
〈目標〉

テーマ 目標 内容 講師 場所

10:00-10:30 30分 開講式
・開講式
・オリエンテーション

弘前市長
中路重之

10:40-12:10 90分
講義①：健康概論（平均寿命と健康寿命）
　　　　 （青森県の生活習慣と平均寿命）

我が国の疾病構造や平均寿命、健康寿命の考
え方を理解し、青森県の短命の背景についての
見識を深める。

・日本人の主要死因、死亡率からみる平均寿命と健康
寿命
・長寿県・長野と短命県・青森の違い
・健康長寿になるために

中路重之

12:40～14:10 90分
講義②：生活習慣と疾病
          （生活習慣病と酒・たばこ・運動）

人の一生について考える。 ・健康物語（人の一生）における19項目 中路重之

14:20～16:00 100分 ワークショップ①健康とはなにか 私たちの健康の定義を考える。 ・講義①②をふまえ、健康とはなにかを考える 高橋一平

18:00～19:30 90分
講義③：健康ひろさき21（第2次）の概要、弘前市にお
ける健康づくり活動

弘前市の健康課題（問題）を知り、健康づくり活
動を理解する。

・弘前市の健康課題（問題）を知る。
・弘前市が掲げる目標を知り、それに対する保健師の活
動を理解する。

弘前市保健師

19:30～21:00 90分
講義④：弘前市における健康づくり活動を行っている
住民自主組織活動状況

弘前市の健康づくり活動を行っている組織につ
いての紹介と今後の展望

・健幸増進リーダーについて知る。
・食生活改善推進員について知る。
・健康づくりサポーターについて知る。
・弘前市の健康づくり活動の紹介と今後の展望について
理解する。

弘前市保健師

18:00～19:30 90分

19:30～21:00 90分

18:00～19:30 90分

19:30～21:00 90分

18:00～19:30 90分

19:30～21:00 90分

18:00～19:30 90分
講義⑥：生活習慣とﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ
　　　    生活習慣と動脈硬化

不健康な状態（生活習慣病）とはどのようなもの
かを理解する。

・実習②～⑤の結果を踏まえて、生活習慣とその影響（ﾒ
ﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ、動脈硬化）を理解する。 高橋一平

19:30～21:00 90分
講義⑦：生活習慣と骨粗鬆症
　　　    生活習慣とﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ

不健康な状態（生活習慣病）とはどのようなもの
かを理解する。

・実習②～⑤の結果を踏まえて、生活習慣とその影響
（骨粗鬆症、ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ）を理解する。 高橋一平

18:00～19:30 90分 講義⑧：精神的健康（ストレス、うつ病、認知症）
生活習慣と精神的健康の関わりについて理解
する。

・精神的健康について知り、生活習慣との関連について
理解する。
・うつ病の病態とその対応
・認知症の病態とその予防法

栗林理人
（子どものこころの
発達研究センター）

19:30～21:00 90分 実習⑥：健康チェック　テスト
健康チェックの結果の一部を相手に伝えられる
ようになる。（習得度の確認）

・血圧
・体組成：BMI（肥満）
・臍周囲（内臓脂肪）
・体力測定（バランス能力、下肢筋力）　　　など

社会医学講座
スタッフ

18:00～19:30 90分 講義⑨：健康づくりと栄養指導
生活習慣病予防のための食事の仕方を理解す
る。

健康的な食事内容と食事方法について理解する。 弘前市管理栄養士

19:30～21:00 90分
実習⑦：実際の栄養指導について
　　　　　～食生活改善推進員から学ぶ～

食生活改善推進員が行っている栄養指導を受
け、指導方法について理解する。

・食生活改善推進員が行う栄養指導の内容とその方法
から、工夫している点をみつける。

食生活改善
推進員

18:00～19:30 90分

19:30～21:00 90分

18:00～19:30 90分 講義⑩：運動時の身体リスク① 運動時の内科的リスクとその管理を理解する。 ・運動時の内科的リスクとその管理 高橋一平

19:30～21:00 90分 講義⑪：運動時の身体リスク②
運動時の整形外科的リスクとその管理を理解す
る。

・運動時の整形外科的リスクとその管理
平川裕一

（保健学研究科）

18:00～19:30 90分 講義⑫：健康づくりと運動①
健康づくりにおける運動の効果について理解す
る。

・運動器の構造
・トレーニング理論

19:30～21:00 90分 実習⑩：運動実践① チューブトレーニングとその効果を学ぶ。
・（実技）チューブトレーニングを通して、その動きの効果
について学ぶ。

18:00～19:30 90分 講義⑬：健康づくりと運動②
健康づくりのための運動とリーダーとして身につ
けるべき運動の方法を理解する。

・健康づくりのための運動の目的を理解する。
・あっぷるストレッチ、体操を通して、運動の方法を理解
する。

19:30～21:00 90分 講義⑭：健康づくりと運動③ 体操とその効果を学ぶ。
・（実技）あっぷるストレッチ、あっぷる体操などを通し
て、体操の構成、構成されている動きの効果について学
ぶ。

18:00～19:30 90分 実習⑪：運動実践②

19:30～21:00 90分 実習⑫：運動実践③

18:00～19:30 90分 実習⑬：運動実践④

19:30～21:00 90分 実習⑭：運動実践⑤　テスト
体操の意義、効果を知り、運動（あっぷるスト
レッチ、あっぷる体操）を実際に実施できる。（習
得度の確認）

社会医学講座
スタッフ

実習⑮：健康づくり実践実習
健康チェックや運動教室に参加し、リーダー・ス
タッフを観察し、健康チェックや運動指導方法の
理解を深める。

・健康チェックにスタッフとして参加する。
・運動教室に参加し、運動指導を観察する。
・学んだ内容についてレポートを作成・提出する。

社会医学講座
スタッフ

岩木

18:00～19:30 90分

19:30～21:00 90分

18:00～19:30 90分

19:30～21:00 90分

1月25日（水） 18:00～19:30 90分 認定式 ひろさき健幸増進リーダー任命 ・認定証書、認定証、ポロシャツの授与
弘前市長
中路重之

ヒロロ

2月末※ ワークショップ②リーダーとしての健康活動
健幸リーダーとして自分たちになにができるの
かを考え、実現できるように話し合う。

・健幸リーダーとしての健康活動について考え、実現で
きるように話し合い、共有する

高橋一平
倉内静香

沢田かほり
ヒロロ

※ワークショップ②は2月に実施予定ですが、必ず参加してください。
※その他、活動中のリーダーの見学について随時紹介する

平成28年度　ひろさき健幸増進リーダー養成講座　講習日程

１．健康の保持・増進のために必要な『健康』について理解できる。

２．健康の保持・増進のための健康づくりの方法を理解し、発信できる。

３．共に活動する仲間（弘前市保健師、健幸増進リーダー、食生活改善推進員、健康づくりサポーターなど）の役割を理解し、協働することの大切
　　さが理解できる。

9月4日（日） ヒロロ

ヒロロ

9月14日（水）
講義⑤・実習①：
ひろさき健幸増進リーダー活動

4期生までの活動状況を説明し、5期生としての
リーダー役割を理解する。

・リーダーの役割について理解する。
・健幸増進リーダーを交え、リーダーの役割について考
える。

沢田かほり
健幸増進リーダー

ヒロロ

ヒロロ

9月21日（水）
実習②、③：健康チェック
体組成・臍周囲、四肢血圧測定（ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ、動
脈硬化）

体組成・臍周囲、四肢血圧を測定する目的をふ
まえ、健診を受ける意義を理解する。

・体組成・臍周囲、四肢血圧を測定する
・測定手順を理解する
・結果を見て、自分の健康度を知る
・一部の結果については相手に伝えられるようになる

高橋一平
倉内静香

沢田かほり
相馬優樹
徳田糸代

ヒロロ

ヒロロ

10月12日（水） ヒロロ

10月19日（水）

10月26日（水）
実習⑧・実習⑨：
　　食生活改善推進員の実際の活動から
　　計画づくり、実施、振り返りについて学ぶ

食生活改善推進員が自主的に実施している活
動の計画づくり、実施について聞き、活動計画
づくりについて理解する。

・実際に活動するにあたり、必要な準備について知るこ
とができる。

倉内静香
食生活改善推進員

ヒロロ

11月2日（水） ヒロロ

11月9日（水）
戸塚学

（教育学部）
ヒロロ

ヒロロ

11月30日（水）
体操とその効果を実際に実践して理解を深め
る。

・講義⑭で学んだことを意識しながら、実際に身体を動
かし、理解を深める。

ヒロロ

12月7日（水）

ヒロロ

ヒロロ

12月中

12月14日（水） 実習⑯：普通救命講習
心肺蘇生法と自動体外除細動器（AED）の正し
い使用方法を身につける。

・心肺蘇生法の実施
・自動体外除細動器（AED）のしくみと使用方法

弘前地区
消防事務組合

ヒロロ

沢田かほり
相馬優樹
平川裕一

（保健学研究科）

日時

12月21日（水） 認定試験（筆記）

・知識の理解度を確認する。
　‣健康（身体的、精神的など）について
　‣生活習慣改善のために必要な健康チェック、栄養指
導、　 運動指導について

高橋一平
倉内静香

沢田かほり
相馬優樹
徳田糸代

11月16日（水）

平川裕一
（保健学研究科）

沢田かほり
相馬優樹

10月5日（水）

9月28日（水）
健康チェック
実習④　骨密度測定（骨粗鬆症）
実習⑤　体力測定（ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ）

骨密度、体力測定をする目的をふまえ、健診を
受ける意義を理解する。

・骨密度、体力測定を測定する
・測定手順を理解する
・結果を見て、自身の健康度を知る
・一部の結果については相手に伝えられるようになる

高橋一平
倉内静香

沢田かほり
相馬優樹
徳田糸代

9月7日（水）


