
一般社団法人日本医療法人協会 御中

事 務 連 絡

令和 3年7月30日

厚生労働省医政局地域医療計画課

令和 3年度厚生労働省委託事業「在宅医療関連講師人材養成事業（小児在宅医療

分野）」「小児在宅医療に関する人材養成講習会」の実施について（協力依頼）

平素より、厚生労働行政の推進に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

厚生労働省においては、地域における在宅医療に関する人材育成事業を支えることが

できる高度人材（小児在宅医療分野）を養成するため、令和 3年度厚生労働省委託事業

「在宅医療関連講師人材養成事業（小児在宅医療分野）」（以下「本事業」という。）の

一環として、医師と行政担当者を対象とした講習会「小児在宅医療に関する人材養成講

習会」 （以下「講習会」という 。）を実施することとしております。

今般、本事業の受託者である国立研究開発法人 国立成育医療研究センターより、別

添のとおり各都道府県衛生主幹部（局）宛てに講習会の案内が通知されており、当課か

らも別添のとおり都道府県宛て通知しておりますので、貴協会におかれましては、本件

について各都道府県支部を通じて会員に周知いただき、地域の小児在宅医療に係る人材

養成の取組に御協力をお願いいたします。
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ォ ンデマンド配信 による，，；1',；tli （姪録 され た参加者 のみ受講可能）

今和 3年 10月 22日（金） 14:00---17: 00 

日本医師会館 と各都道府県1厄師会館を繋し 、だ グループ ワーク



2. 交晶者の推肛こついて
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令和 3年度厚生労働省委託事業

在宅医療関連講師人材養成事業（小児在宅医療分野）

「小児在宅医療に関する人材養成講習会」（後援：日本医師会）

開催要項

1. 日時・ 場所

令和 3年 10月 1日（金） ～ 31 IJ （日）

オンデマンド配信による講義（登録された参加者のみ受講可能）

令和 3年 10J1 22日 （金）11: 00 ~ 1 7 : 00 

日本医師会館と各都道府県医師会館を繋いだグループワーク

？
 

2. 目的

当該講習会は、 平成 27年度から継続 しており 、7年目 の本年度の溝習会でも、地域で人

材育成事業を支える ことができる高度人材（小児在宅医釈分野）を没成するための講習会を

行います＾オンデマン ドでは括礎的な課題を個人学習 していただき、グループワークで（ま、

新型コロナウイルス禍における小児在宅灰療を一つの切 り口 とし、 各地域の小児在宅医療の

現状を把握し、任宅l庭旅を受けている小児患者を どう 支えればいいのかを行政担当者と共に

坐ぶこととします それによって、各地域に合わせた、より 効果的な人材育成プログラムを

，"¥!!・講生が企画できるようになる ことが 目的です

3.受講者の要件

小児在宅俣療に1ilする地城の人材脊成について、行政と協力し、 取り矛llめる医師であって、

都道府貼の推屈を受けた者とし ます，

・文 今年度初めて心繹会に参加する場合は、昨年度の，9,1国会臼料筍をlf前に

確認した上でご参加く ださし、9［ 咋年度の講料会臼料は］ji生労働省ホームペーシに比載 しています

「令hl冗年度小児在宅1冗税関連溝師人材iを成’lt`足を参照ください ］ 
ht lf):、/w1111.mh I 11. go. _ip1 ~ tf1 sci s,1kun i bu i te/bunva/00000619 11. ht m I 

※ グループワー クての内容令につしヽて、 ，消せ終 了後に」：：（花者が作成する

~i 告 ， I ~笠 への掲載を させて頂く 均介かあ り ますので、 ご 了 19.（ 下 さ し‘ ·

4. 講習会プログラム

別添のとおりとし ます

5.受講費用

文謹＇トlt)］］は無料で1か 、グルーフワ ークの院の谷都道府県の1厄師会館tでの移鉱 こか

かる交辿桜は、各 I‘]で手配をお願いし ます

6.本講習会に関するお問い合わせ先

旧立成育1亙掠研究センター1足税連拗 ・患 者支採センター (£宅阪療文援・未

zr1 i 1nku—ヽ i en紅 II C l'hd . )! (' , jp 
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中ヽ 11J]史先3 ：成胃臼糟研文センクー在℃5隈9ば“"；長 15分

い亭X'，生（大涵費這鯰合檀冑センター副序長，

土品箪桑先1 伍喰土人11l庄全＂車長，

l'llll;l,~i叉生 庄賣土人財団Iiるたか会＂贔長

託闇

15分

30分

l5分

9 5分

IS分
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聞帽伍邑/:;II` 内む

""9日は修の校釦、フ；・シ')9ーシ IンU)／ウハウ
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H,/れふ !!•!l'.!!t 氏か・Jmri, ＂iしの
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90KI‘］！］りはとし霞0)9iii

l0月 3ti 文苔 ,.,1,,~Jll/1:llli') ヱゾンC(/')涛隕

9OR90EIかのけ璽ヽIヽ兌t右l!illlの鼠“

10月20日在宅巴漕的ヤア尺のリIヽt'）

1Uiふク？！ し内！1目ざ＊サ究センター しt打 9:9 
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9,、Pぷt生 l島田痘冑センクーはち；iうし サ人
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