
令和３年７月８日

関 係 各 位

京都市地域リハビリテーション推進センター所長
（担当 相談課 妹背 上垣 ℡823-1666）

令和3年度 京都市地域リハビリテーション推進研修の御案内について

日頃は，本市の地域リハビリテーションの推進に御協力をいただきましてありがとうござ

います。

当センターでは，障害のある方や高齢者，その御家族が安心して暮らせる地域づくりを目

的に，その方々を地域で支えている事業者等を支援するための様々な事業展開を図っており

ます。

今年度も，市内事業所職員の皆様等を対象に「京都市地域リハビリテーション推進研修」

を実施しています。今回は，先にお知らせした講座（精神障害の基礎知識１～５，7月・8

月の講座）を含めた17講座について，下記のとおり御案内いたします。

つきましては，貴所属職員の方々に御周知いただき，講座の受講について御高配賜ります

ようお願い申し上げます。

今後の研修予定については，ホームページ（京都市情報館）に掲載しますので，随時御確

認の上，御利用をお願いいたします。

また，個人のメールアドレスに今後の当研修などの案内を送付希望される方は，件名を

【研修案内希望】とし，氏名，所属を明記のうえ，送付を希望するメールアドレスから

rehabili-chiiki@city.kyoto.lg.jp にメールを送信してください。

今後の研修の情報は，当センター公式Facebookページでも御確認いただけます。

記

「令和３年度京都市地域リハビリテーション推進研修 講座について」

「申込書」

京都市地域リハ推進研修



【新型コロナウイルス関連の対策について】
・新型コロナウイルス感染症の拡大状況により，会
場受講の開催を中止する場合があります。中止の
際は，ホームページに掲載しますのでご確認くだ
さい。

・会場受講の開催が中止となった場合に，オンライ
ンでの受講を希望される方は，申込書にメールア
ドレスもご記入下さい。中止時に，Zoom 視聴用
URLなどを送ります。右記の「オンライン受講につ
いて」もご確認ください。

・講師が遠隔地からZoomで行う講義を，会場で上映
する場合があります。

・参加者同士の身体的距離の確保のため，会場受講
の定員を減らしています。

・会場内の机・椅子等は消毒を実施し，適宜換気を
行います。

・会場受講の方は，当日に各自で検温の上，発熱や
風邪の症状がある場合は，来場をお控えください。

・マスクの着用，手指の消毒，検温のご協力をお願
いします。

令和３年度京都市地域リハビリテーション推進研修 講座について

オンライン（Zoom)受講について

・申込書を当センターホームページからダウンロードし，必要事項をご記入のうえ，メールに添付し，件名を
「推進研修申込」として送信してください。メールでの送信が難しい方は，FAXでお申し込みください。
※ オンライン受講をご希望の方は，今後のやり取りがありますので，メールで申し込んでください。

・１台の端末で複数名が視聴する場合でも，必ず受講者一名ずつ申込みをしてください。
また，その際は，一緒に視聴予定の人数を申込書に明記してください。

・締切：各開催日の３日前（定員に達し次第，締め切ります。）

申
込
方
法

問合せ先 ： 京都市地域リハビリテーション推進センター ＴＥＬ （０７５）８２３－１６６６

〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町３０ ＦＡＸ （０７５）８４２－１５４１

申込専用メールアドレス：rehabili-chiiki@city.kyoto.lg.jp

FＡＸ：(075)842-1541 

注
意
事
項

【暴風警報・特別警報発令時の対応について】
・各講座の受付開始3時間前の時点で，
京都市に「暴風警報」「特別警報」
が発令されている場合は，会場受講，
オンライン受講ともに中止します。

・各自でご確認をお願いします。
・受付は，開始時間の30分前から行います。

以下に該当する事項は，固くお断りいたします。該当
する行為が発見された場合はご退場いただきます。また，
講義内容の盗用が発覚次第，講師の著作権・肖像権侵害
として厳重に対処します。

・講義の録画，録音，撮影 ・資料の二次利用

・ZoomのID及びパスワードの無断共有（オンライン受講の方のみ）

・研修の詳細内容のSNS等への投稿
※お申込みいただいた際は，上記注意事項に同意いただいたとみなします。

京都市地域リハ推進研修

※事務局は記録及び研修運営の安全管理を目的として録画します。

【準備について】
・受講には，インターネット接続が可能なパソコンなどの端
末および回線が必要です（通信料は受講者負担）。
＊セキュリティリスクを防ぐため，フリー Wi-Fiでの接続
は避けてください。

・オンライン受講は，Zoomを用います。初めてZoomを利用さ
れる方は，ソフトのダウンロードが必要です（カメラ・マ
イクは不要）。「Zoomのホームページ」
（ https://zoom.us/ ）で使用条件や使用方法を確認して
ください。なお，Zoomミーティングのテストページ
（https://zoom.us/test）で，接続や使用方法を試すこと
ができます。

・申込専用アドレスからのメールを受信できるように設定し
ておいてください。開催2日前までにZoom視聴用IDなどを
送信します。

【ご了承ください】
・当日，個別の操作説明や接続トラブルへの対応はできま
せん。

・インターネットへの接続環境や技術的な障害によって，
研修中に接続が切れる可能性があります。

会場受講について

京都市地域リハ推進研修

〇主 催：京都市地域リハビリテーション推進センター

〇対 象 者：京都市内において障害児・者または高齢者の地域生活を支援している障害福祉サービス事業所や

介護保険事業所などの職員等（支援者）

〇定員と会場：＜会場受講＞

＜オンライン受講＞概ね５０名（Zoomを使用し，ご自宅や職場などで受講）

＊ 会場受講は，新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止の場合があります。中止の際は，オンライン受講へ
の変更を希望することも可能ですので，下記の【会場受講について】をご確認ください。

＊ ご来場の際は，公共交通機関をご利用ください。
＊ 申込みは先着順で受け付けます。定員を超過した場合は受講をお断りする場合がございますので，ご了承ください。

〇 精神障害の基礎知識１～５：５０名 ラボール京都（当センタ―西隣）

〇 上記以外の講座：３０名 京都市地域リハビリテーション推進センター（京都市中京区壬生仙念町３０）

mailto:rehabili-chiiki@city.kyoto.lg.jp
https://zoom.us/test）がありますので，接続や使用方
https://zoom.us/test）がありますので，接続や使用方


【今回お知らせする10講座】

日 程 時 間 会場 テーマ 講師 ページ

1 ９月２日（木） 9:30～11:30 1

発達障害のある子どもを持つ家族への支援～ペアレントトレーニングについて～
京都ペアレントトレーニング研究会 臨床心理士・公認心理師金納 史佳 氏

臨床心理士・公認心理師 井上 朋美 氏

1

2 ９月６日（月） 10:00～11:30 1

“人間らしさ”を尊重したよりよいケアの実践
「ユマニチュード」のコミュニケーション技法とその効果

京都芸術大学 学長 文明哲学研究所 所長 教授 吉川 左紀子 氏

1 ●

3 ９月２２日（水） 10:00～11:30 1

発達障害・知的障害のある子への性教育について
～「どうやって伝えたらいいの？」学んで・慣れて・伝える 学童期・思春期編～

京都市立西総合支援学校 支援部 医療福祉コーディネーター 平木 真由美

1

4 １０月１日（金） 13:30～16:30 1
強度行動障害の理解と支援の実際

特定非営利活動法人HEROES 理事長 松尾 浩久 氏
1

5

１０月１４日（木）

13:30～15:00 1

老人デイサービスセンターにおける取組紹介
「利用者が“はたらく”・地域とつながる・実現までのプロセス」

（福）京都福祉サービス協会高齢者福祉施設 西院
作業療法士 田端 重樹 氏

2 ●

6 15:20～16:50 1
健康の鍵！オーラルフレイルとその対応

京都リハビリテーション病院 言語聴覚士 徳島 大樹 氏
2 ●

7 １０月２２日（金） 13:30～15:00 1
重症心身障がい児・者の排痰・呼吸器ケアについて

京都橘大学健康科学部 理学療法学科 教授 理学療法士 堀江 淳 氏
2

8 １１月５日（金） 9:30～11:30 1
発達障害のある児の感覚の問題について ～作業療法の視点から～

京都大学 大学院 医学研究科 准教授 作業療法士 加藤 寿宏 氏
3

9 １１月２５日（木） 13:30～15:00 1
高齢者に多い低栄養とは？予防と改善方法について ～介護予防の取組から～

京都府栄養士会 理事 小川 和子 氏
3 ●

10 １１月２９日（月） 10:00～11:30 1

重症心身障害児・者のポジショニングについて
聖ヨゼフ医療福祉センター リハビリテーション科 科長

理学療法士 江平 知子 氏

3

【前回お知らせ済みの7講座】

11 ７月１９日（月) 9:30～11:30 1
知っておきたい発達障害の基礎知識

京都市発達障害者支援センター「かがやき」 センター長 精神科医 村松 陽子
4

12 ８月６日（金） 13:30～15:00 1
成人脳性麻痺の方の身体機能低下を防ぐ ～二次障がいを中心に～

佛教大学 保健医療技術学部 理学療法学科 准教授 理学療法士 白星 伸一 氏
4

13

７月２８日（水)

13:30～15:00 2
精神障害の基礎知識 1 ～気分障害の理解と支援～

京都市こころの健康増進センター デイ・ケア課 担当係長 精神科医 香月 晶
5 ★

14 15:20～16:50 2
精神障害の基礎知識 2 ～アルコール依存症の理解と支援～

安東医院 院長 精神科医 安東 毅 氏
5 ★

15

９月３０日（木)

13:30～15:00 2

精神障害の基礎知識 ３ ～統合失調症の理解と支援～
岡本クリニックメンタルケア室 室長 精神科医 岡本 慶子 氏

ピアサポーター すなふきん 氏・なっちゃん 氏

5 ★

16 15:20～16:50 2
精神障害の基礎知識 ４ ～精神疾患の薬物療法と生活支援～

京都市こころの健康増進センター 所長 精神科医 波床 将材
5 ★

17 １１月２日（火） 13:30～16:30 2
精神障害の基礎知識 ５ ～ひきこもりの理解と支援～

京都市こころの健康増進センター 所長 精神科医 波床 将材
5 ★

※ 受付は，開始時間30分前から行います。

共催
★印「京都市こころの健康増進センター」
●印「京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室」

会場
１ 地域リハビリテーション推進センター
２ ラボール京都 ２階 大ホール（当センター西隣）

令和3年度 京都市地域リハビリテーション推進研修 講座一覧



９月２２日（水）10:00～11:30

発達障害・知的障害のある子への性教育について
～「どうやって伝えたらいいの？」学んで・慣れて・伝える 学童期・思春期編～

幸せに生きていく上で大切なことでありながら，タブー視されがちなテーマの一つである「性」について

は，「暗黙の了解がわかりにくい」という発達障害のある子の特性からも，きちんと伝えていくことが大切

です。しかし，伝える側にも何をどのように伝えたらよいのかわからない状況はありませんか。

本講座では，子どもたちが自分も相手も大切にできるようになるために，性教育についての基礎知識や性

にまつわる公共の場でのマナーなど，子どもたちがわかるかたちで教える具体的な工夫や方法について話し

ていただきます。

９月６日（月）10:00～11:30

“人間らしさ”を尊重したよりよいケアの実践
「ユマニチュード」のコミュニケーション技法とその効果

講師：吉川 左紀子 氏
京都芸術大学 学長 文明哲学研究所 所長 教授

介護の現場で，ケアを拒否されてどうしたらよいか戸惑ったことはありませんか。

ケアする人とされる人がよい関係を築き，共によい時間を過ごしたと感じられるケアを目指す「ユマニ

チュード」。認知症のケアだけでなく，医療や教育の現場，あらゆる対人援助の場面で活かすことのできる

技法として注目されています。本講座では，この技法の基本的な概念とその効果について学びます。

強度行動障害の理解と支援の実際

講師：松尾 浩久 氏
特定非営利活動法人HEROES 理事長

重度の知的障害や自閉症の特徴が強い方に多いとされる強度行動障害は，自傷・他害行為など危険を伴う行

動や大泣きが何時間も続くなど，周囲の人の生活に影響を及ぼすことが通常では考えられない頻度で出現して

いる状態を指します。一方，障害特性の理解に基づく適切な支援を行うことにより，強度行動障害が低減し，

安定した日常生活を送れることが知られています。

本講座では，基礎的な知識と支援の実際を知ることで，「適切な支援」について学びます。

講師：平木 真由美
京都市立西総合支援学校 支援部 医療福祉コーディネーター

１０月１日（金）13：30～16:30

発達障害のある子どもを持つ家族への支援
～ペアレントトレーニングについて～

９月２日（木）9:30～11:30

発達障害のある子どもには，対人関係の困難さや行動のこだわりがあることが多く，親は戸惑いと葛

藤を感じながら子育てをしています。本講座では，京都ペアレントトレーニング研究会からお二人の講

師をお招きし，発達障害のある子どもを持つ親の悩みをどのように理解し支援するのか，ペアレントト

レーニングの概要やポイントなど中心に話していただきます。

講師：金納 史佳 氏 臨床心理士・公認心理師
井上 朋美 氏 臨床心理士・公認心理師
京都ペアレントトレーニング研究会

1



健康の鍵！オーラルフレイルとその対応

講師：徳島 大樹 氏
京都リハビリテーション病院 言語聴覚士

「オーラルフレイル」（口腔機能の軽微な低下）は，滑舌低下やわずかなむせなど些細な症状から始

まるため見逃しやすく，気が付きにくい特徴があります。また，この状態を放置すると全身のフレイル

やサルコペニアに移行し，要介護状態に陥ることもあります。一方で，早期に対策を取ることで改善す

る可能性が高いことも大きな特徴です。

本講座では，健やかに自立した暮らしを長く保つために，口腔機能の低下を防ぐ方法，改善方法や食

事場面での工夫などについて話していただきます。

１０月１４日（木）13:30～15:00

老人デイサービスセンターにおける取組紹介
「利用者が“はたらく”・地域とつながる・実現までのプロセス」

講師：田端 重樹 氏
（福）京都福祉サービス協会高齢者福祉施設西院 作業療法士

「西院」では，「認知症になっても，役割を持ってやりたいことができる」ことを形にするために，雑

貨屋やプロモーション会社と協同し，高齢者の仕事を創出する商品を開発しています。その他に，食堂・

カフェ・子育てサロンなども運営しており，利用者もスタッフとして携わることで，利用者と地域住民と

の多様なつながりを実現しています。

本講座では，この取組の紹介と忙しい日々の業務の中で，どのように職員間で想いを共有し，時間をつ

くり出し，実現してきたのか，そのプロセスについて話していただきます。

＊この取組は，「第3回 認知症とともに生きるまち大賞」（NHK厚生文化事業団 2019年）を受賞されました。

１０月１４日（木）15:20～16:50

１０月２２日（金）13:30～15:00

重症心身障がい児・者の排痰・呼吸器ケアについて

「呼吸」と聞くと「医療関係者じゃないし」「何か難しそうだし」といった印象を持たれ，敬遠しがちな

方が多いのではないでしょうか？しかし，重症心身障がい児・者と接することの多い皆様にとって，「呼吸

をみる」こと，いわゆる「呼吸ケア」は他人事ではなく，医療従事者以外の皆様にとっても非常に重要な知

識となります。

本講座では，簡単な呼吸の解剖や生理，呼吸の検査，異常な呼吸の見分け方，排痰方法（体位排痰，徒手

的排痰手技）などについてわかりやすく話していただきます。

講師：堀江 淳 氏
京都橘大学健康科学部理学療法学科教授 理学療法士

2



高齢者に多い低栄養とは？予防と改善方法について ～介護予防の取組から～

１１月２５日（木）

１１月２９日（月）10:00～11:30

重症心身障害児・者のポジショニングについて

講師：江平 知子 氏
聖ヨゼフ医療福祉センターリハビリテーション科

科長 理学療法士

自分で姿勢を変えることが難しい重症心身障害児者にとって，拘縮予防，褥瘡予防，誤嚥予防，呼吸不全

予防，リラックスなどに効果的なポジショニング（姿勢ケア）は，とても重要なケアの一つです。ポジショ

ニングをうまく活用することでケアの質が向上し，ご本人の生活の質が高まることにつながります。

本講座では，豊富な臨床経験を持つ講師から，「触れ方」，「心地よい姿勢づくり」や少しでも活動でき

る「楽しめる姿勢」など，様々なポジショニングのポイントについて学びます。

13：30～15:00
講師：小川 和子 氏

京都府栄養士会 理事

高齢者の生活機能維持には，適切な栄養補給と運動の組合せが重要とされていますが，運動面に関心が

偏りがちではないでしょうか。低栄養が進むと、高齢者の体にどんな影響が出るのでしょうか。その一つ

として，筋肉量が減少し，運動能力が低下することで「寝たきりになりやすい」「転倒のリスクが高ま

る」ことにもつながることがあります。本講座では，低栄養の症状や改善につながる食事メニューや予防

法，また，実際の取組についても話していただきます。

講師：加藤 寿宏 氏
京都大学大学院医学研究科 准教授 作業療法士

発達障害のある児は，「落ち着きがなく課題に集中しづらい」「箸がうまく使えない」「筆圧が弱い」「姿

勢が保てない」などの生活上の困難さや不器用さなどの課題を抱えていることが多く，その背景には，感覚の

受取方の偏りが影響していると言われています。

本講座では，発達障害のある児の学校・家庭生活の中での「つまずき」の原因を感覚の視点から考え，その

評価と支援方法について作業療法の視点から学びます。また，経験豊富な講師から，事業所でも行える取組に

ついても話していただきます。

１１月５日（金）9:30～11:30

発達障害のある児の感覚の問題について ～作業療法の視点から～
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令和３年度京都市地域リハビリテーション推進研修
７月，８月の講座案内

京都市内の障害福祉サービス事業所，
介護保険施設・事業所等に所属の職員等

受 講
対象者

会 場： 地域リハビリテーション推進センター
（会場受講）と
オンライン受講（Zoom）の同時開催

受 講 料: 無 料
申込方法： 裏面参照

「知っておきたい発達障害の基礎知識」

令和３年７月１９日（月）
９：３０～１１：３０（受付９：００～）

令和３年７月１９日（月）

令和３年８月 ６日（金）

京都市発達障害者支援センター「かがやき」
センター長
精神科医

令和３年８月６日（金）
１３：３０～１５：００（受付１３：００～）

「成人脳性麻痺の方の身体機能低下を防ぐ～二次障がいを中心に～」

＜講師＞

白星 伸一 氏

二次障がいとは，もともとの病気やけがによって直接起きる障がい（一次障がい）ではなく，
経過に引き続いて起きてくる障がいをいいます。二次障がい発症の要因として，加齢による筋緊
張および不随意運動の亢進に加え，座位姿勢の崩れ，職場での精神的ストレスなどの生活習慣な
どが挙げられます。心身機能低下と作業・生活環境との関係については未だ不明な点が多く，医
療，労働，社会的側面から総合的な予防策が大切となります。

本講座では，二次障がいが起こる原因と現状の課題，具体的な対応策を中心にお話しいただき
ます。

佛教大学保健医療技術学部
理学療法学科 准教授
理学療法士

発達障害について，より正確に知識を整理し，理解を
深めます。また，発達障害のある方はどのような場面で
困難さが生じ，行動面や心理面の問題に対して支援者は
どのような対応をすればよいのか，事例を通して適切な
支援方法を考えます。

＜講師＞

村松 陽子 氏
京都市発達障害者支援センターかが
やきは，「相談支援」「就労支援」
「発達支援」「普及啓発・研修」の４
つの機能を併せ持つ機関で，発達障害
のある方とそのご家族が地域で安定し
て生活できるよう支援する総合的なセ
ンターです。

発行 京都市地域リハビリテーション推進センター
（令和３年５月発行）

京都市印刷物 第０３４２１４号京都市は持続可能な開発目標（SDGｓ）を支援しています。
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令和３年度 京都市地域リハビリテーション推進研修

精神障害の基礎知識１～５

京都市内の障害福祉サービス事業所，
介護保険施設・事業所等に所属の職員等

受 講
対象者

会 場： ラボール京都 大ホール（会場受講）と
オンライン受講（Zoom）の同時開催

受 講 料: 無 料
申込方法： 裏面参照

令和３年７月２８日（水）

令和３年９月３０日（木）

令和３年１１月２日（火）

精神障害の基礎知識 １
～気分障害の理解と支援～

令和３年７月２８日（水）
１３：３０～１５：００

気分障害（うつ病，躁うつ病）は回復可能な疾患ですが，再発
率の高さが課題になっています。気分障害の治療は薬物療法だけで
なく，再発予防のための生活習慣の改善や認知行動療法なども重要
です。
本講座では，疾患に関する基礎知識，うつ病や躁うつ病の再発予

防に重点をおいた認知行動療法に基づくリハビリテーションについ
て紹介します。

＜講師＞

香月 晶 京都市こころの健康増進センター
デイ・ケア課 担当係長 精神科医

１５：２０～１６：５０

精神障害の基礎知識 ２
～アルコール依存症の理解と支援～

アルコールは依存性のある薬物であり，習慣的に飲酒して
いると誰でもアルコール依存症になる可能性があります。早
期に発見し，早期に治療を開始することが大切です。
本講座では，アルコール依存症を正しく理解し，治療に結

びつけるための医療機関との連携や本人・家族の支援につい
て学びます。

安東医院 院長
精神科医

＜講師＞

安東 毅 氏

令和３年１１月２日（火）

精神障害の基礎知識 ５
～ひきこもりの理解と支援～

＜講師＞

波床 将材

京都市こころの健康増進センター
所長 精神科医

１３：３０～１６：３０

「ひきこもり」は，単一の疾患や障害の

概念ではなく，その実態は多種多様です。

一方で，適切な関係機関と連携し，ひきこ

もっている方それぞれの問題を整理するこ

とで，支援の糸口がみえてくることもあり

ます。本講座では，ひきこもり支援のため

に必要な基礎知識と支援の実際について学

びます。

令和３年９月３０日（木）
１３：３０～１５：００

精神障害の基礎知識 ３
～統合失調症の理解と支援～

＜講師＞

岡本 慶子 氏

すなふきん 氏

なっちゃん 氏
本講座は，精神科医と統合失調症をもつ当事者2名が担

当します。医師からは疾患やリハビリテーションの基礎知
識を，当事者からは体験をふまえつつ関係機関職員の皆さ
んに伝えたいことを話します。複数の視点を通して疾患へ
の理解を深め，当事者が望む支援について考える機会とし
ます。

精神障害の基礎知識 ４
～精神疾患の薬物療法と生活支援～

岡本クリニック メンタルケア室
室長 精神科医

精神障害のある方は，適切な薬物療法を行うことによって症
状のコントロールが可能となる場合も多く，上手に薬と付き合
うことが安定した生活を送る上で重要になります。

本講座では，薬の効果と副作用，服薬が難しくなる原因など
について学び，精神障害者が地域生活を送るために必要な生活

支援について考えます。

＜講師＞

波床 将材 京都市こころの健康増進センター
所長 精神科医

１５：２０～１６：５０

ピアサポーター
精神バレー ル・クール代表

WRAPファシリテーター
ピアサポーター

発行 京都市地域リハビリテーション推進センター
（令和３年５月発行）

京都市印刷物 第０３４２１４号
京都市は持続可能な開発目標（SDGｓ）を支援しています。

（受付１４：５０～）

（受付１３：００～）

（受付１４：５０～）

（受付１３：００～）

（受付１３：００～）
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