
2019 年度	 日本ペアレント・トレーニング研究会	 

研究大会＆インストラクター養成研修のお知らせ	 

	 

	 日本ペアレント・トレーニング研究会は、2016 年 10 月に、日本各地でのペアレント・トレーニング（PT）
の普及により、発達障害およびその傾向のある子どもの行動問題の改善やその保護者の生活の質の向上に貢

献し、また発達障害の支援に携わる専門家が PT の技能の習得とその向上に資することを目的として発足し

ました。	 

	 研究大会と共にインストラクター養成研修を開催します。多くの専門家の皆様のご参加をお待ちしており

ます。	 

日	 時	 	 ２０１９年９月１５日（日）・１６日（月）	 

場	 所	 	 国立障害者リハビリテーションセンター学院（埼玉県所沢市並木 4 丁目 1 番地）	 

	 	 	 http://www.rehab.go.jp/College/japanese/guide/access/	 
	 	 	 ※	 アクセス MAP（別紙）ご参照下さい。	 

対	 象	 

【研究大会】	 発達障害あるいはその疑いのある子どもの保護者を対象に、ペアレント・トレーニング

を実施している、もしくは、これから実践したいと考えている専門家の方。	 

【養成研修】	 発達障害児の支援にかかわる専門家（医師・心理士・福祉士・保健師等、また関連する

NPO 団体役員等）で、PT を実施して 5 年未満の方、もしくは、これから実践される方。	 

	 
定	 員	 【研究大会】	 ２００	 名	 	 【養成研修】	 ４０名	 	 

	 

申込〆切	 	 【研究大会】２０１９年９月２日（月）	 ※定員に達し次第、締め切ります。	 

	 	 	 	 	 	 【養成研修】２０１９年８月１９日(月)	 	 定員に達したため、申込を終了しました。	 

参加費	 

【研究大会】2 日間：会員 7,000 円	 非会員 10,000 円、	 1 日のみ：会員 4,000 円	 非会員 5,000 円	 	 	 

【養成研修】	 必ず 2 日間受講	 	 会員	 10,000 円、非会員 12,000 円	 

	 ※	 養成研修は参加決定された方にご案内をメールしますので、その後、参加費は事前振込となります。	 

【受付】 学院１階 ホール  
１日目	 	 インストラクター養成研修受講者受付	 10:00〜	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 研究大会参加者受付	 12:30〜	 

２日目	 	 研究大会参加者受付	 	 9:00〜	 

※	 昼食について：昼食持参をお勧め致します。	 

（大会当日は、国立リハセンター内売店・食堂は営業しておりません。学院近隣のファミリーレストラン等

をご利用できますが、休日のため混雑が予想されます。）	 

プログラム	 １日目	 	 ９月１５日(日)	 

	 【研究大会】	 	 

会場：１階講堂	 

【インストラクター養成研修】	 

会場：６階中研修室	 

受付	 9:45〜	 

10:30-12:30	 	 ※	 午前プログラムなし	 

	 

養成研修（１）	 

PT 実施の基本、オリエンテーション	 

庄司敦子（まめの木クリニック）他	 

	 受付	 12:30〜	 昼食：６階中研修室を利用できます	 

13:30-13:40	 開会挨拶	 	 

13:40-14:30	 ペアレント・トレーニング(PT)における機能分析	 

井上雅彦（鳥取大学大学院	 医学系研究科	 臨床心理

学講座）	 

養成研修（２）	 	 	 	 

※研究大会プログラムへの参加	 

休憩	 	 ６階	 中研修室へ移動	 



	 

プログラム	 ２日目	 	 ９月１６日(月)	 

	 【研究大会】	 

会場：１階講堂	 

【インストラクター養成研修】	 	 	 	 

会場：６階中研修室	 

受付	 9:00	 〜	 

9:30-11:30	 実践報告	 

１．	 地域の発達障害児支援事業における PT	 

佐藤昌子（昭和女子大学	 生活心理研究所、	 

NPO 昭和子育てステーション世田谷発達相談室）	 

２．	 医療機関における PT の実践	 

	 	 	 	 山口直人（心身障害児総合医療療育センター	 

	 	 	 小児科）	 

３.	 	 ティーチャーズ.トレーニング	 

	 	 	 	 久武夕希子（TOMO はうす）	 

養成研修（５）【演習】	 	 

無視（待つ）	 

11:30-12:30	 昼食：６階大研修室を利用できます	 昼食：中研修室を利用できます	 

12:30-13:00	 会員総会（会場：６階大研修室）	 

13:00-15:00	 

	 

ペアレント・トレーニングの実践を踏まえて	 

領域・職種別グループディスカッション	 

（会場：６階大研修室）	 

養成研修（６）【演習】	 指示	 

	 

養成研修（７）まとめ	 質疑応答	 

	 

	 

	 

	 

修了式	 

休憩・移動	 	 （６階大研修室から	 １階講堂へ移動）	 

15:15-15:50	 里親、虐待した親を対象としたコモンセンスペアレ

ンティング(CSP)の実践	 

北川聡子（社会福祉法人麦の子会	 総合施設長）	 

15:50-16:25	 ペアレント・トレーニングで大切にしていること	 	 藤井和子（まめの木クリニック）	 

※養成研修受講者も参加できます。ぜひご参加ください。	 

16:25-16:30	 閉会挨拶	 	 	 	 （大会	 終了）	 	 

主催：日本ペアレント・トレーニング研究会	 	 

	 
申込方法	 大会と養成研修はそれぞれ事前申込が必要です。研究会ホームページのＷＥＢ申し込みフ

ォームからお申し込みください。大会と養成講座は同時開催されるため、重複の申し込みはできません。	 

※WEB 申込ができない場合は、必要事項を E-mail に記載して、下記の宛先までお送りください。	 

※定員に達してお断りする場合のみ、ご連絡いたします。参加受付の返信はできませんのでご了承ください。	 

【お申し込み先】	 大会・養成研修の申込はコチラから	 ➡	 http://parent-training.jp/	 

＜大会お問い合わせ先＞	 

2019 年度日本ペアレント•トレーニング研究会大会事務局	 メールアドレス：jpt2019@ryouiku.or.jp	 	 

心身障害児総合医療療育センター小児科	 長瀬美香	 

＜インストラクター養成研修お問い合わせ先＞	 

日本ペアレント・トレーニング研究会	 事務局	 	 メールアドレス：	 japtgfc@gmail.com	 

	 

14:40-15:30	 行政説明	 

鈴木久也（厚生労働省	 社会・援護局障害福祉部	 障害

福祉課	 障害児・発達障害者支援室	 障害児支援専門官）	 

養成研修（３）【演習】	 行動の分類	 

	 

	 

養成研修（４）【演習】	 ほめる	 

	 

	 

15:30-16:20	 わが国における PT の現状と展望	 

原口英之（国立精神・神経医療センター精神保健研

究所児童・予防精神医学研究部）	 

16:30-17:30	 大人と子どもの絆を深めるプログラム CARE の実践	 	 

福丸由佳（白梅学園大学	 子ども学部発達臨床学科）	 

１日目	 終了	 

17:50-18:50	 懇親会（会場：６階大研修室）	 

（希望者のみ。軽食をご用意しています）※別途会費 1,000 円程度を当日徴収します	 


