
【このような方へオススメです！！】 

 ➢ これからメディカルフィットネス施設導入を検討している経営層（理事長・事務局長）の方 

 ➢ 実際のメディカルフィットネスの導入事例をお知りになりたい方 

 ➢ メディカルフィットネス現場において実践すべき最新の運動指導を学びたいPTや運動指導者の方 

 ➢ 成功するメディカルフィットネス施設づくりをするために情報を共有されたい方 
 

日本有数の研究者・専門家による「ここでしか」聴講できない講演多数！ 
 

～「医療」「介護」「健康」をつなぐメディカルフィットネス～ 

開催日時 
2015年12月5日(土) 13:30 ～ 18:00   懇親会 18:45 ～ 20:30 
2015年12月6日(日)  9:00 ～ 12：30  ※ 富岡製糸工場見学コース有 

会場 

【5日 講演会】 

高崎市総合福祉センター 「たまごホール」 群馬県高崎市末広町115-1 
 
【5日 懇親会 ・ 6日 講演会 ・ 施設見学会】 
医療法人社団美心会 黒沢病院 Medical Fitness＆Spa  ValeoPro(ヴァレオプロ) 

料金 講演会：5,000円（11月20日までに申込＆ご入金の方：4,000円）  懇親会：4,000円 

持ち物 筆記用具、名刺、運動ウェア/シューズ（2日目にモーニングセッション、参加型セッション有） 

お申し込み 

 
 
 
 

 第11回メディカルフィットネス フォーラム   

  

※講演内容は確定次第、随時更新いたします。 

主催：日本メディカルフィットネス研究会  http://med-fitness.jp/     
事務局：テクノジム ジャパン株式会社  HCP事業部 http://www.technogym.co.jp/ 
お問合せ TEL：０３-５４９５-７７８１（代表）  HCP事業部 担当 岡戸・具志堅・西出 

日本メディカルフィットネス研究会ホームページよりお申し込み下さい。 
ＨＰ：http://www.med-fitness.jp/seminar/ 
 

※締め切り 2015年11月29日(日)  メディカルフィットネス 

Medical Fitness & Spa ValeoPro 

http://www.med-fitness.jp/seminar/
http://www.med-fitness.jp/seminar/
http://www.med-fitness.jp/seminar/
http://www.med-fitness.jp/seminar/


第11回 メディカルフィットネス・フォーラム 開催スケジュール 
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13：30～13：45 
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13：45～13：50 

15：25～15:35 

15：35～16：05 

18：45～20：30 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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休憩 

         黒沢病院付属ヘルスパーククリニック3F                 

高崎健康管理センター レストランボヌール 

 
 

  日本メディカルフィットネス研究会 事務局長 
テクノジム ジャパン株式会社 HCP事業部部長 

藤本 浩也 

社会福祉法人 悠々会 理事長   陶山 慎治 

医療法人社団 美心会 黒沢病院 Medical Fitness＆Spa ValeoPro  高橋 理恵 

医療法人社団 KOSMI  こん整形外科クリニック 院長   近 良明 

医療法人爽陽会 鳴瀬病院 理事長 健康増進運動施設 ルナール  演者調整中 

医療法人和幸会   演者調整中  

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

来賓挨拶 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 

パネルディスカッション 

議題 ： 皆で真似よう！！ 明日から使える 各施設運営の取組み 

日本メディカルフィットネス研究会 常任理事 
医療法人社団 美心会 黒沢病院 

Medical Fitness＆Spa ValeoPro ゼネラルマネージャー 
小林 大介 

医療法人宮仁会 猫山宮尾病院 内科部長 
メディカルフィットネス CUORE センター長 

太田 玉紀 

テクノジム・ジャパン株式会社 
代表取締役 
清水 慎一郎 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

高崎市長 富岡 賢治 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日本プロテニス協会理事長 
日本スポーツ仲裁機構理事  

日本体育協会・生涯スポーツ委員会委員 
佐藤 直子  

14：25～15：25 

18：45～20：30 閉会挨拶 

モデレーター 

総合司会進行 
開会挨拶  Opening Video   

医療法人社団 美心会 理事長 黒澤 功 13：50～13：55 

佐藤直子氏 特別講演  

メディカルフィットネス 今後への期待 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

メディカルフィットネス施設の 
         マネージャーが考えるべきこと 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日本メディカルフィットネス研究会 常任理事 
小林 大介 

パネリスト 

16：05～16：35 

16：35～16：45 

16：45～17：55 

休憩 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1日目 12月5日（土） 

閉会挨拶        
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

17：55～18：00 

主催：日本メディカルフィットネス研究会  事務局：テクノジム ジャパン株式会社 

13：55～14：25 

会長挨拶 

未病、従病精神でフィットネスしよう～健幸華齢のために～   

日本メディカルフィットネス研究会 会長 
筑波大学 体育系 教授 / ACSM評議員 

国際老年運動学会 理事(ISAPA)  
 日本体力医学会理事 

株式会社ＴＨＦ代表取締役 田中 喜代次 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

情報交換会（懇親会）         



第11回 メディカルフィットネス・フォーラム 開催スケジュール 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

8：00～8：40 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

9：30～10：00 

10：00～10：10  
 

  日本メディカルフィットネス研究会 理事 
NESTA JAPAN 副代表 

齊藤 邦秀 

① スタジオA   「メディカルフィットネスにおけるパーソナルトレーニングの実践」 （定員30名）              齊藤 邦秀  

② スタジオB  「メディカルフィットネスにおける会員獲得と定着を意識したスタジオレッスンの実践」（定員30名） 長谷山 留美 

③ キネシスルーム  「メディカルフィットネスにおける理学療法士の役割とトレーナーとの連携」 （定員10名）     岩田 寛紀 

④ マシンジム  「トレーナー業界の常識？非常識？メディカルフィットネスの摩訶不思議！」 （定員30名）      木内 周史 

⑤ パーソナルルーム  「理学療法士の視点から見るメディカルフィットネスの実践」 （定員20名）             土屋 元明 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 

医療法人社団つばさ 
メディカルフィットネス TsEnergy 

理事長 大山 博司 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※参加ご希望の方は 8：00に運動ウェア、シューズにてヴァレオプロ入口にご参集下さい。 

9：00～9：30 

モーニングJOGでボディチューニング！        
～快適な1日を過ごすためのカラダスイッチを入れる～ 

特別講演 冬だからこそ知っておきたい脳卒中  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選択制 セミナー（定員制）  2講座をご選択いただきます 先着順  

定員になり次第、締め切りとなりますのでお申込み、お急ぎ下さい 

10：10～11：20 

11：30～12：30 

休憩 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2日目 12月6日（日） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

9：00 開会挨拶     

  医療法人社団美心会 黒沢病院 
血管内治療部長 石原秀章氏 

特別講演 透析現場におけるメディカルフィットネスの実践  

1回目 10：10～10：40 

休憩＆移動 

2回目 10：50～11：20 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
閉会        11：20～11：30 

ヘルスパークツアー  2コースからご選択いただきます 

① Medical Fitness & Spa ValeoPro ⇒ 高崎健康管理センター（外来 ・ 透析 ・ 脳卒中センター ・ リハ室等） 

②  Medical Fitness & Spa ValeoPro ⇒ 老健くろさわディケア ・ 老健くろさわ 

主催：日本メディカルフィットネス研究会  事務局：テクノジム ジャパン株式会社 

世界遺産 富岡製糸場 見学ツアー 国宝・国指定史跡・重要文化財 

群馬中央バス株式会社によるツアー開催予定 事前 お申込み制 

明治５年（１８７２）に明治政府が設立した官営の器械製糸場です。 

民営化後も一貫して製糸を行い、製糸技術開発の最先端として国内養蚕・製糸業を 

世界一の水準に牽引しました。 

また、田島家、荒船風穴、高山社などと連携して、 

蚕の優良品種の開発と普及を主導しました。 

和洋技術を混交した工場建築の代表であり、 

長さ１００ｍを超える木骨レンガ造の繭倉庫や繰糸場など、 

主要な施設が創業当時のまま、ほぼ完全に残されています。 



専用運行バスのご案内 

  

主催：日本メディカルフィットネス研究会  事務局：テクノジム ジャパン株式会社 

※事前申込制 

◆12月5日（土） 

① 11：50～12：05 高崎駅西口 ⇒高崎総合福祉センター 

② 12：30～12：50 高崎駅西口 ⇒高崎総合福祉センター 

③ 18：15～18：40 高崎総合福祉センター⇒懇親会会場 

④ 20：45～21：00 懇親会会場 ⇒高崎駅東口 

◆12月6日（日） 

① 7：30～7：40 高崎駅東口 ⇒黒沢病院 ヴァレオプロ 

② 8：30～8：45 高崎駅東口 ⇒黒沢病院 ヴァレオプロ 

③ 12：45～13：00 黒沢病院 ヴァレオプロ ⇒高崎駅東口 

ご参加の皆様からのお声 



～ 前回のフォーラムから ～ 

  

主催：日本メディカルフィットネス研究会  事務局：テクノジム ジャパン株式会社 

入場受付 

JMFS 藤本事務局長 総合司会進行 

JMFS 田中会長 会長挨拶＆講演 

講演会会場（選択制セミナー有） 懇親会 ジャンケンに勝って景品ゲット 2日目 JMFS 太田副会長 講演 

懇親会  

選択制セッション 時間を見ながら移動  

JMFS理事との交流 

JMFS理事 齊藤氏によるモーニングセッション 

JMFS理事 木内氏による参加型セッション 

2日目 参加型エクササイズセッション 



オプショナルコースのご案内  ※事前申込制 
お申込・お問合は 027-280-8610 群馬中央バス（株）まで直接ご連絡ください。
お支払は当日現金にて承ります。 

  

主催：日本メディカルフィットネス研究会  事務局：テクノジム ジャパン株式会社 


