
スペシャルニーズのある子どもの 
地域ケア研修会 2017 in 東京  
～多職種連携で支える地域での暮らし～ 

 医療的ケアが必要な方、発達障害の方など、スペシャルニーズのあ
る方の地域での暮らしを支えるために、支援スキルや制度の実際を 
支援者養成的に学びます。 

 本研修の全体を通して、スペシャルニーズのある方の地域での暮ら
しを支えるためのマネジメントができる人材を目指します！ 

【入門編】スペシャルニーズのある子どもを 
    理解するための基礎研修会 
 

期 間：2017年5月～2017年8月（詳細日程は裏面をご覧ください） 

場 所：ビジョンセンター田町 
      〒105-0014 東京都港区芝5-31-19 オーエックス田町ビル4階             

対 象：介護職ほか 医師、看護師、作業療法士、保育士、相談支援員、 

               歯科医師、管理者、サービス管理責任者 など 

定 員：80名 
参加費：40,000円(全日程) ※部分参加の場合：1日につき5,000円 

     ※ 参加者が定員に達した場合には、全日程参加の方を優先とさせていただきますので、部分申込の方は、お断りする場合がございます。予めご了承ください。 

 

JR山手線・京浜東北線 
「田町駅（三田口）」 徒歩2分 
都営浅草線・三田線 
「三田駅（A3出口）」 徒歩1分 

 《 本研修で学ぶ内容 》 

子ども自身の身体、暮らしについて分野の枠を越えて知り、理解を深めるための座学を中心とした講座です。
まずは子どものことを知るところから始めましょう！ 

  【東京:初級編】現場で役立つリハビリ・医療的ケア研修会(仮) 
  日程：2017年9月2日(土)・3日(日)   対象：介護職、保育士など 
  場所：ビジョンセンター田町      定員：20名  

  【東京:中級編】相談支援・マネジメント研修(仮) 

    日程：2017年10月7日(土)・8日(日)  対象：【入門編】全８回を受講された方 

    場所：社会福祉法人むそうチャイルドケアほわわ品川     定員：20名 
                 〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目27-2  (※会場は変更になる場合があります) 

《開講予定：企画中 お申込みは７月下旬頃予定》  

【お問い合わせ】 特定非営利活動法人ふわり 事務局 ：下山   *ＴＥＬ：0569-85-3131  *ＦＡＸ：0562-85-4073  *Email： 

kensyu@fuwari.tv 

      
 

 

《スペシャルニーズのある子どもの地域ケア研修会2017  in 名古屋》 
【入門編】スペシャルニーズのある子どもを理解するための基礎研修会 
     日程： 2017年10月～2018年1月 

      場所：名古屋市内で調整中        対象・定員・参加費：上記（東京開催入門編）に同じ 
【初級編】現場で役立つリハビリ・医療的ケア研修会(仮) 
     日程： 2018年2月24日(土)・25日(日)  

（入門編の開講スケジュールは裏面をご覧ください） 

【中級編】相談支援・マネジメント研修(仮) 
     日程： 2018年3月17日(土)・18日(日)  

mailto:kensyu@fuwari.tv


回 日程 時間 内容 講師 

１ 10/21(土) 11:00～18:00 

・概要説明 
・療育とは 
・ランチョントーク 
・感覚と遊びについて 

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏 

医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏 

島田療育センターはちおうじ 小沢浩氏 

島田療育センターはちおうじ 塩澤悦子氏 

２ 10/22(日) 10:00～18:00 
・重症心身障害児について 
・心疾患について 
・家族について 

あおぞら診療所ほっこり仙台 田中総一郎氏 

東京女子医科大学 心臓血管外科 立石実氏 

名古屋大学大学院医学系研究科 奈良間美保氏 

３ 11/25(土) 11:00～18:00 
・摂食について 

・姿勢について 

つばさ静岡 浅野一恵氏 

NPO法人ポップンクラブ 村上潤氏 

４ 11/26(日) 10:00～17:00 

・子どもの心の事について 

・発達障害について 

・小児がんについて 

 ・緩和ケアについて 

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏 

 

医療法人財団はるたか会 前田浩利氏 

５ 12/16(土) 11:00～18:00 

・子どもとは①② 

・ムーブメント療法を通した家族支援 

  ～笑顔を引き出す楽しい遊びの活動から～ 

・子どもと経管栄養などについて 

埼玉医科大学総合医療センター 小泉恵子氏 

鎌倉女子大学 小林保子氏 

 

医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏 

６ 12/17(日) 10:00～17:00 

・子どものリハビリテーションについて 

・コミュニケーションについて 

・子どもの歯について 

あおぞら診療所 長島史明氏 

川村義肢株式会社 日向野和夫氏 

 調整中 

７ 1/13(土) 11:00～18:00 

・教育について 

・発達障害の対応について 

・早期療育と発達について 

 調整中 

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏 

医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏 

８ 1/14(日) 10:00～17:00 
・0歳から100歳までの在宅サービスについて 
・相談支援について 

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏 

日本相談支援専門員協会 顧問  福岡寿氏 

回 日程 時間 内容 講師 

１ 5/27(土) 11:00～18:00 

・概要説明 
・家族について  
・ランチョントーク 
・重症心身障害児について 

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏 

神奈川県立病院機構 萩原綾子氏 

医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏 

あおぞら診療所ほっこり仙台 田中総一郎氏 

２ 5/28(日) 10:00～17:00 

・療育とは  
・感覚と遊びについて 
・自分の感覚を知ろう  
・心疾患について 

島田療育センターはちおうじ 小沢浩氏 

島田療育センターはちおうじ 塩澤悦子氏 

医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏 

東京女子医科大学 心臓血管外科 立石実氏 

３ 6/24(土) 11:00～18:00 

・子どもとは①②  
・ムーブメント療法を通した家族支援 
  ～笑顔を引き出す楽しい遊びの活動から～ 

・子どもと経管栄養などについて 

埼玉医科大学総合医療センター 小泉恵子氏 

鎌倉女子大学 小林保子氏 

 

医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏 

４ 6/25(日) 10:00～18:00 

・子どもの心の事について 
・発達障害について 
・小児がんについて 
・緩和ケアについて 

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏 

 

医療法人財団はるたか会 前田浩利氏 

５ 7/15(土) 11:00～18:00 
・教育について 
・発達障害の対応について 
・早期療育と発達について 

東京都立小平特別支援学校 田添敦孝氏 

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏 

医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏 

６ 7/16(日) 10:00～17:00 
・子どものリハビリテーション 
・コミュニケーションについて 
・子どもの歯について 

あおぞら診療所 長島史明氏 

川村義肢株式会社 日向野和夫氏 

 調整中 

７ 8/5(土) 11:00～18:00 
・摂食について 
・姿勢について 

つばさ静岡 浅野一恵氏 

NPO法人ポップンクラブ 村上潤氏 

８ 8/6(日) 10:00～17:00 
・0歳から100歳までの在宅サービスについて 
・相談支援について 

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏  

日本相談支援専門員協会 顧問  福岡寿氏 

医療・看護・リハビリ・福祉の多職種チームによる実践的メニュー 

※プログラム等は変更になる場合があります 

【入門編】会場：ビジョンセンター田町 

     【入門編】会場：名古屋市内にて調整中  



豪華講師陣による、見どころ満載のプログラムです！！～一部プログラムのご紹介～ 

 

～埼玉医科大学総合医療センター 小泉恵子氏 
 「子どもの健康とは」の講義を受けて～ 
正常な子どもの発達について知っているつもりだっ
たのに知らなかった事がたくさんあり勉強になりま
した。正常な発達を知ることで障害のある子の対応
の方法が検討できること、目から鱗です。日々の業
務に生かしていきます。小泉先生の「こども」に対
する愛情の深さを感じ、とても気持ちの良い講義で
した。 

～東京女子医科大学 心臓血管外科 立石実
氏 
「子どもの心臓病」の講義を受けて～ 
 大きな声で「なるほど！」と言ってしまいそう
だった。重い心疾患のお子さんで、他の疾患、障
害を併せて持っているお子さんが多く、心臓だけ
の治療ができないこともある。そんなお子さん達
や家族ののQOLを高めたり、発達を促したりし
ていきたい。昨日も今日も、講師の皆さんが愛
あって、私も明日から頑張ろうと思う。 

～医療法人財団はるたか会 前田浩利氏 
「緩和ケアについて」の講義を受けて～ 
限られた命をどう生きていきたいかを本人の意思
を確認し、家族と共に寄り添っていく覚悟が必要
だと改めて考えさせられました。何が良くて、何
が正しいのか、共に考え、揺れ動く気持ちに寄り
添う事の難しさも改めて感じました。前田先生の
ご講義を受けられて良かったです。ありがとうご
ざいました。 

～神奈川県立病院機構 萩原綾子氏 
  「家族看護」の講義を受けて～ 
先生がおっしゃっていたように、私たちは
かなり偏った人たちの集まりと自覚しない
といけないと思いました。家族や個々の
多様性に偏った私たちはついていけず、
支援どころか偏った世界に無理にひきず
りこんでうまくいかないことを家族のせい
にしていないかな、と思いました。 

～つばさ静岡 浅野一恵氏 

「摂食について」の講義を受けて～ 
私は今まで子どもに対して食べる事の
チャレンジを何もしてこなかったのだ
なぁと反省と、大きな気付きをいただき
ました。職場に戻って、今関わっている
お子さんにどういうことから出来るのか、
まずそのお子さんをもう一度看て、理解
することから始めようと思います。 

主催：特定非営利活動法人ふわり 

とてもかみ砕いた内容で分かりやすかっ
た。側弯・股関節脱臼・誤嚥など生活の
中でどうしたら楽な姿勢で食事や活動に
参加できるか、ポジショニングの大切さ
を改めて感じた。今後、田中先生のVTR

を脳裏にやきつけて指導したい。 

～あおぞら診療所ほっこり仙台 田中総一郎氏
「重症心身障害児とは」の講義を受けて～ 

 介護職・保育士の方必見！ 

＊ムーブメント療法とは？ 鎌倉女子大学 小林保子氏にお話いただく「ムーブメント療法」とは、様々な遊具や音楽、プールやトラ 

 ンポリン、パラシュートなど遊びたくなる・動きたくなる環境を用意して「からだ(動くこと)ーあたま(考えること)―こころ(感じること)」の 

 調和のとれた発達を支援することだそうです。 
 

＊子どものリハビリって？ リハビリというと難しいイメージがあるかもしれませんが、あおぞら診療所作業療法士 長島史明氏の  

    ご講義では、例えば目の前の子どもにどのような支援をしたら良いか、悩みをもつ支援者にとって非常に学び多く、明日からすぐに取り入 

    れられる！と毎年参加者から多くの感想をいただきます。今年度も明日からの支援につなげられる学びを、ぜひ学びましょう！ 

～昨年参加者の感想より～ 

～日本相談支援専門員協会 顧問 福岡寿氏   
「相談支援について」の講義を受けて～ 

相談支援専門員は「生活を組み立てるプロ」という
言葉が印象に残りました。この講義を気に勉強する
意味でも、相談支援専門員の資格を取りたいという
意欲が湧いてきました。 



以下内容をメール（kensyu@fuwari.tv）またはこのままFAX(0562-85-4073)にてお申込みください。 

参  加  申  込 

 【お問い合わせ】 特定非営利活動法人ふわり 事務局 担当：下山  
    TEL : 0562-85-3131    FAX : 0562-85-4073    Email ：  kensyu@fuwari.tv 

氏名 所属団体/職種 

連
絡
先 

自宅 or 職場 電話番号 

〒    - FAX 

E-mail 

 ※あてはまるものにチェックをしてください 

参
加
内
容 

会
場 

【入門編】 スペシャルニーズのある子どもを理解するための基礎研修会 

   ビジョンセンター田町  東京都港区芝5-31-19 オーエックス田町ビル4階 

参
加
日
程 

 □ 全日程参加 （５月～８月）  □ 部分参加  
  □ 5月27日（土）  □ 5月28日（日） 
  □ 6月24日（土）  □ 6月25日（日） 
  □ 7月15日（土）  □ 7月16日（日） 
  □ 8月5日（土）    □ 8月6日（日） 

※ 参加者が定員に達した場合には、全日程参加の方を優先とさせていただきますので、部分申込   
    の方は、お断りする場合がございます。予めご了承ください。 

参
加
費 

□ 全 日 程 ： 40,000円 
□ 部分参加 ： 1日につき  5,000円     5,000円 ×     回 ＝        円 

備
考 

         

    《開講予定の初級編・中級編/名古屋開催は企画中につき、お申込みは７月下旬頃予定》 

【振 込 先】  

 三菱東京UFJ銀行  半田支店   
 口座番号 ： ００２６９３１  口座名義 ： 特定非営利活動法人ふわり 

スペシャルニーズのある子どもの地域ケア研修会 
～多職種連携で支える地域での暮らし～ 

【東京開催／入門編】 

≪スペシャルニーズのある子どもを理解するための基礎研修会
≫ 
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