（月）第１回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

 

 

 



８月４日（月）第１回実施委員会 
（本事業協力委員との意見交流） 

 

 

 



８月４日（月）第１回実施委員会 
（本事業協力委員との意見交流） 

 

 

 



８月４日（月）第１回実施委員会 
（本事業協力委員との意見交流） 

 

 

 



１１月１０日（月）第２回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

文部科学省委託事業・実施委員会委員長 

学校法人後藤学園 理事長 後藤修司挨拶  

 



１１月１０日（月）第２回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

 
第１回実施委員会議事録の確認 

  

 



１１月１０日（月）第２回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

 
第１回実施委員会議事録の確認 

  

 



１１月１０日（月）第２回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

 
第１回実施委員会議事録の確認 

  

 



１１月１０日（月）第２回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

 
各分科会の進捗状況の報告 

  

 



１１月１０日（月）第２回実施委員会 
 

全国市区町村に対するアンケート調査 
自治体ヒアリングまとめ、アンケート票の報告（和田雄志先生） 

  

 



１１月１０日（月）第２回実施委員会 
 

各分科会および実証講座に出席し教材のIT化に向けた調査 
（デジタル・ナレッジ 中田康宏リーダー） 

  

 



１１月１０日（月）第２回実施委員会 
 

西洋医学系教材開発分科会の進捗状況報告 
 

  

 



１１月１０日（月）第２回実施委員会 
 

介護福祉系教材開発分科会の進捗状況報告 
 

  

 



１１月１０日（月）第２回実施委員会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

文部科学省委託事業・実施委員会 副委員長 

学校法人敬心学園 小林光俊理事長 閉会のご挨拶  

 



１１月１０日（月）第２回西洋医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

 



８月１４日（木）第１回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



８月１４日（木）第１回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



８月１４日（木）第１回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



８月１４日（木）第１回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



８月１４日（木）第１回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



８月１４日（木）第１回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



１０月９日（木）第２回介護福祉系分科会 
（（社福）池袋敬心苑にて開催） 



１０月９日（木）第２回介護福祉系分科会 
（（社福）池袋敬心苑にて開催） 



１０月９日（木）第２回介護福祉系分科会 
（（社福）池袋敬心苑にて開催） 



１０月９日（木）第２回介護福祉系分科会 
（（社福）池袋敬心苑にて開催） 



１０月９日（木）第２回介護福祉系分科会 
（（社福）池袋敬心苑にて開催） 



１０月９日（木）第２回介護福祉系分科会 
（（社福）池袋敬心苑にて開催） 



１２月３日（水）第３回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



１２月３日（水）第３回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



１２月３日（水）第３回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



１２月３日（水）第３回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



１２月３日（水）第３回介護福祉系分科会 
（舞浜倶楽部新浦安フォーラムにて開催） 



８月３０日（土）第１回鍼灸医学系分科会 



８月３０日（土）第１回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 



８月３０日（土）第１回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 



８月３０日（土）第１回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 



８月３０日（土）第１回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 



８月３０日（土）第１回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 



８月３０日（土）第２回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 



８月３０日（土）第２回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 



８月３０日（土）第２回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 



８月３０日（土）第２回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 



８月３０日（土）第２回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 



１２月１１日（木）第３回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

 



１２月１１日（木）第３回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

 



１２月１１日（木）第３回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

 



１２月１１日（木）第３回鍼灸医学系分科会 
（東京衛生学園専門学校にて開催） 

 



第一回実証分科会・実証講座 

日本医学柔整鍼灸専門学校 

会場: ３０１教室 

～ 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」 

１０月１９日 (日) １０:１０ ～ 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



１０月１９日（日）第１回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 



第二回実証分科会・実証講座 

日本医学柔整鍼灸専門学校 

会場:    教室 

～ 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」 

１２月７日 (日) １０:１０ ～ 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



１２月７日（日）第２回実証講座 
（日本医学柔整鍼灸専門学校にて開催） 

 



 
認 知 症 施 策 推 進 総 合 戦 略 

（平成27年1月27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 



 
事業終了後の方針について 
（継続性、発展性など） 

 
・臨床経験3年以上の鍼灸師や再就業（鍼灸師有資格者の学び直
し）希望者を対象として教材を提供し、学習支援環境の整備を
はかる。 

・本育成事業を通じて認知症対応型専門鍼灸師を飛躍的に増加
させる。 

・上記の事業実現のために、【医療・福祉・健康分野（コン
ソーシアム）】専門学校麻生看護大学校が構築したeラーニング
による教育課程の成果を活用して、本教材のeラーニング化をは
かりたい。 

・今年は成果をどのように広めるかを検討しながら、来年度は
多くの施設との連携を拡大・強化しながら必ず大きく広がるよ
うにする。 

 



ご高齢者を支える未来を創ろう 

医・介・鍼の連携 

健康長寿 

(理想) 
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 


