
連続受講だから意味がある！

地域生活を支えるカギはマネジメントだ！

制度について知ろう
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。

子どもについて知ろう！
障害があるから、病気があるから、どうケアしよう・・・
ではなく、子どもが本来もつ力を知り、人が成長・発達する
段階を知ることで、その子の暮らしに足りないことを補うよ
うな支援をすれば、子どもは本来の力を発揮し、すくすく成
長・発達していきます。不足している遊び、活動、栄養など
その子に必要なケアをします。
まずは子どもについて知るところからはじめましょう！

・「子ども」の特徴について理解する！
・病気や障害の特徴について理解する！
・単発的ではなく、講義と講義が連動して子どもを理解していく！

制度や分野ごとではなく制度や分野の枠を超えて暮らしについて理解する！
「0歳から100歳まで」の暮らしと制度について理解し、活用する！

子どもの暮らしをトータルでみる力を学びます！

子ども自身をトータルでみる力を学びます！

感覚過敏は感覚鈍麻！
感覚統合の必要性

子どもの健康
発達障害
感覚統合
低緊張

重症心身障害児
心臓病
発作
摂食
小児がん
緩和ケア
栄養

道具とリハ

偏食と感覚過敏の
関係は？

マネジメント・・・つまりそれは相談支援が肝！

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療育に
ついて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！

発達障害と
低緊張？

腸の調子が整い
にくい？！

療育について
小児在宅の実際
特別支援学校
相談支援
介護保険

訪問系サービス
日中系サービス

0歳から100歳まで
の在宅サービス
マネジメント
演習



スペシャルニーズのある子どもの
地域ケア研修会 2016

～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！

■期 間：2016年5月～2016年12月
(会場により日程が異なります。裏面のプログラムをご確認ください)

■場 所：神戸（兵庫）と大宮（埼玉）でそれぞれ開催（全12回）
◆神戸会場

公益財団法人神戸国際医療交流財団（伊藤忠メディカルプラザ）
住所：兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目6番地4 IMPビル

◆大宮会場

ハロー会議室大宮東口5階

住所：埼玉県さいたま市大宮区仲町1-54-3 ビジョナリーⅢ 5階

■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

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/お申込み】

＊今後の情報・変更など ＮＰＯ法人ふわりＨＰ

（ http://fuwari.tv ）

日本地域共生協議会Facebookにてお知らせいたします

＊特定非営利活動法人ふわり事務局 岡田

TEL:0562-85-3131 FAX:0562-85-4073

Email:fuwari@musou.or.jp

※定員に達した場合は、全日参加の方を優先させていただきますので、部分申し込
み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。

http://fuwari.tv/
tel:0562-85-3131


昨年（2015年）の研修の様子と感想です

～参加者の感想より～
親御さんから教えてもらって食事介助をして
いますが、これでよいのか？と思う事もあり
ます。スペシャリストの先生に最新の情報を
教えていただいて、勉強になりました。食事
の時間を安心して本人も介助者も楽しむこと
ができるように今日学んだ知識を現場で活か
していきたいです。

子どもの身体の特徴や脳の中で
何が起こっているかなど、見え
ない部分で起こっている現象を
わかりやすく講義していただい
たので、イメージすることがで
き、子どもの見える症状とつな
げて理解することができました。
講義を受けたのは2回目ですが、
より理解を深めることができま
した。とても楽しい講義をあり
がとうございました。

医療と福祉の多職種の目線で連携
をとる大切さ、見通し、将来のイ
メージをもちながら支援すること
の大切さを改めて理解することが
できました。現場に帰って早くご
家族・本人のアセスメントするこ
とが楽しみです。

「医ケアのある○○ちゃん」では
なく・・・、ご家族が健康で笑顔
でいられるようにケアをしていく
こと。とても共感しました。私も、
障害があるから、と無駄に制限さ
れたり、経験を奪う事がないよう、
生活年齢で経験し得ることをどう
工夫したらできるのかを考えてい
くことをしたいです。

↑実技「リハビリと身体介護」の様子。
一人ひとりが実際に体験しながら
学びを深めます。

↑「感覚統合」の講義の様子。

身体のこと、ケアのこと、制
度のことなどを幅広く学びま
す。

↑ グループワークの様子。

多職種間で意見を出し合って
います。

実技は、グループに分かれて
丁寧に指導いただき、とても
わかりやすかったです。講義
だけでは理解できないことも
あるので、実際にやってみて、
個別に教えていただける機会
もあり、とてもよかったです。

主催：特定非営利活動法人ふわり



回 日程 時間 内容 講師

１ 5/14(土) 11:00～18:00

研修の目的と意義・到達点
家族看護
ランチョントーク
発達障害について
小児在宅支援の実際

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏
名古屋大学大学院医学系研究科奈良間美保氏

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

２ 5/15(日) 10:00～18:00

重症心身障害児とは
けいれん発作とその対応
子どもの心臓病

東北大学 田中総一郎氏

東京女子医科大学 立石実氏

３ 6/25(土) 11:00～18:00 子どもの健康について 埼玉医科大学総合医療センター 小泉恵子氏

４ 6/26(日) 10:00～17:00

療育について
感覚統合について
低緊張児について

調整中
東京医療学院大学 三浦香織氏
医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏

５ 7/30(土) 11:00～18:00

摂食について
小児がんについて
小児がんと子どもたちのこと
緩和ケアについて

昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講
座口腔衛生部門 髙橋摩理氏

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基
金 田村太郎氏
医療法人財団はるたか会 前田浩利氏

６ 7/31(日) 10:00～17:30

訪問看護の実際と医療的ケアの進
め方
子どもたちを助ける道具

栄養について
在宅における早期療育

訪問看護ステーションそら 木内昌子氏

大阪発達総合療育センター 尾崎和仁氏 上
野剛士氏
総合在宅医療クリニック 安田和代氏
医療法人財団はるたか会 梶原厚子

７ 8/20(土) 11:00～17:00

各事業所の活動紹介
・チャイルド・ケモ・ハウスの活動

・ステップキッズの活動
フェニックスの活動紹介
もしも事業を作るなら

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基
金
田村太郎氏
認定NPO法人NEXTEP 島津智之氏
大阪発達総合療育センター 近藤正子氏
社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏

８ 8/21(日) 10:00～17:00 子どものリハビリ あおぞら診療所 長島史明氏 ほか

９ 9/24(土) 11:00～18:00

相談支援について

特別支援教育について

社会福祉法人なのはな会 遠山裕湖氏
松山市南部地域相談支援センター 西村幸氏
日本相談支援専門員協会 顧問 福岡寿氏
調整中

１
０

9/25(日) 10:00～17:00

児童発達・放課後支援・生活介
護・GHについて
就労支援について
歯科について

調整中

調整中

１
１

10/22

（土）
11:00～18:00

介護保険について
訪問の医療系サービスについて

0～100歳までの在宅サービスにつ
いて
マネジメントと事例

医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏

社会福祉法人なのはな会 遠山裕湖氏
松山市南部地域相談支援センター 西村幸氏
日本相談支援専門員協会 顧問 福岡寿氏

１
２

10/23(日) 10:00～17:00 マネジメント演習
社会福祉法人なのはな会 遠山裕湖氏
松山市南部地域相談支援センター 西村幸氏
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

本事業は日本財団より助成を受けて実施しています。
※プログラムは変更になる場合があります

神戸会場：公益財団法人神戸国際医療交流財団（伊藤忠メディカルプラザ）



回 日程 時間 内容 講師

１ 7/30(土) 11:00～18:00

研修の目的と意義・到達点
家族看護
ランチョントーク
療育について
小児在宅支援の実際

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

毛呂病院光の家療育センター 鈴木郁子氏
医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏

２ 7/31(日) 10:00～18:00

重症心身障害児とは
けいれん発作とその対応
子どもの心臓病

東北大学 田中総一郎氏

東京女子医科大学 立石実氏

３ 8/20(土) 11:00～18:00 子どもの健康について 埼玉医科大学総合医療センター 小泉恵子氏

４ 8/21(日) 10:00～17:00

発達障害について
感覚統合について
低緊張児について

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏
東京医療学院大学 三浦香織氏
医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏

５ 9/24(土) 11:00～18:00

訪問看護の実際と医療的ケアの進
め方
小児がんについて
小児がんと子どもたちのこと
緩和ケアについて

訪問看護ステーションそら 木内昌子氏
埼玉医科大学総合医療センター 森脇浩一氏
公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基
金 田村太郎氏
医療法人財団はるたか会 前田浩利氏

６ 9/25(日) 10:00～17:30

摂食について
子どもたちを助ける道具
栄養について
在宅における早期療育

調整中

医療法人財団はるたか会 梶原厚子

７ 10/22(土) 11:00～17:00 子どものリハビリ あおぞら診療所 長島史明氏 ほか

８ 10/23(日) 10:00～17:00

各事業所の活動紹介
・チャイルド・ケモ・ハウス
・うりずん

もしも事業を作るなら

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基
金
田村太郎氏
認定NPO法人うりずん 高橋昭彦氏

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏

９ 11/12(土) 11:00～18:00

相談支援について

介護保険について
訪問の医療系サービスについて

社会福祉法人なのはな会 遠山裕湖氏
松山市南部地域相談支援センター 西村幸氏
日本相談支援専門員協会顧問福岡寿氏
医療法人財団はるたか会 梶原厚子氏

１
０

11/13(日) 10:00～17:00

児童発達・放課後支援・生活介
護・GHについて
就労支援について
歯科について

社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏

調整中

１
１

12/10

（土）
11:00～18:00

特別支援教育について
0～100歳までの在宅サービスに
ついて
マネジメントと事例

調整中

社会福祉法人なのはな会 遠山裕湖氏
松山市南部地域相談支援センター 西村幸氏
日本相談支援専門員協会顧問 福岡寿氏

１
２

12/11(日) 10:00～17:00 マネジメント演習
社会福祉法人なのはな会 遠山裕湖氏
松山市南部地域相談支援センター 西村幸氏
日本相談支援専門員協会顧問 福岡寿氏

本事業は日本財団より助成を受けて実施しています。
※プログラムは変更になる場合があります

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

大宮会場： ハロー会議室大宮東口5階



【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

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

主催：特定非営利活動法人ふわり

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：岡田

TEL:0562-85-3131    FAX:0562-85-4073

Email： fuwari@musou.or.jp

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～

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 □ 神戸 □ 大宮

参
加
日
程

□全日程（５月～１０月）

□部分申し込み
□ 5月14日（土） □ 5月15日（日）
□ 6月25日（土） □ 6月26日（日）
□ 7月30日（土） □ 7月31日（日）
□ 8月20日（土） □ 8月21日（日）
□ 9月24日（土） □ 9月25日（日）
□10月22日（土） □10月23日（日）

□全日程（7月～１2月）

□部分申し込み
□ 7月30日（土） □ 7月31日（日）
□ 8月20日（土） □ 8月21日（日）
□ 9月24日（土） □ 9月25日（日）
□10月22日（土） □10月23日（日）
□11月12日（土） □11月13日（日）
□12月10日（土） □12月11日（日）

※参加者が多い場合には、全日参加の方を優先とさせていただきますので、部分申し込みの
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 ： 30,000円
□ 部分参加 ： 1日につき 5,000円 5,000円 × 回 ＝ 円

備
考

mailto:fuwari@musou.or.jp
mailto:fuwari@musou.or.jp

