日本補完代替医療学会・NPO 法人日本綜合医学会 推薦
各都道府県労働局 人材開発支援助成金（旧：キャリア形成促進助成金） 対象

機能訓練・介護・レクリエーション・認知症ケアリーダー担当者のための

音楽健康福祉士
養成研修案内

高齢者の健康促進とQOL向上を指導する 心音（こころね）レインボートレーニング

補完代替医療に基づいて
「音楽」
を中心に
「五感」
を活性化することで高齢者の
健康だけでなくQOL(クオリティ オブ ライフ)までを高める手法を各分野の
オーソリティの講師が理論から実践まで総合的に指導します。

公益社団法人

音楽健康福祉士 養成研修のポイント

自宅で受講できるWEB講座

1）２段階の資格
「音楽健康福祉士」資格は、
２段階になっています。まず基本的な知識習得のための座学を
eラーニング研修で受講頂き、試験合格で「音楽健康福祉士２級」資格を取得。続いて具体
的な指導方法を実習するオンライン研修を受講、試験にパスされると
「音楽健康福祉士１級」
資格が、付与されます。

2）２つのタイプWeb講義

■ eラーニング座学画面（2級）

①eラーニング研修：座学の研修です。eラーニングなので３カ月の受講期間内で
２４時間いつでも好きな時に自分のペースで受講できます。
②オンライン研修：1日のZoomによる実習研修です。指導方法を講師が、実技で
指導。双方向なので個別のアドバイスや質問なども可能です。

■ オンライン実習画面（1級）

こんな声にお応えする研修です

音楽健康福祉士養成研修とは
補完代替医療の考えを基に、音楽療法をベースに開発された
「心音レイ

●

高齢者の健康について幅広い知識を得たい。

ンボートレーニング」は、高齢者が楽しみながら五感や心身の機能を活

●

高齢者の認知症予防、介護予防に取り組みたい。

性化させ、老化に伴う認知症予防や介護予防を行う事で、QOL（クオリ

●

認知症ケアリーダーを育てたい。

ティー オブ ライフ）
を高めます。
この理論から実践手法までを統合的に

●

レクリエーションのスキルを上げたい。

学び、
レクリエーションとしても楽しく実践できる指導者育成を図るの

●

介護施設の差別化をしたい。

が音楽健康福祉士養成研修です。介護施設で介護に携わる介護福祉士

※厚生労働省の助成金制度の

や、
レクリエーション介護士、老人福祉施設で機能訓練に携わっている

利用も行えます。

機能訓練指導員などの方々も、多く受講され資格を取得されています。

業界トップクラスの講師陣

宇住 晃治

和合 治久

医療法人社団KYG医療会会長
公益社団法人虹の会専務理事
株式会社ライフ・サイエンス研究所代表
医学博士

埼玉医科大学・大学院前教授
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理学博士

鈴木 信孝

小 山 めぐみ
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医学博士
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医学博士
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医学博士

美人工房 Be-Beauty主宰
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帝京平成大学教授
医学博士
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音楽健康福祉士
介護支援専門員・介護福祉士
レクリエーション介護士

音楽健康福祉士養成研修募集要項
項

開催日程

音楽健康福祉士 1 級

音楽健康福祉士2級
音楽健康福祉士2 級
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音楽健康福祉士 2 級の資格をお持ちの方

受講対象者

（受講要件）

受講形態

※音楽健康福祉士 2 級の資格を取得された翌月から
12 ヵ月以内に受講開始していただきます。
※音楽健康福祉士 2 級の資格取得見込
（受講中）
の方も
お申込み頂けます。

インターネット環境をお持ちで、
その操作が可能な方

e ラーニングによる座学講義

（8 講座 / 合計約 14 時間）
※24 時間、ご都合のよい時間に受講できます。

Zoom による実習講義

（ 1 日 3 講座 / 合計約 8 時間 30 分）

受講期間

受講開始から 3 ヵ月以内

基本的にお申込み頂いた開催回で修了していただきます。

認定試験

有 (e ラーニング研修に含まれる）

有 ( 実習終了後実施）

無

20 名（最低実施人数 10 名）

定員
申込方法

受講料

【申込締切日】毎月 15 日

当月 15 日までに申し込み・受講料のお支払い
完了で翌月 1 日より受講いただけます。

【申込締切日】オンライン研修開催日の前月末日
研修日の前月末日までに申し込み・受講料の
お支払い完了で受講いただけます。

25,300 円（税抜き 23,000 円）

25,300 円（税抜き 23,000 円）

割引制度、助成金等がご利用出来ます。事務局までお問合せください。

受講料の
お支払い方法

受講を
お奨めする方
資格の有効期限

音福士会

お支払い方法は銀行振込のみとなります。
【振込先口座】みずほ銀行 青山支店 普通預金

口座名義人：公益社団法人虹の会

口座番号：１６９７２３７

※ お申込み後、指定期間以内にお振込みください。ご入金を以て受講契約が成立するものとします。
※ 受講されるご本人以外の方のご名義（会社名など）でのお振り込みの際は事務局までご一報ください。
※ 振込手数料は、ご負担願います。

介護施設や老人福祉施設で介護や機能訓練に携わられている方やご自宅で介護をなされている方、
認知症の支援を行なわれている方、高齢者やご自身・ご家族の健康維持や認知症予防に関心が
ある一般の方にお勧めです。

永年（更新料無し）

永年（更新料無し）

資格を取得されますと自動的に「音楽健康福祉士会」
（略称「音福士会」
）の会員として登録され、
会員様特典（虹の会会報誌の提供、その他有益情報やプレゼントキャンペーンなどのご案内 DM に
よるご連絡）が受けられます。
資格を取得された当年度と翌年度の会費のお支払いは免除されますが、以降に会員様特典の継続を
希望される場合は年会費のお支払いが必要となります。

年会費：2,000 円（税込）

※
「音楽健康福祉士 2 級」資格取得後「音楽健康福祉士 1 級」資格を取得された場合、
「音楽健康福祉士 2 級」の年会費は、別途にかかりません。

お申し込み方法
受講をご希望の方は、虹の会ホームページからお申込み下さい。 虹の会 音楽健康福祉士

検索

公益社団法人虹の会 音楽健康福祉士養成研修事務局
公益社団法人

フリーダイヤル : 0120-564-284

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13 ‑ 4 共同ビル6階
FAX：03-5642-8401

E-mail：onfukushi@nijinokai.or.jp

ホームページ：http://www.nijinokai.or.jp/

音楽健康福祉士養成研修カリキュラム
■ 音楽健康福祉士2級
研修形式

ｅラーニング
研修
（座学）

講義名

講義分数

講 義 内 容

研修概論

60分

虹の会の音楽を通したレクリエーション活動の経験と補完代替医療の技術を結
びつけて高齢者の健康とQOLを高める心音レインボートレーニングが誕生した
ことや普及が求められる背景、実践による効果などを説明します。

臨床実績

60分

軽度認知障害（MCI）が認められる方々に対して実施した心音レインボートレー
ニングを基としたレクリエーション（音楽療法・運動療法・アロマ療法を組み合わ
せた臨床試験）での認知機能改善効果やMCIの簡易診断法等を紹介します。

補完代替医療

180分

補完代替医療とは何か、今なぜ補完代替医療が必要なのか。補完代替医療に基
づいた心音レインボートレーニングと体質別養生法を指導する重要性や具体的
な養生方法などを説明します。

音楽療法

210分

心音レインボートレーニングが治未病に役立つこと。老化と病気の関係、認知症
と脳の関係の中で心音レインボートレーニングがどのように役立つのか、音楽
療法をメインに老化を遅らせる具体的な五感力の磨き方などを紹介します。

食事療法

90分

高齢者の健康維持のために 未病 という考え方を取り入れて食事で病気にな
らないようにすることが大切なことを説明。更に肥満や糖尿病、高血圧などを予
防し長寿に役立つ食事方法を具体的に指導します。

運動療法

120分

長生きのための運動の重要性や老化に伴う体の機能低下と問題点を紹介。老化
や認知症を予防する運動と音楽の組み合せの有効性を説明します。

アロマ療法

90分

アロマセラピーとは何か、アロマセラピーの歴史、高齢者施設や在宅介護での
アロマセラピーの効用や利用ポイントを紹介します。アロマセラピーの五感活
性化が高齢者の健康増進に役立つことを説明します。

まとめ

40分

音楽健康福祉士とは何かを再確認するとともにeラーニングの講義で学んだこ
とを復習。更に心音トレーニングの計画づくりなどの実践方法や音楽健康福祉
士の皆さんが、具体的に実施している活動とその効果を学んでいただきます。

講義名

講義分数

講 義 内 容

運動療法

150分

高齢 者対 象の 運 動 指 導に際しての 注 意事 項や指 導 のポイントを 紹 介。介 護
予防や認知症予防に具体的に役 立つ色々な運 動の実践指導を行います。

アロマ療法

150分

代 表的な 精 油を使ったローションの 作り方や高齢 者を対 象としたアロマセラ
ピー のマッサ ージ法を実 践 指 導します。目的 別 の 様々なレシピやアロマセラ
ピー実施にあたっての注意点を紹介します。

210分

高齢者施設での心音レインボートレーニング実践方法を模範演技で指導しま
す。対象者（要支援介護者または健常高齢者、年齢層、参加者数等）と目的（運
動・レクリエーション等）を想定し、音楽療法・運動療法・アロマ療法等を組合せ
た心音レインボートレーニングの実行計画づくりの方法をプログラムシートを
利用して指導します。

■ 音楽健康福祉士1級
研修形式

オンライン
研修
（実習）

演習

※講義内容・分数は、今後変更される場合があります。
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