
主催：　一般社団法人老人病研究会
         電話：　080-8837-0758

場所： 日本医科大学同窓会　橘櫻会館          

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所：〒113-0022東京都文京区向丘2丁目20-7

《ブロンズコース第1日目》　　 　　　   　                      2016年10月8日（土）　日本医科大学同窓会　橘櫻会館

開始時刻 終了時刻 講          座 講             師 
8:00 8:20 20 受　付      総合司会　佐藤　貞夫
8:20 8:40 20   ご挨拶　　Gold-QPD講座の目的と展望     老人病研究会会長  川並　汪一  
8:40   講座前の認知症自習度確認テスト                    事務局長　佐藤　貞夫

9:40 60      西洋医学（1択問題10）、中医学（10問）、介護（10問）
9:40 9:50 10        休       　憩
9:50 11:00 70   西洋医学のポイント解説とフリー質疑応答     老人病研究会会長  川並　汪一
11:00 11:10 10       休       　憩
11:10 12:20 70   鍼灸医学のポイント解説とフリー質疑応答     老人病研究会常務理事　兵頭　明
12:20 13:10 50      昼　　休    　憩
13:10 13:20 10                             移動            介護関連はシルバー日程で充填する

認知症特別公開講座セミナー                       日本医科大学同窓会館

13:20                                (入　場　受　付)               Gold-QPDの受講者は手続き不要
13:20                                   ご   挨   拶　　     老人病研究会 会長　川並　汪一  

                                 来賓ご挨拶     全日本鍼灸学会 会長　後藤　修司
                                 来賓ご挨拶     全国専修学校各種学校総連合会 会長　小林　光俊

13：40 14:40 60 　　　基調講演　I:　認知症の漢方治療について 　　筑波大学大学院人間総合科学研究科教授　水上勝義
　　　             座長：東洋療法学校協会　会長　坂本　歩　

14：40 14:50 10 　　　　休    　憩
14:50 17:00 130 基調講演　II:　韓景献教授の三焦鍼法講義とデモ     天津中医薬大学（中国脳神経鍼灸センター会長）　韓　景献

　　　　　　　　　座長：老人病研究会常務理事　兵頭　明
17:00 17:20 20 　　　認知症Gold-QPD資格認定証の授与式   　老人病研究会 会長　川並　汪一 

　　　懇親会会場へ移動　（同館地下1階の予定）
17:20 18:50 90                             懇    親    会　                      日本医科大学同窓会館　
　

《ブロンズコース第２日目》　　　　　　　　　　　　　　　2016年10月9日（日）　日本医科大学同窓会　橘櫻会館

開始時刻 終了時刻 講          座 講             師 
8:20 受　       付 8：00集合
8:50 9:00 10 ご   挨   拶   　老人病研究会 会長　川並　汪一 
9:00 11:00 120      三焦鍼法の技術的標準化トレーニング（実技演習） 天津中医薬大学 （中国脳神経鍼灸中心会長）　韓　景献

後藤学園中医学研究所中医学臨床センター渡辺　明春
11:00 11:10 10 　　　　　　　　　　　　　休     　憩
11:10 12:40 90 　　 MMSE、N-ADL、NPIの測定実習 　　老人病研究会会長　川並汪一
12:40 13:30 昼  休  憩
13:30 15:00 90 　　Gold-QPD研修生症例報告の紹介＆評価  　 老人病研究会常務理事　兵頭明
15:00 15:10 10 　　　　　　　　　　　　　休     　憩
15:10 15:30 20     Gold-QPDシルバー・ゴールドコースの要点説明     老人病研究会常務理事　兵頭　明
15:30 15:50 20 　　　　　　　　　　　　　アンケート調査 　　取りまとめ ： 老人病研究会事務局長　佐藤貞夫
15:50 16:20 30 　　ブロンズコース修了証授与と会長ご挨拶 　　老人病研究会会長　川並汪一
16:20 16:30 10       閉会　　記念撮影 　　挨拶　老人病研究会常務理事  兵頭 明 

＜注意事項＞

         　　　　　　その日程表（別紙）は、翌月１１月26日（土）(株)舞浜倶楽部と同27日（日）後藤学園となります。
   ※Gold-QPDの詳細は、ホームページでご覧ください。（http://gochojunet.com/index_g-pqd.html）

※ブロンズコース修了者はシルバーコース（技術編）へ進級します。
※ブロンズコースは2日間の全日程を日本医科大学同窓会橘櫻会館で開催する。

　　　　　　　    　　　第8回認知症Gold-QPD育成講座ブロンズコース

※今回のブロンズコースからGold-QPD・MOOCとしての反転・対面講義となります。



                                    主催：（一社）老人病研究会
                                       　電話：080-8837-0758

開始時刻終了時刻 講　　　　　座 講         師

9:30 　　          　    受    付
9:35 10:00 25 　　　              挨  　拶   ㈱舞浜倶楽部代表取締役 グスタフ・ストランデル
10:00 10:30 30   入居者の施術見学 　老人病研究会常務理事　兵頭　明
10:30 11:00 30   認知症ケアの実例   舞浜倶楽部統括施設長  北島　学
11:00 11:30 30   施設案内   案内者 北島　学、飯田　茂男、廉隅　紀明
11:30 13:00 90 　　　              昼 休 憩
13:00 13:30 30 　入居者家族のお話し 佐川　聖子様
13:30 14:00 30   少子高齢社会と鍼灸師 　老人病研究会常務理事  廉隅 紀明
14:00 14:15 15                     休    憩
14:15 15:00 45   認知症ケアについて   舞浜倶楽部統括施設長  北島　学
15:00 15:30 30   質疑応答
15:45   閉会挨拶   老人病研究会事務局長 佐藤 貞夫
16:00   解    散

開始時刻 終了時刻 講　    　　　　座 講　         師
9:00 　　             　受　   付
9:20 9:30 10 　　　             挨   　拶
9:30 11:00 90 ①基本補瀉手技の実技評価（捻転角度と速度チェック）    埼玉県鍼灸師会 会長　河原　保裕

　捻転補法、捻転瀉法、平補平瀉法など
②三焦鍼法の実技演習    埼玉県鍼灸師会 会長　河原　保裕
　捻転補法、捻転瀉法、平補平瀉法など

11:00 11:10 10 　　　             休　   憩
11:10 12:40 90    認知症の人に対する鍼灸治療の対応の仕方  老人病研究会常務理事  兵頭 明
12:40 13:30 50 　　　             昼 休 憩

13:30 15:00 90
三焦鍼法の施術評価
（所定の時間内での施術評価を含む）

 牧田総合病院・牧田中医針灸治療室 　植松 秀彰

15:00 15:10 10 　　               休  　憩
15:10 16:40 90 ①刺鍼実技標準化の機器による施術評価  老人病研究会常務理事  兵頭 明 

②鍼灸医学系総合問題50  後藤学園中医学研究所中医臨床ｾﾝﾀｰ 渡辺 明春
16:40 17:00 20 修了証授与、認定書授与、写真撮影  老人病研究会会長  川並 汪一  

　　　実技研修終了の挨拶

舞浜倶楽部 新浦安フォーラム  
住所： 〒279-0023 千葉県浦安市高洲１丁目２−１
電話：:047-304-2400

後藤学園　東京衛生学園専門学校
住所： 〒143-0016 東京都大田区大森北４丁目１−１
電話：03-3763-6621

　　　　　　　     第8回認知症Gold-QPD育成講座シルバーコース

《シルバーコース第1日目》　　                                 2016年1１月26日（土）　(株)舞浜倶楽部

《シルバーコース第2日目》　　  2016年11月27日（日) 学校法人後藤学園東京衛生学園専門学校


