
スペシャルニーズのある方の   
   地域ケア研修会 

～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！！ 

ふわふわ 創発型ふわりムーブメント情報誌 
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東京会場 11/22（土）スタート！ 

 
 
期 間：2014年11月～2015年3月 
場 所：日本財団ビル  
    東京都港区赤坂1丁目2番2号 
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：50,000円 
 
【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 
      TEL：0569-89-6237 
      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 講師 
日本 
財団 

１ 
 

オリエンテーション 
～本研修の目的と意味～ 

11:00- 
12：00 

NPO法人ふわり 理事長 戸枝陽基氏 
医療法人はるたか会 梶原厚子氏 

11月22日 
(土) 

感覚統合について 
13:00- 
18:00 

東京医療学院大学作業療法学専攻講師 三浦香織氏 

２ 子どもの育ち概論 
10：00- 
17：00 

埼玉医科大学総合医療センター 看護師 小泉恵子氏  
11月23日 

(日) 

３ 

発達障害について 
10：00-
16：30 

(有）SNOW  DREAM 山口久美氏 

12月13日 
(土) 

子どもを支える道具と
手技 

16：30-
18：00 

NPO法人あおぞらネット 訪問看護ステーションそら 木内 昌子氏 

ここまでのまとめ 
18：00- 
18：30 

医療法人はるたか会 梶原 厚子氏 

４ 

障害児の身体について 
 ～重症児について～ 

10:00- 
12：00 

東北大学 医師 田中総一郎氏 

12月14日   
 (日) 障害児の身体について 

  ～緩和ケア編～ 
13：00- 
17:00 

補装具について：医療法人はるたか会 梶原 厚子氏 (60分) 
緩和ケア概念と状態像：あおぞら診療所 医師 前田浩利氏（９０分） 
医療ケアについて(たん吸引制度等)：梶原厚子氏(30分) 
緩和ケアに対象となる子どもの暮らし：梶原厚子氏（６０分） 

5 

障害児の身体について 
～リハビリと身体介護～ 

11:00～
14:00 

あおぞら診療所新松戸 理学療法士 長島史明氏（１８０分） 
 

2月7日 
(土) 

障害児の身体について 
  ～心臓編～ 

14：50- 
17:00 

心疾患の病態と治療・心疾患児のライフステージの変化：         
愛媛大学医学部付属病院小児総合センター 医師 檜垣高史氏 (130分) 

６ 

障害児の身体について 
  ～摂食・えん下 

10:00-
11：45 

昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座  
口腔衛生学部門 兼任講師 高橋摩理氏 

2月8日 
(日) 

制度について 
～相談支援事業・訪問看
護ステーション・グループ
ホーム・児童発達支援～ 

12：45- 
15：30 

相談支援：松山市南部相談支援センター 西村幸氏（60分） 
訪問看護：医療法人はるたか会 梶原厚子氏（45分） 
訪問介護・グループホーム・児童発達支援事業：NPO法人ふわり 理事長 
戸枝陽基氏（60分） 

歯科医師の役割と 
      地域連携 

15：30-
17：00 

歯科医師会  

7 

マネジメントの 
講義と演習 

11:00- 
18:00 

医療法人はるたか会 梶原 厚子氏 
3月7日 

(土) 

８ 
10：00- 
17：00 

医療法人はるたか会 梶原 厚子氏 
 

3月8日 
(日) 



<11月22日>感覚統合について 
 感覚統合って何？の基本から子どもの感覚と運動といった認知機能の発達ま
で学んでいきます。また、座学で学んだことを実際に活かすためには、普段関わ
っている方の行動や遊びのどこに感覚統合のポイントが隠されているのか？！
をつかむことが大切です！映像解説など、現場で活きる講義です！ 

<11月23日>子どもの育ち概論 
 子どもの成長と発育とは？日々の食事、排せつ、遊び…子どもたちの体にどう
いう影響を与えるのか。健康はどのように守られる？などなど… 
子どもの育ちを知ることに、私たちがかかわっている方々への支援のポイントが
きっとあるはずです！ 
<12月13日>発達障害について 
  発達障害とは？という基本的なところから、どんな特性があるのか、この特性
があるとどんな行動をとることがあるのか、など基本的な知識を学びます。身体
と認知と行動は一体的だということが見えてくると、スペシャルニーズの方々の様
々な可能性が見えてくるのでは？！実際の支援の様子などふまえ、現場で活用
できる講義となっています！ 
<12月13日>子どもたちを支える道具と手技 
 医療依存度の高い子どもたちは、様々な医療機器・器具を使っています。介護
職には耳慣れない器具もたくさんあります。耳慣れない名前がでてきただけで？
？？となってしまうので、まずは触ってみて身近なものにしていきましょう！百聞
は一見に如かず！ 
 
 

 

 

＜2月8日＞制度について 
 スペシャルニーズのある方を支えるためには、医療と福祉の枠を超えて、様
々な制度を知ることが大切です！どんな制度やサービスがあるかを知り、そこ
でどんなことができるのか、現場の最前線で活動するみなさんよりお話いただ
きます！ 
 
＜2月8日＞歯科医師の役割と地域連携ついて 
 スペシャルニーズの方の地域生活をさせえるために歯科も大事なキーの一
つです！どんな役割があるかを知るところから始めましょう！ 
 また、本事業の助成にも歯科医師会のみなさまに応援いただいています！ 
 
＜3月7日・8日＞マネジメントについて 
 これまでの講義でたくさんのことを学びました！あとは実際にそれらを活用す
るために、チームとしてどう動いていくかが大きなカギとなります！そのときに
必要なのがマネジメントです！職種問わずマネジメントは欠かせません！みん
なの力を最大限に引き出すためのマネジメントを、実際のケースをもとに演習
を通して学びます！  

 

＜12月14日＞障害児の身体について 
 ～重症児について～ 
  東北大学の田中先生より、重症児の身体について
教えていただきます。身体の作り、内臓はどんな機能を
担っているのか、また重症児に多いてんかんについても
わかりやすく説明していただきます！介護職にもわかる
ように、障害児の暮らしに役立つ解説をしてくださいます
！ 
 ～緩和ケアについて～ 
 在宅で多くの患者さんをみてきた医療法人はるたか会
の前田医師より、緩和ケアについてお話いただきます。
人生の選択はその人その人が決めるもの・・・そのとき
に、医療が、福祉が、できることは何なのでしょう。前田
先生がこれまでかかわってきた方とのエピソードをもと
にお話しくださいます！ 
 
＜2月7日＞障害児の身体について 
 ～リハビリと身体介護～ 
 講義＆実践編！身体の動きや姿勢などについて学び
ます。クッションの入れ方や姿勢の保持の仕方、歩き方
などどこにどのような力が入っているか、どうしたら負担
の少ない体勢がとれるかなど、実際に体験しながら学ん
でいきます！ 
 ～心臓について～ 
 心臓の働きとどんな疾患があるか、とりわけ障害児に
多い疾患にはどうようなものがあるのか学びます。また
ライフステージあわせて、考えられる心臓の疾患とその
暮らしについても、檜垣先生のわかりやすい解説のもと
教えていただきます。 
 
＜2月８日＞障害児の身体について 
 ～摂食・嚥下について～ 
 食べることは私たちの暮らしに欠かせないものの１つ
です。それはどんな機能で行われていて、そこに障害が
あるとき、どんなことが起きるのでしょうか。昭和大の高
橋先生よりお話いただきます！  

【申し込み】 
NPO法人ふわりHP、または裏面FAXにてお申込みください！ 

     NPO法人ふわりHP：www.fuwari.tv 
 



氏名 所属団体/職種 
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FAX 

Emaiｌ 

参
加
内
容 

＊あてはまるものにチェックをしてください。 
 

□全日程 (11月～3月) 
 
□部分申し込み ⇒□11月22日(土)  □11月23日(日)  □12月13日(土)  □12月14日(日) 
             □2月7日(土)    □2月8日(日)   □3月7日(土)    □3月8日(日) 
 

【参加費】 
 
□全日程：50,000円 
 
□部分参加：1日につき 7,000円     7,000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 

以下内容をメール( 1999@fuwari.tv)またはこのままFAX(0569-22-4073)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：西住・山口 
           TEL:0569-89-6237     FAX:0569-22-4073 
         Email：1999@fuwari.tv 

本事業は日本財団より助成を受けて実施しています。 

tel:0569-89-6237
tel:0569-89-6237
tel:0569-89-6237
tel:0569-89-6237
tel:0569-89-6237

