令和３年度

秋田県医療的ケア児等支援者養成研修

医療的ケア児等コーディネーター養成研修

及び

開催要領

１ 目的
人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状
態にある児童や重症心身障害児者（以下「医療的ケア児等」という。）が地域で安心
して暮らしていけるよう、医療的ケア児等に対する支援を適切に行える人材及び医療
的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターを養成することを目的とします。
２ 主催
秋田県
秋田県立医療療育センター（令和３年度 秋田県より事業受託）
３ 実施方法
令和３年度秋田県医療的ケア児等支援者養成研修（以下「支援者養成研修」という。）
と令和３年度秋田県医療的ケア児等コーディネーター養成研修（以下「コーディネー
ター養成研修」という。）の講義共通部分については、ＷＥＢ会議ツールの『Zoom』
を利用し、実施する。
コーディネーター養成研修の演習については、三密を避け、消毒と換気を行った上
で、グループワークを中心に実施する。
４ 研修期日
期 日

内 容
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支援者・コーディネーター
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８月６日（金）

講

義

コーディネーター

ＷＥＢ

８月 19 日（木）
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習

コーディネーター

秋田県立医療療育センター

８月 20 日（金）

演

習

コーディネーター

秋田県立医療療育センター

５ 研修会場（コーディネーター養成研修）
秋田県立医療療育センター
秋田市南ヶ丘一丁目１番２号

TEL 018－826－2401（代表）

６ 受講対象者 ※秋田県在住者に限る
（１）支援者養成研修
相談支援事業所、障害児通所支援事業所、保育所、認定こども園、幼稚園、学校、
放課後児童クラブ、行政、医療機関、訪問看護ステーション、ボランティア等で
医療的ケア児等の支援に従事している方または今後支援したいと考える方で、２
日間の講義を受講できる方
（２）コーディネーター養成研修
相談支援専門員、保健師、訪問看護師及び地域において医療的ケア児等の支援を
総合調整するコーディネーターの役割を担う予定のある方で、５日間の講義と演
習を受講できる方
７ 募集定員
（１）支援者養成研修

50 名

（２）コーディネーター養成研修

12 名

８ 研修内容
別紙日程のとおり（別紙１）共通講義に関しては、主に令和２年度に開催した研修
を再構成し、配信します。
ＷＥＢ会議ツールの『Zoom』を利用して開催いたします。パソコン、タブレット等
で参加することができます。必要なソフトは、最初の参加時に自動的にダウンロード
されます。参加される研修に合わせて、事前に音声が聞こえるか、カメラが映るかご
確認をお願いいたします。また、申し込み者以外の視聴はご遠慮ください。
なお、本研修で使用する映像のハードディスク等の媒体への保存や再配布、他の研
修等への二次利用を行うことは禁止します。著作権や肖像権等の侵害となる場合もあ
りますので、十分ご注意ください。
（１）支援者養成研修受講の方
『Zoom』のウェビナー機能を利用して開催いたします。マイク、カメラは不要です
が、スピーカーかヘッドフォン等が使用できるかご確認ください。
（２）コーディネーター養成研修受講の方
『Zoom』のビデオ会議機能を利用して開催いたします。参加にはカメラ及びマイク
が必要となります。参加確認のため、研修中は常時カメラを ON でお願いします。
※６月 10 日（木）にＷＥＢ会議ツールの『Zoom』を利用してオリエンテーション
を予定しておりますので、それまでに受講環境の確認をお願いいたします。

９ 申し込み
（１）方法
秋田県立医療療育センターホームページにある『支援者養成研修』
『コーディネ
ーター養成研修』
、それぞれの申し込みフォームからお申し込みください。なお、
募集定員を超える申し込みがあった場合は、選考により受講者を決定いたします
のでご了承ください。
ホームページアドレス【https://www.airc.or.jp/home/ikeashien.html】
（２）締め切り
支援者養成研修：６月４日（金）まで
コーディネーター養成研修：５月 21 日（金）まで
10 受講料
無料（ただし、ＷＥＢ会議ツールの『Zoom』に接続する機器（パソコン等）は受講
者に準備いただく必要があります。また、ＷＥＢ会議ツールの『Zoom』への接続に係
るデータ通信料は受講者負担となります。
）
11 研修資料
・支援者・コーディネーター養成研修共通講義の資料は、後日郵送いたします。
・コーディネーター養成研修講義資料の配布方法は、後日お知らせいたします。
・コーディネーター養成研修演習資料は、当日配布いたします。
※申込時にいただいた住所に送付いたします。個人情報は郵送する際に使用させて
いただきます。
※テキストの購入について
以下のテキストについては、平成 27 年度厚生労働科学研究「重症心身障害児者の
支援者・コーディネーター養成研修プログラムと普及に関する研究」によるテキスト
に加筆・修正を加え、再構成したものであります。
今回の研修では、研修資料を準備するため使用しませんが、購入を希望される方は
別添の申込書により、各自でご対応ください。
〇医療的ケア児等支援者養成研修テキスト（中央法規出版）
〇医療的ケア児等コーディネーター養成研修テキスト（中央法規出版）
12 修了証書の交付
コーディネーター養成研修の全過程を修了した方には、修了証書を交付します。
なお、遅刻及び早退は欠席とみなされ、修了証書を交付しない場合がありますので
ご注意ください。

13 修了者名簿への登録
コーディネーター養成研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、連
絡先等必要事項を記載した名簿を作成し、県が管理します。
14 個人情報について
受講者の個人情報は、研修事業のみに使用し、他の目的での使用や無断で第三者に
提供することはありません。
15 要医療児者支援体制加算の取扱いについて
コーディネーター養成研修につきましては、厚生労働省告示に定める「医療的ケア
児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」に該当します。
16 新型コロナウイルス感染症防止対策について（コーディネーター養成研修）
詳細については、オリエンテーションの際に説明いたします。
17 お問い合わせ先
秋田県立医療療育センター

総合相談・医療療育連携室

担当：佐藤、小田内（おだのうち）
TEL：018-826-8031

E-Mail：i-care@airc.or.jp

別紙 1

令和３年度 秋田県医療的ケア児等支援者養成研修及び
医療的ケア児等コーディネーター養成研修 日程
６月 26 日(土）

【共通講義】ＷＥＢ

時 間

内

容

講

師

8:50～9:00

受付

9:00～9:10

挨拶

秋田県立医療療育センター
センター長 坂本 仁氏

9:10～10:10

総論

秋田大学医学部附属病院
小児科助教 安達 裕行氏

10:10～11:40

医療Ⅰ

秋田県立医療療育センター
小児科科長 豊野 美幸氏

11:40～12:40

休憩

12:40～13:40

福祉Ⅰ

秋田県立医療療育センター
センター長 坂本 仁氏

13:40～14:10

行政説明

秋田県健康福祉部障害福祉課
副主幹 草薙 史子氏

14:10～14:40

本人・家族の思いの理解Ⅰ

保護者 佐々木 江美子氏

14:40～14:50

休憩

14:50～15:35

本人・家族の思いの理解Ⅱ

秋田県立医療療育センター
看護部主査 佐藤 夏美氏

15:35～16:20

本人・家族の思いの理解Ⅲ

秋田県立医療療育センター
看護部主査 佐々木 直子氏

７月３日(土）

【共通講義】ＷＥＢ

時 間

※コーディネーター養成研修受講者のみ

【12:35～12:40 受付

内

※コーディネーター養成研修受講者のみ】

容

講

師

8:50～9:00

受付

※コーディネーター養成研修受講者のみ

9:00～10:30

医療Ⅱ
福祉Ⅱ

秋田大学大学院医学系研究科
小児科学講座講師 矢野 珠巨氏

10:30～11:00

福祉Ⅲ

秋田県立医療療育センター
育成部主幹 伊藤 由貴子氏

11:00～12:00

福祉Ⅳ

秋田県立医療療育センター 総合相談・
医療療育連携室副主幹 小田内 るり氏

12:00～13:00

休憩

13:00～14:30

ライフステージにおける支援Ⅰ
支援体制整備 I

秋田県立医療療育センター
小児科科長 豊野 美幸氏

14:30～15:30

ライフステージにおける支援Ⅱ

秋田県立医療療育センター
リハビリ部門副主幹 川野辺

15:30～15:40

休憩

15:40～16:40

医療Ⅲ
支援体制整備Ⅱ

秋田県立医療療育センター
看護部主査 佐々木 正吾氏

16:40～16:50

挨拶

秋田県立医療療育センター
小児科科長 豊野 美幸氏

【12:55～13:00 受付

※コーディネーター養成研修受講者のみ】

有紀氏

８月６日（金）【コーディネーター：講義】ＷＥＢ
時 間

内

容

8:50～9:00

受付

9:00～11:00

計画作成のポイント

11:00～11:10

事務連絡

※資料は後日配布
講

師

小田原市基幹相談支援センター
センター長 大友 崇弘氏

８月 19 日（木）
【コーディネーター：演習】会場：秋田県立医療療育センター ※資料は当日配布
時 間

内

8:30～8:50

受付

8:50～9:00

事務連絡

9:00～12:00

演習 計画作成
事例Ⅰ

12:00～13:00

容

講

師

【ファシリテーター】
やまばと園相談支援事業所
阿部
障がい者生活支援センターほくと
高橋

和広氏

休憩

萌氏

相談支援センターアシスト
西澤
13:00～17:00

演習 計画作成
事例Ⅰ

秋田聖徳会相談支援事業所

涼子氏

畠山 円氏

高清水園相談支援事業所 宮田 史子氏

８月 20 日（金）
【コーディネーター：演習】会場：秋田県立医療療育センター ※資料は当日配布
時 間

内

8:30～8:50

受付

8:50～9:00

事務連絡

9:00～11:30

演習 計画作成
事例Ⅱ

容

講

師

秋田県立秋田きらり支援学校
病弱教育サポートセンターきらり☆
病弱教育コーディネーター
佐藤 忠浩氏
【ファシリテーター】
やまばと園相談支援事業所
阿部

11:30～12:30

休憩

障がい者生活支援センターほくと
高橋

和広氏
萌氏

相談支援センターアシスト
12:30～17:00

演習 計画作成
事例Ⅱ

西澤
秋田聖徳会相談支援事業所

涼子氏

畠山 円氏

高清水園相談支援事業所 宮田 史子氏
17:00～17:15

修了証書交付

