平成 27 年度

帝京平成大学

公開講座

池袋キャンパス
―としまコミュニティ大学講座―
●前期「運動器（骨、関節、筋肉）疾患のお話」
（全 3 回）
日程
6 月 27 日（土）

テーマ

講師

「ロコモティブ症候群」や「サルコペニア」 帝京大学ちば総合医療センター
という言葉を知っていますか？

内科
岡崎 亮 教授

7 月 4 日（土）
7 月 18 日（土）

骨粗鬆症の最前線

健康メディカル学部 作業療法学科

～健康長寿をめざして～

仲村 一郎 教授

変形性関節症

帝京大学医学部整形外科

～今わかっていること・できること～

中村 正樹 講師

●後期「認知症患者を支える地域社会」
（全 3 回）
日程
10 月 24 日（土）
11 月 14 日（土）

テーマ

講師

もの忘れが気になりだしたら

帝京大学 医学部 神経内科

－認知症に対する理解と備え－

斉藤 史明 准教授

認知症をもつ方と上手に

健康メディカル学部 言語聴覚学科

コミュニケーションを取るために

植田 恵 准教授

－言語聴覚士からの提案－
11 月 21 日（土）

認知症と生活習慣の関係についての

帝京平成大学 副学長

エビデンスを検証する

山本 通子 教授

●介護者のためのがんばらない介護講座（全 5 回）
日程
10 月 2 日（金）

テーマ

講師

防ごう腰痛

健康メディカル学部 理学療法学科

～楽する介助のコツを伝授～

青木 主税 教授
知脇 希 講師

10 月 16 日（金）

11 月 16 日（月）

口から食べる喜び

健康メディカル学部 言語聴覚学科

～やってみよう口腔ケアと体操～

相馬 有里 准教授

認知症ってなに？

健康メディカル学部 作業療法学科
伊藤 剛 准教授

11 月 27 日（金）

心が折れない介護のために

健康メディカル学部 臨床心理学科
城田 晴夫 准教授

12 月 11 日（金）

よくわかる福祉用具の選び方、使い方

健康メディカル学部 理学療法学科
青木 主税 教授
知脇 希 講師

●男性向け健康講座「男性のためのサクセスフルエイジング」
（全 7 回）
日程
9 月 26 日（土）

講座内容

講師

・開講式

健康メディカル学部 理学療法学科

・骨折しない体をつくる：学びと測定

青木 主税 教授
知脇 希 講師

10 月 10 日（土）

・もしもの時の人助け：学びと実践

健康メディカル学部 医療科学科
救命救急コース
鈴木 哲司 准教授
中澤 真弓 助教

10 月 24 日（土）

・認知症を予防する

健康メディカル学部 作業療法学科
下岡 隆之 講師

11 月 7 日（土）

・体を作る食事：学び編
認知症予防の栄養管理

11 月 21 日（土）

・体を作る食事：実践編
実際に調理してみよう

12 月 5 日（土）

・社会生活を続ける

健康メディカル学部 健康栄養学科
野口 律奈 講師
健康メディカル学部 健康栄養学科
野口 律奈 講師
健康メディカル学部 臨床心理学科
小保方 稔子 教授
松浦 正一 准教授

12 月 19 日（土）

・健やかに生活するために：計測とまとめ

健康メディカル学部 理学療法学科

・閉講式

青木 主税 教授
知脇 希 講師

●臨床心理専門職大学院 平成 27 年度公開講演・シンポジウム
『案外知られていない臨床心理士の世界 -臨床心理士のなり方から働き方まで-』
日程
8 月 22 日（土）

内容
【特別講演】
「臨床心理士の過去・現在・未来～21 世紀を生きる生活者のために」
講師：津川 律子（日本大学 文理学部心理学科 教授）
【シンポジウム】
「臨床心理士のなり方から働き方まで -各領域の現状と展望」

中野キャンパス
●夏休み親子薬草教室
日程

内容

講師

8 月 26 日（水）

薬草として利用している植物が、日々、身

薬学部

近で見られることを知っていただき、薬草

石井 竹夫 准教授

や自然に対する関心を高めていただきま
す。

●【帝京平成大学薬学部・中野区薬剤師会】第 3 回区民講座
日程

内容

11 月 28 日（土） 第一部
『毒と薬は使いよう』（講演）
薬を正しく使い、健やかな日々を送るために
必要な事項を分かり易く説明いたします。
第二部
中野区薬剤師会による『お薬相談』
参加者個々のお薬相談をお受けいたします。

講師
薬学部
小川 裕子 准教授

千葉キャンパス
●帝京平成大学×帝京平成スポーツアカデミー公開講座
『東京 2020 年オリンピック・パラリンピック大学連携プログラム』
日程
8 月 11 日（火）

テーマ

講師

第一部

高橋 千恵美氏

｢スポーツ食事/栄養｣

（ミズノアスレティック所属）

第二部

地域医療学部 理学療法学科

｢障がいを可能性として捉える

学科長

-障がいを持たれた方がスポーツをするこ

長尾 邦彦 教授

と-」

