日肢協発第令 3-158 号
令和 3 年 12 月 6 日
各 施 設 長 殿
心身障害児総合医療療育センター
所長 小 﨑 慶 介（公印省略）

第 53 回 幼児通園療育職員 講習会 開催について

標記の講習会を下記により開催しますので、ご案内いたします。
つきましては、貴施設の職員で受講希望者がおられましたら、ご推薦いただけますよう
お願いいたします。
記
１．目

的

２．講習期間
３．講習実施方法

本講習会は、障害児特に重度・重複障害をもつ幼児を中心に、必要な知識
の習得と相互の情報交換等を通して療育内容の向上を図ることを目的とす
る。さらに「発達障害(自閉症スペクトラムなど)」など情緒・対人関係・
行動面での配慮が必要とされる幼児への対応にも触れる。
令和４年 １月２４日（月）〜 １月 ２８日（金）
心身障害児総合医療療育センター療育研修所からの、
Web 配信、Web 受講にて、２８日のみ実習を対面にて実施予定。
２４日及び２５日午前：ZOOM のブレイクアウトルーム機能を
利用し参加者によるディスカッション。
２５日午後～２７日：ZOOM による Web 配信。質疑応答あり。
２８日：心身障害児総合医療療育センター療育研修所での実習実施予定。
感染状況により、実習は中止となる可能性あり。詳細要綱参照。
（２５、２６日の両日参加者のみ対象といたします。）

４．定

員

２４日：３０名
２５～２７日：９０名
２８日：３０名（１５名ずつ２グループに分かれて実習）

５．受講資格

通園療育（障害児通園施設、障害児保育を行っている保育機関等）に
たずさわる職員（保育士、児童指導員、心理士等）

６．受 講 費

全日（5 日間）参加 ３５２００円
希望日のみ申し込み可能
２４，２５，２６，２７日：各１日につき８８００円
２８日のみ：４４００円

７．添付書類

① 講習会要綱
② 講習 科目

別紙（１）
別紙（２）

８．申込方法

９．お問合せ

受講希望者は心身障害児総合医療療育センター ホームページ(下記
URL)のアクセスし、申込案内に従い記入し申込書(Excel ファイル)を
下記のメールアドレスに送付してください。
受付後、確認のメールをお送りします。メールが届かない場合は
下記まで電話にてお問い合わせください。
〒173-0037 東京都板橋区小茂根 1 − 1 − 10
心身障害児総合医療療育センター 療育研修所
電話：03-5965-1136（直通）
FAX： 03-3959-7648（直通）
ホームページ https://www.ryouiku-net.com
メールアドレス kenshuu@ryouiku.or.jp

別紙（１）

第 53 回 幼児通園療育職員 講習会 要綱
１．講習期間

令和 4 年 1 月 24 日（月）9：30 〜 1 月 28 日（金）16：00（予定）

２．(1)講習実施方法

(2)講習場所

３．定

員

心身障害児総合医療療育センター療育研修所からの、
Web 配信、Web 受講にて、実施します

28 日（金）のみ 心身障害児総合医療療育センター 療育研修所
住所：東京都板橋区小茂根 1-1-10
交通：東京メトロ有楽町線・副都心線
「小竹向原駅」3 番出口より徒歩 10 分。
所要時間の目安は羽田空港からは 120 分、東京駅から 60 分。
尚、車、バイクでの通講はご遠慮ください。
２４日３０名
２５～２７日：９０名
２８日：３０名（１５名ずつ２グループに分かれて実習）

４．講習内容

講習科目、講師名等は 別紙(2)のとおり
ZOOM による配信。
２４日及び２５日午前：ZOOM のブレイクアウトルーム機能を利用し
参加者によるディスカッション。
２５日午後～２７日：ZOOM による Web 配信。質疑応答あり。
２８日：心身障害児総合医療療育センター療育研修所での実習実施予定。
感染状況により、実習は中止となる可能性あり。詳細要綱参照。
（２５、２６日の両日参加者のみ対象といたします。）
使用機器はスマートフォンではなくタブレットかパソコンでの参加を
推奨します。また、マイクや web カメラ等の性能チェックなどは、
事前に各自でお願いします。
※ブレイクアウトルームにてグループセッションを行う
講義もあります。

５．経

全日（5 日間）参加 ３５２００円
希望日のみ申し込み可能
２４，２５、２６，２７日：各１日につき８８００円
２８日のみ：４４００円

費

６．実習の感染対策について
・ 心身障害児総合医療療育センターの所在地である東京都が緊急事態宣言もしくは蔓延防止
措置の宣言下でない場合にのみ実施します。そうでない場合は中止とします。
ホームページにご案内させていただきますが、ニュースなどの情報もご確認下さい。
・ 参加者の居住地もしくは事業所所在地が緊急事態措置もしくは蔓延防止措置の宣言下で
ある場合は参加をご遠慮下さい。受講費については返金させていただきます。
・ その他、参加者の事業所の規定に従ってご参加ください。
・ 受付時に体温測定、体調チェックをさせていただきます。発熱、体調不良を認める方は
御参加いただけませんのでご了承ください。
・ 十分な換気（二酸化炭素モニター使用）、テーブル等の消毒。
・ 実習は 2 人 1 組で体に触れることもあります。なお、当日、研修所にてガウン・手袋・
ゴーグルをお渡しします。
・ 新型コロナウイルスワクチン、インフルエンザワクチンの接種がすんでいることが
望ましいです。

７．そ の 他
1）最終日１月２８日（金）のみ実習を行います。
2）お分かりにならないことは、下記にお問い合わせ下さい。
心身障害児総合医療療育センター療育研修所 TEL 03-5965-1136(直通)
FAX 03-3959-7648(直通)

別紙（２）

第 53 回 幼児通園療育職員 講習会 日程表
令和4年1月24日(月) 〜 1月28日(金)
日時

午

前

午
後
13：00〜16：00（3）
1/24 9：00〜9：30 ZOOM 接続確認
通園療育の展開 − 紹介− ※
(月) 9：30〜12：00（2.5）※
心身障害児総合医療療育センター
通園療育に関わるスタッフの現状と課題
保育主任 伊藤 淳子
— チーム力を高めるためにー
心身障害児総合医療療育センター
通園係長 山田 雄一
8：30〜9：00 ZOOM 接続確認
1/25 9：00〜12：00（3）※
(火) 家族について考える
～発達に課題のある子どもと家族～
心身障害児総合医療療育センター
前掲 山田 雄一

13：00〜16：00（3）
日常生活の援助(摂食・更衣・手の操作
・遊び) − OT の立場から−
心身障害児総合医療療育センター
作業療法科長 奥村 久美

8：30〜9：00 ZOOM 接続確認
1/26 9：00〜12：00（3）
(水) 通園療育における健康管理他
− 医師の立場から−
全国児童発達支援協議会 副会長
全国療育相談センター
副センター長 米山 明

13：00〜15：00 (2)
日常生活の援助(姿勢・移動)
− PT の立場から−
心身障害児総合医療療育センター
理学療法係長 吉澤 尚史

8：30〜9：00 ZOOM 接続確認
1/27 9：00〜10：20（1.5）
(木) 「発達障害」の医学的理解
— 虐待予防の視点を含めてー
10：30〜13：00（2.5）
ペアレント・トレーニング
心身障害児総合医療療育センター
研修・研究部長心得 長瀬 美香

14：00〜16：00 (2)
発達に課題がある子どもの
コミュニケーションの援助
心身障害児総合医療療育センター
言語聴覚係長 柄田 折久子

1/28
(金)

※ディスカッションあり

15：10〜17：00 (2)
感染予防
— 施設内感染を起こさないために—
心身障害児総合医療療育センター
感染制御実践看護師
感染対策室係長 角能 正浩

13：00〜16：00（3）
PT・OT 実習

