
令和 4年 12月吉日 

 

関係機関 各位 

 

社会福祉法人 四天王寺福祉事業団 

四天王寺和らぎ苑 

施設長 塩川 智司 

 

令和 4年度 「大阪府障がい児等療育支援事業（主に重症心身障がい児）」について 

 

初冬の候、平素は当施設の事業にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記について、大阪府からの委託を受けて、大阪府内（政令指定都市、中核市を除く）の医療

型児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所、放課後

等デイサービス事業所、および、重症心身障がい児や医療的ケア児が通う保育所、学校等を対象

とした機関支援の一環として、下記のとおり事業を実施いたします。 

つきましては、業務ご多忙の折とは存じますが、本事業について御理解の上、事業への御協

力、研修会への御出席を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 大阪府障がい児等療育支援事業（主に重症心身障がい児）の概要 

 

・本事業では、重症心身障がい児の支援を行うにあたって、福祉的な面（全職種対象）、医療

的な面（主に看護師等医療従事者対象）についての機関支援として、研修会および専門相

談会を実施いたします。 

・福祉的な面についての研修会では、「活動支援」をテーマに実施します。 

・医療的な面についての研修会では、「健康支援」をテーマに実施します。 

・また、それぞれのテーマについての相談や専門的な助言等の支援を行う専門相談会を実施

します。 

 

２ 機関支援の対象 

 

（１） 大阪府内（政令指定都市、中核市を除く）の医療型児童発達支援センター、主に重症心 

障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所 

（２）新たに重症心身障がい児を対象とした支援の展開を検討している事業所 

（３）重症心身障がい児や医療的ケア児が通う保育所、学校等 

（４）市町村（政令市、中核市を除く）の担当課 

（５）その他関係機関 

 

 

 

 

 

 

 



３ 専門相談会および研修会の開催について 

 

今年度の専門相談会および研修会は対面形式またはオンライン形式での実施を予定して

います。オンライン形式では「Ｚｏｏｍ（ウェブ会議システム）」を利用して、お手持ちのパソコ

ンやスマートフォンから参加いただくことができます。 

 

（１） 専門相談会（福祉的な面について：全職種対象） 

 

日 時：令和 5年 1月 11日（水） 19：30～21：00 

形 式：オンライン（zoom ウェビナー） 

内 容：「活動支援の『ツマミ』になる話」 

 

参加申し込みされた方には事前に活動支援に関する資料をお送りします。 

日々の支援での相談事などの質問を事前に募集します。 

当日は資料のプレゼンテーションと事前にいただいた質問や疑問ついてお答えし

ていくラジオ風の相談会を企画しています。 

 

びわこ学園医療福祉センター草津 理学療法士  

高塩 純一 

京都府立与謝の海支援学校 教     員  

篠原 勇   

福井県総合福祉相談所 理学療法士  

辻 清張   

四天王寺和らぎ苑 理学療法士  

榎勢 道彦 

 

（２）専門相談会（医療的な面について：主に看護師等医療従事者対象） 

 

日 時：令和 5年 1月 25日（水） 19：30～21：00 

形 式：オンライン（zoom ウェビナー） 

内 容：「呼吸支援の『ツマミ』になる話」 

 

参加申し込みされた方には事前に呼吸支援（呼吸管理、災害対策、呼吸リハ）につ

いての資料をお送りします。 

日々の支援での相談事などの質問を事前に募集します。 

当日は資料のプレゼンテーションと事前にいただいた質問や疑問ついてお答えして

いくラジオ風の相談会を企画しています。 

 

大阪発達総合療育センター 小 児 科     

竹本 潔   

リハビリ訪問看護ステーションまえあし 臨床工学技士  

 輪ノ内 新 

四天王寺和らぎ苑 理学療法士    

榎勢 道彦 

 



（３）研修会（医療的な面について：主に看護師等医療従事者対象） 

 

第 1部（話題提供／オープンディスカッション） 

 

日 時：令和 5年 2月 19日（日） 10：00～12：00 ※9：30から受付を行います。 

形 式：対 面 ※感染拡大状況によってはオンラインに変更となることがあります。 

場 所：アンピールホテル大阪 ３Fホール 

（〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町１１−１２） 

交 通： https://www.yamanishi-fk.jp/access をご参照ください 

定 員：40名 

 

内 容：話題提供／オープンディスカッション 

「重症心身障がいのある子どもと家族のための健康支援 

～在宅生活を支える専門職の役割～」 

 

ハートフリーやすらぎ 看  護  師   

日本訪問看護認定看護師協議会 代    表   

大橋 奈美 

ハートフリーやすらぎ 作業療法士  

黒澤 淳二 

四天王寺和らぎ苑 理学療法士  

榎勢 道彦 

 

第 2部（グループディスカッション） 

 

日 時：令和 5年 2月 19日（日） 13：00～15：00 ※12：30から受付を行います。 

形 式：対 面 ※感染拡大状況によってはオンラインに変更となることがあります。 

場 所：アンピールホテル大阪 ３Fホール 

（〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町１１−１２） 

交 通： https://www.yamanishi-fk.jp/access をご参照ください 

定 員：40名 

 

内 容：グループディスカッション 

「重症心身障がいのある子どもと家族のための健康支援 

～在宅生活を支える専門職の役割～」 

 

ハートフリーやすらぎ 看  護  師   

日本訪問看護認定看護師協議会 代    表   

大橋 奈美 

ハートフリーやすらぎ 作業療法士  

黒澤 淳二 

四天王寺和らぎ苑 理学療法士  

榎勢 道彦 

 

 



（４） 研修会（福祉的な面について：全職種対象） 

 

第 1部（講義） 

 

日 時：令和 5年 2月 26日（日） 10：00～12：00 ※9：30から受付を行います。 

形 式：対 面 ※感染拡大状況によってはオンラインに変更となることがあります。 

場 所：四天王寺大学 2号館 4階 第 2図画工作室 

（〒583-8501 大阪府羽曳野市学園前 3丁目 2－1） 

交 通： https://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/access.html をご参照ください 

定 員：40名 

 

内 容：講義 

「障がいのある子どもと家族のための活動支援～アートと作業療法～」 

 

講師 大阪発達総合療育センター あさしお園 作業療法士  

木村 基 

 

      第 2部（お子さま、ご家族の参加とアート実習） 

 

日 時：令和 5年 2月 26日（日） 13：00～15：00 ※12：30から受付を行います。 

形 式：対 面 ※感染拡大状況によっては中止となることがあります。 

場 所：四天王寺大学 2号館 4階 第 2図画工作室 

（〒583-8501 大阪府羽曳野市学園前 3丁目 2－1） 

交 通： https://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/access.html をご参照ください 

定 員：40名（お子さま、ご家族はこの定員以外で受付させていただきます） 

 

内 容：実習 

「障がいのある子どもと家族のための活動支援～アートと作業療法～」 

 

講師 大阪発達総合療育センター あさしお園 作業療法士  

木村 基 

 

講師の木村氏より 

 

「私は日々の仕事で肢体不自由や重症心身障がいのあるお子さんとかかわっています。うまく

動くことが難しく、自分の気持ちをうまく人に伝えることができないことも多いと感じています。心

の中では伝えたいことや考えていることがあっても、その表現方法が限られてしまいます。日々

の関わり合いの中でアートを療法としてではなく、自分自身を表現する方法の一つとして用い、

出来上がった作品から子どもたちの個性が見られるかの取り組みを続けてきました。 

子どもとご家族のアートの関わりは他者から評価をされる前に、まず自分たち自身が楽しむこと

から始まると考えています。重度な障がいのある子どもたちは限られた運動を表現行為と結び

付け、沢山の作品を生み出せること。そこから生み出された作品はご家族にとってもかけがえ

のないものとなります。その様な経験を沢山の方々に経験して欲しいと考えています。」 

 

お子さま、ご家族のたくさんのご参加（第 2部）をお待ちしています。 



４ 受講料について 

無料 

 

５ 申し込み方法 

    

   それぞれの研修について、下記URLまはたQRコードから〆切までにお申込みください。 

    

・令和 5年 1月 11日（水） 「活動支援の『ツマミ』になる話」 （申し込み〆切 1月 9日） 

 

https://forms.gle/hxqAdrWxjyJpidtp6 

 

 

・令和 5年 1月 25日（水） 「呼吸支援の『ツマミ』になる話」 （申し込み〆切 1月 23日） 

 

https://forms.gle/xsi5fj2GpiZ9MGrYA 

 

 

・令和 5年 2月 19日（日） 「重症心身障がいのある子どもと家族のための健康支援」 

～在宅生活を支える専門職の役割～」（申し込み〆切 2月 11日） 

 

https://forms.gle/bB9jPpq5F2fszhon8 

 

 

・令和 5年 2月 26日（日） 「障がいのある子どもと家族のための活動支援 

～アートと作業療法～」（申し込み〆切 2月 18日） 

 

https://forms.gle/UK3xQvt9LBAuR1Hu7 

 

 

お申し込み後、1週間以内に参加可否や参加方法等について返信をいたします。 

1週間を過ぎて返信がない場合は下記の実施機関までお問い合わせください。 

 

６ 実施機関 

  名 称：社会福祉法人四天王寺福祉事業団 四天王寺和らぎ苑 

  担当者：事務局 的場 

  所在地：大阪府富田林市向陽台 1‐3‐21 

  ＴＥＬ：0721－29－0836  ＦＡＸ：0721－29－3916 

※本事業は、社会福祉法人四天王寺福祉事業団四天王寺和らぎ苑が大阪府から委託を受

けて行うものです。 

※本事業に関するお問い合わせは、上記の実施機関までお願いいたします。 

以上 


