
   令和 3年 6月 28日  

 

施設長  殿 

                                                              社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会 

                                                    総合母子保健センター愛育病院   

院長  安達 知子                                                                                                                          

 

令和 3年度 社会福祉施設職員研修会 I、IIの開催について 

 

拝  啓 

  時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

  この度、当院における社会福祉事業の一環として社会福祉施設職員研修会Ⅰ、II（東京都

社会福祉法人の保育所・こども園の職員、乳児院・児童養護施設等職員）を別添要項により

実施することといたしました。 

  つきましては、貴施設における該当者の派遣につきまして、格段のご配慮をいただけます

よう、よろしくお願いいたします。尚、新型コロナウィルスの感染状況により、中止となる

可能性もございますので、ご了承下さい。 

敬  具 

記 

 

研修会  I  日程：令和 3年 10月 28日（木）、29 日（金）  9:30～16:10  (先着 25～50名) 

     II  日程：令和 3年 11月 30日（火）、12月 1 日（水）9:30～16:10 （先着 25～50 名） 

 

対象：東京都社会福祉法人の保育所・こども園の職員、乳児院・児童養護 

施設等職員（保育士、看護師、等） 

＊お勤めの職場が、以下の「東京都福祉保健局」公式サイトの、「最新の施設等

一覧」の、社会福祉法人の保育所、乳児院、児童養護施設の一覧にあるか、ご

確認ください。                                                                                                                    

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/fukushi_shisetsu/shs

_list/shisetsuitiran.html      

 

申込方法：最終頁の申込書を郵送ください（I:令和 3 年 9 月 17 日到着分まで 

II:令和 3 年 10 月 15 日到着分まで） 

 

                      連絡先：総合母子保健センター愛育病院 地域医療連携室   

医療ソーシャルワーカー 北井・大貝 

                      電 話：03 - 6453 - 7300（代表）          

 以 上

 



令和 3 年度 社会福祉施設職員研修会Ⅰ、II開催要項 

１．目  的 

この研修会は社会福祉事業の一環として行うものです。 総合周産期母子医療センターとしての

総合母子保健センター愛育病院の医療、保健の特色を生かし、低出生体重児の理解とケア、子どもの

身体や心の問題、妊娠出産についての知識を学び、保育の実践に寄与することを目的としています。 

２．主  催 

社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 

３．期  間 

I. 令和 3年 10月 28 日（木）、29日（金）の 2日間 

II. 令和 3年 11月 30 日（火）、12月 1 日（水）の 2日間 （I、IIのどちらかを選択） 

４．対象者 

東京都にある社会福祉法人の保育園の職員、乳児院・児童養護施設（東京都福祉保健局サイトの、

社会福祉法人の保育所一覧、乳児院・児童養護施設一覧に載っている施設）の職員（保育士、看

護師等）であり、2 日間参加可能な方で、当研修会に初めて参加される方。 

＊同一施設からの申し込みは 1名とさせていただきます。 

５．定  員 

各回 25～50 名 （先着順） 

６．研修会場 

東京都港区芝浦 1-16-10 愛育病院 9 階会議室 

* 総合母子保健センター愛育病院ホームページをご参照ください。 

→http://www.aiiku.net/        ※乗用車での来場はご遠慮ください。 

７．費  用 

１） 研修会の参加費は無料です。 

２） 会場までの交通費、食事代は委託者又は参加者の負担とさせていただきます。 

８．内容・日程 

    別紙１の通り。 * 2 日間全日程、同じ方でご参加ください。 

９．申し込み方法 

１）別紙 1 の「申込書」に必要事項を記載し、下記送付先へ 10.の申込み期日までに当院に到着

するよう、郵送して下さい。           ※FAX・Eメールでの申込みは受付不可です。 

２）送付先：〒105-8580 東京都港区芝浦 1-16-10  

    社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 

                        地域医療連携室 北井/大貝宛  

３）参加者は先着順で決定させていただきます。参加可能な方には、受講者証を郵送させて頂

きますので、研修当日、受講者証を必ずご持参願います。  

10．申し込み期日 

I 令和 3年 9月 17日（金）到着分まで（先着順、新型コロナ感染症の流行状況により定員を決定） 

Ⅱ  令和 3年 10月 15 日（金）到着分まで（先着順、新型コロナ感染症の流行状況により定員を決定） 

 

11．その他 

※新型コロナウィルスの感染状況により、中止となる可能性もございますので、ご了承下さい。 



スケジュール 

 

 研修会 I 

時間 令和 3年 10月 28日（木） 令和 3年 10月 29日（金） 

9：50～11：00 

「出生前診断」 

愛育病院副院長・産婦人科 

部長 山下 隆博 
「障害児と向き合う」  

愛育研究所小児及び 

母性保健研究部新生児小児担当部長 

伊藤 康 

11：20～12：30 

「乳幼児期の食事と栄養 

－子どもの食をめぐる現状と問題点－」 

栄養科 

科長 高橋 嘉名芽 
「アタッチメント理論に基づいた 

子どもへの関わり」 

小児精神保健科 

部長 小平 雅基 

13：30～14：40 

「周産期のファミリーケア」 

NICU 

看護師 坂本 華子 
「乳幼児に多い病気と予防接種」 

新生児科フォローアップ担当 

部長 石井のぞみ 

15：00～16：10 

「治療を急ぐべき小児の症状と疾患」 

小児科 

部長 浦島 崇 
「低出生体重児を理解する」 

愛育病院副院長・新生児科 

部長 林田 慎哉 
研修会Ⅱ 

時間 令和 3年 11月 30日（火） 令和 3年 12月 1日（水） 

9：50～11：00 

「治療を急ぐべき小児の症状と疾患」 

小児科 

部長 浦島 崇 
「アタッチメント理論に基づいた 

子どもへの関わり」 

小児精神保健科 

部長 小平 雅基 
11：20～12：30 

「乳幼児期の食事と栄養 

－子どもの食をめぐる現状と問題点－」 

栄養科 

科長 高橋 嘉名芽 
「出生前診断」 

愛育病院副院長・産婦人科 

部長 山下 隆博 

13：30～14：40 

「乳幼児に多い病気と予防接種」 

新生児科フォローアップ担当 

部長 石井のぞみ 
「周産期のファミリーケア」 

NICU 

看護師 坂本 華子 

15：00～16：10 

「障害児と向き合う」 

愛育研究所小児及び 

母性保健研究部新生児小児担当部長 

伊藤 康 
「低出生体重児を理解する」 

愛育病院副院長・新生児科 

部長 林田 慎哉 
 

 

 

・診療等の都合により、講師、内容に変更がある場合がございます。予めご了承ください 

 

 

 



 

令和 3 年度 愛育病院 社会福祉施設職員研修会   

I  ：令和 3年 10月 28日（木）、29 日（金）       

     II  ：令和 3年 11月 30日（火）、12月 1日（水）     

  *どちらかに〇をお付けください 

    申込書（郵送受付のみ） 

フリガナ 

氏  名 

 

 

 

 

 

年齢 

 

 

 

 

所属施設名 

 

 

 

 

 

 

所属施設住所 

 

 

〒 

 

 

e-mail（必須）  

電話       （     ）      （直通・代表） 

ＦＡＸ     （     ）      （直通・代表） 

 

資  格 

 

 

保育士 ・ 看護師 ・ 保健師 ・ その他（       ） 

 

 

通算経験年数 

 

 

         年       ヶ月 

 

条件への合意 

 

 

社会福祉法人の職員ですか？     ・はい  ・いいえ 

２日間全日程に参加できますか？   ・はい  ・いいえ 

初めてのご参加ですか？       ・はい  ・いいえ 

 

 

 

参加理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 上記の通り申し込みます I 令和 3年 9月 17日（金）到着分まで 

Ⅱ 令和 3年 10 月 15日（金）到着分まで 

                                                 令和 3年    月    日 

 

                                   所属施設名                           

 

                                   参加者氏名                          印 


