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～
5月16日(土)スタート！！
期
場

間：2015年5月～2015年9月
所：秋葉原コンベンションホール５階会議室
東京都千代田区外神田１丁目１８－１３
対 象：介護職、医師、看護師、
作業療法士、相談支援員 など
定 員：80名
参加費：全日程：30,000円 1日参加：5,000円

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！！

サービス管理責任者・サービス提供
責任者・管理者・相談支援員など、マ
ネジメント力をアップしたい方必見！

【お問い合わせ】
NPO法人ふわり
愛知県半田市天王町1丁目40-5
E-mail：1999@fuwari.tv

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
回

内容

時間

本研修の目的と意味
1

11：00～11：40

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏

5/16
（土）

11：40～12：00

医療法人はるたか会 梶原厚子氏

13：00～18：00

埼玉医科大学総合医療センター
小泉恵子氏

5/17
（日）

11：00～14：00

東京医療学院大学 三浦香織氏

15：00～18：00

(有)ＳＮＯＷ ＤＲＥＡＭ 山口久美氏

11：00～13：00

昭和大学歯学部スペシャルニーズ口
腔医学講座 髙橋摩理氏

14：00～16：00

調整中

16：00～17：30

あおぞら診療所 前田浩利氏

ここまでのまとめ

17：30～18：00

医療法人はるたか会 梶原厚子氏

医療ケアの手技と道具①

10：00～13：00

訪問看護ステーションそら
木内昌子氏

14：00～16：00

愛媛大学医学部付属病院
小児総合センター 檜垣高史氏

16：00～17：00

医療法人はるたか会 梶原厚子氏

11：00～13：00

東北大学

14：00～18：00

あおぞら診療所 長島史明氏

10：00～12：00

医療法人はるたか会 梶原厚子氏

13：00～16：00

東京医療学院大学 三浦香織氏
(有)ＳＮＯＷ ＤＲＥＡＭ 山口久美氏

16：00～17：00

医療法人はるたか会 梶原厚子氏

11：00～12：30

社会福祉法人なはな会
遠山裕湖氏

13：30～15：00

松山市南部地域相談支援センター
西村幸氏

15：00～17：00

医療法人はるたか会 梶原厚子氏

10：00～11：30

ケアサポートまつやま

丸田裕氏

11：30～13：00

社会福祉法人むそう

戸枝陽基氏

14：00～16：00

医療法人はるたか会 梶原厚子氏

16：10～17：00

医療法人はるたか会 梶原厚子氏

9/12
（土）

11：00～12：30

調整中

13：30～18：00

医療法人はるたか会 梶原厚子氏

9/13
（日）

10：00～17：00

医療法人はるたか会 梶原厚子氏

本研修の到達点と目標
子どもの育ち概論
感覚統合について

2

3

4

発達障害について
障害児について知ろう

～嚥下・摂食～

障害児について知ろう

～歯科～

障害児について知ろう

障害児について知ろう

～緩和ケア編～

～心臓編～

6/6
（土）

6/7
（日）

ここまでのまとめ
障害児について知ろう

～重症児編～

5

7/11
（土）

リハビリと身体介護
赤ちゃんケア
6

実際の子どもの見立てと支援

7/12
（日）

子どものまとめケア

7

相談支援の実際

～子ども編～

相談支援の実際

～成人編～

相談支援の実際

～介護保険編～

8/1
（土）

制度について①居宅介護事業・訪問介護事業
8

制度について②児童発達支援事業・グループホーム
制度について③

訪問看護と訪問リハビリ

8/2
（日）

カンファレンス準備事例
特別支援学校コーディネーター
9
1
0

講師

演習・カンファレンス
演習

田中総一郎氏

本事業は日本財団より助成を受けて実施しています。

参

加

申

込

以下内容をメール( 1999@fuwari.tv)またはこのままFAX(03-6805-6470)にてお申込みください
＊ＨＰより申し込みも受け付けております。(ふわりＨＰ：www.fuwari.tv)
氏名

所属団体/職種

自宅 or

職場

電話番号

連
絡

〒

FAX

-

先
Emaiｌ

＊あてはまるものにチェックをしてください。
□全日程 (5月～9月)
□部分申し込み ⇒□5月16日(土)
□8月1日(土)

□5月17日(日) □6月6日(土) □6月7日(日)
□8月2日(日)
□9月12日(土) □9月13日(日)

【参加費】
参
加
内
容

□全日程： 30,000円
□部分参加：1日につき 5,000円

5,000円 ×

回 ＝

円

備考：

【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
【お問い合わせ】
特定非営利活動法人ふわり 事務局
担当：西住・匝瑳
TEL:03-6805-6470 FAX:03-6805-6470
主催：特定非営利活動法人ふわり
Email：1999@fuwari.tv

研修が研修だけで終わってしまわないように、研修で学んだことを現場で実践することを繰り返し繰り返し行え
るようなそんな研修を目指しています。参加するみなさまの日々の疑問のヒントがたくさんある研修会です！ま
た職種を問わず、どなたも参加可能です！ぜひご参加ください。

子どもについて知ろう

障害児について知ろう

・子ども育ち概論
・感覚統合
・発達障害
・赤ちゃんケア など

・嚥下・摂食
・歯科
・緩和ケア
・重症児の身体
・心臓 など

障害や病気について知る前に、子ど
もについて学びます。子どもの成長と
発達について知ることで、日々の支援
が変わります。どんなことを感じて、ど
んなふうに理解しているのでしょうか。
子どもの気持ちがわかると、きっと楽
しくかかわれるはずです！

スペシャルニーズのある子どもたちの
身体の仕組みについて知ります。特に
多くの子どもにみられるポイントについ
て医師のみなさんがわかりやすく説明
してくださいます。はじめは聞きなれな
くて難しいと感じても、一度知っておく
ことで、現場での子どもたちとのかか
わりが変わります。また将来にむけて
の見通しも見つかるのではないかと思
います！

安心・安全に介助しよう
・医療的ケアの手技と器具
・リハビリと身体介護 など

いくら子どもだからといっても、正しく
負担のない介護をしないと、腰を痛め
たり、手足を痛めたりしてしまいます。
それでは、子どもたちも安心できませ
ん。子ども達が安心できる介助は、介
助者も負担のない介助です。身体の
動かし方など、実際に体験してみます。
また、カニューレや吸引器など医療的
ケアがあっても少しでも安心してかか
われるように、器具を触ったり体験し
たりします。子どもたちが日々体験し
ていることを体験してみます。

制度について知ろう～実践へ～
スペシャルニーズのある子どもたちのことを知ったら、制度について学びま
す。実際に事業を行うには制度を知らないとできません。また、様々な制度
を組み合わせることでより地域での暮らしが豊かにできるようになります。
医療・福祉・介護保険のサービスについて、0歳から100歳までのサービスに
ついて知ります。そして、最終日は、演習を行い実際にカンファレンスして
みます。他職種連携の実際を体験し、明日からの支援につなげます。

～昨年度の参加者の感想～
楽しく学べました。体験を通
して、自分のことも知ることが
できたし、また他職種の方が
どんなことをしているのかも
知ることができました。

体験的に理解していたことに
理屈がわかりすっきりしまし
た！全体を通して参加するこ
とで、一つ一つがつながり、
より理解が深まったように思
います。

地域での暮らしを支えるため
の知識や、連携会議の開き方
まで幅広く学べました。グ
ループワークもあり、他職種
の人と話す機会があることも
魅力でした！！

