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Ⅰ　リハビリテーション関係　



1

 

� ������研修��（�����������） 

                                                〔開催順〕 

NO. 研  修  会  名 定員（名） 研 修 期 間 日数

1 視覚障害生活支援研修会 20 ５月２３日（水）～ ５月２５日（金） 3 

2 福祉機器専門職員研修会 60 ５月２９日（火）～ ６月 １日（金） 4 

3 
盲ろう者通訳ガイドヘルパー指導者研修会

（前期-後期） 
20 

６月 ４日（月）～ ６月 ８日（金） 

１１月１２日（月）～１１月１６日（金） 

10 

4 視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(第1回) 60 ６月 ７日（木）～ ６月 ９日（土） 3 

5 相談支援従事者指導者養成研修会 207 ６月２０日（水）～ ６月２２日（金） 3 

6 高次脳機能障害支援事業関係職員研修会  200 ６月２７日（水）～ ６月２９日（金） 3 

7 視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(第2回) 20 ７月２６日（木）～ ７月２８日（土） 3 

8 義肢装具士研修会 10 ８月 ６日（月）～ ８月 ９日（木） 4 

9 
義肢装具等適合判定医師研修会（第70回）

（前期-後期） 
100 

８月２９日（水）～ ８月３１日（金） 

１１月２８日（水）～１１月３０日（金） 

6 

10 サービス管理責任者指導者養成研修会 292 １０月 ３日（水）～１０月 ５日（金） 3 

11 理学療法士研修会 20 １０月１０日（水）～１０月１２日（金） 3 

12 作業療法士研修会 20 １０月１７日（水）～１０月１９日（金） 3 

13 音声言語機能等判定医師研修会 30 １０月２４日（水）～１０月２６日（金） 3 

14 リハビリテーション心理職研修会 20 １０月２９日（月）～１０月３１日（水） 3 

15 
補聴器適合判定医師研修会 

（前期-後期） 
76 

１１月 ２日（金）～１１月 ３日（土） 

１２月１３日（木）～１２月１５日（土） 

5 

16 身体障害者更生相談所身体障害者福祉司等実務研修会 60 １１月 ７日（水）～１１月 ９日（金） 3 

17 リハビリテーション看護研修会 50 １１月１９日（月）～１１月２２日（木） 4 

18 言語聴覚士研修会 30 １２月 ５日（水）～１２月 ７日（金） 3 

19 視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(第3回) 20 ２月１４日（木）～ ２月１６日（土） 3 

20 介助犬・聴導犬訓練者研修会 20 ２月１８日（月）～ ２月２２日（金） 5 

21 手話通訳士専門研修会 20 ３月 ６日（水）～ ３月 ８日（金） 3 

22 更生相談所長等研修会 50 未定 2 

 （注）研修会の日程等は変更される場合があります。 

１　平成 24年度研修計画（リハビリテーション関係）
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２　研修別実施要領

（１）視覚障害生活支援研修会
　　　ア　期　　間　平成２４年　５月２３日（水）～　５月２５日（金）
　　　イ　受講定員　２０名
　　　ウ　受講資格　①都道府県・指定都市及び中核市又は障害者支援施設、盲児施設、病院等において
　　　　　　　　　　　視覚障害者の支援に携わっている者で、所属長が推薦する者　
　　　　　　　　　　②国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害生活訓練専門職員養成課程
　　　　　　　　　　　又は視覚障害学科を卒業した者　
　　　　　　　　　　③視覚障害生活訓練指導員研修等視覚障害者に対する訓練指導員を養成する研修を
　　　　　　　　　　　修了した者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（２）福祉機器専門職員研修会
　　　ア　期　　間　平成２４年　�５月２９日（火）～　６月　１日（金）
　　　イ　受講定員　６０名
　　　ウ　受講資格　身体障害者更生相談所、市（区）町村、福祉事務所､ 社会福祉施設、リハビリテー
　　　　　　　　　　ション病院等において、補装具及び日常生活用具の相談等を担当している専門職員
　　　　　　　　　　で、所属長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（３）盲ろう者通訳ガイドヘルパー指導者研修会
　　　ア　期　　間　（前期）平成２４年　６月　４日（月）～　６月　８日（金）
　　　　　　　　　　（後期）平成２４年１１月１２日（月）～１１月１６日（金）
　　　イ　受講定員���２０名
　　　ウ　受講資格　市（区）町村において、ガイドヘルパーとして従事している者又は現に身体障害者
　　　　　　　　　　更生援護施設等において、盲ろう者の通訳介助業務に従事している者で、都道府県
　　　　　　　　　　・指定都市・中核市民生主管部（局）長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（４）視覚障害者用補装具適合判定医師研修会（第 1 回）
　　　ア　期　　間　平成２４年　６月　７日（木）～　６月　９日（土）
　　　イ　受講定員���６０名
　　　ウ　受講資格���身体障害者更生相談所、身体障害者更生援護施設又は病院、診療所等において視覚
　　　　　　　　　　障害者補装具の適合判定に従事する医師又は今後当該業務に従事する予定の医師
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（５）相談支援従事者指導者養成研修会
　　　ア　期　　間　�平成２４年　６月２０日（水）～　６月２２日（金）
　　　イ　受講定員���２０７名
　　　ウ　受講資格���①相談支援従事者
　　　　　　　　　　　現に相談支援に従事している者であって、都道府県が実施する「相談支援従事者
　　　　　　　　　　　研修」において企画立案・運営に携わる中心的な役割を担うことが見込まれる者
　　　　　　　　　　②都道府県等職員であって、「相談支援従事者研修」を担当している者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院
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（６）高次脳機能障害支援事業関係職員研修会　��
　　　ア　期　　間　平成２４年　６月２７日（水）～　６月２９日（金）
　　　イ　受講定員���２００名
　　　ウ　受講資格��都道府県・指定都市・中核市における行政担当者並びに関係機関（身体障害者更生
　　　　　　　　　　相談所、精神保健福祉センター、保健所、病院及び福祉施設等）において、診断・
　　　　　　　　　　評価・訓練・支援等に携わる医師及び関係する職種にある者で、都道府県・指定都
　　　　　　　　　　市・中核市障害保健福祉主管部（局）長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（７）視覚障害者用補装具適合判定医師研修会（第２回）
　　　ア　期　　間　平成２４年　７月２６日（木）～　７月２８日（土）
　　　イ　受講定員���２０名
　　　ウ　受講資格���身体障害者更生相談所、身体障害者更生援護施設又は病院、診療所等において視覚
　　　　　　　　　　障害者補装具の適合判定に従事する医師又は今後当該業務に従事する予定の医師
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局函館視力障害センター
　　　　　　　　　　( 北海道函館市湯川町１－３５－２０)

（８）義肢装具士研修会
　　　ア　期　　間　平成２４年　８月　６日（月）～８月　９日（木）
　　　イ　受講定員　１０名
　　　ウ　受講資格　靴型装具の製作・適合業務に従事している義肢装具士で所属長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（９）義肢装具等適合判定医師研修会（第 70 回）
　　　ア　期　　間　（前期）平成２４年　８月２９日（水）～　８月３１日（金）
　　　　　　　　　　（後期）平成２４年１１月２８日（水）～１１月３０日（金）
　　　イ　受講定員　１００名
　　　ウ　受講資格　身体障害者更生相談所、身体障害者更生援護施設又は病院等において、義肢装具等
　　　　　　　　　　の適合判定に従事する医師
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（10）サービス管理責任者指導者養成研修会　　
　　　ア　期　　間　平成２４年１０月　３日（水）～１０月　５日（金）
　　　イ　受講定員　２９２名
　　　ウ　受講資格　①「サービス管理責任者研修」において企画立案・運営又は講師として携わる中心
　　　　　　　　　　　的な役割を担うことが見込まれる者であって、サービス管理責任者の要件を満た
　　　　　　　　　　　す者 (235 名 )
　　　　　　　　　　②「サービス管理責任者研修」を担当している都道府県職員であって、原則として、
　　　　　　　　　　　企画立案・運営又は講師の役割を担う者 (47 名 )��
　　　　　　　　　　③国立更生援護機関職員であって、サービス管理責任者の要件となる実務経験を満
　　　　　　　　　　　たし、かつ所属長が推薦する者 (10 名 )
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（11）理学療法士研修会
　　　ア　期　　間　平成２４年１０月１０日（水）～１０月１２日（金）
　　　イ　受講定員　２０名
　　　ウ　受講資格���身体障害者（児）更生援護施設、肢体不自由施設、病院等において、現に理学療法
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　　　　　　　　　　に従事している者で、理学療法士の免許を有し、所属長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（12）作業療法士研修会
　　　ア　期　　間　平成２４年１０月１７日（水）～１０月１９日（金）
　　　イ　受講定員���２０名
　　　ウ　受講資格���身体障害者（児）更生援護施設、肢体不自由施設、病院等において現に作業療法に
　　　　　　　　　　従事している者で、作業療法士の免許を有し、所属長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（13）音声言語機能等判定医師研修会
　　　ア　期　　間　平成２４年１０月２４日（水）～１０月２６日（金）
　　　イ　受講定員���３０名
　　　ウ　受講資格���障害者更生相談所、障害者更生援護施設又は病院等において、音声言語・嚥下障害
　　　　　　　　　　等のある障害者に対する機能等の判定に従事する耳鼻咽喉科医師
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（14）リハビリテーション心理職研修会
　　　ア　期　　間���平成２４年１０月２９日（月）～１０月３１日（水）
　　　イ　受講定員���２０名
　　　ウ　受講資格���都道府県・指定都市及び中核市又は障害者（児）更生援護施設、リハビリテーショ
　　　　　　　　　　ン病院等において現に心理判定等の業務に従事する者（概ね５年以上の経験者）で、
　　　　　　　　　　所属長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（15）補聴器適合判定医師研修会
　　　ア　期　　間　（前期）平成２４年１１月　２日（金）～１１月　３日（土）
　　　　　　　　　　（後期）平成２４年１２月１３日（木）～１２月１５日（土）
　　　イ　受講定員���７６名
　　　ウ　受講資格���身体障害者更生相談所、身体障害者更生援護施設又は病院等において、補聴器適合
　　　　　　　　　　判定に従事する耳鼻咽喉科医師
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（16）身体障害者更生相談所身体障害者福祉司等実務研修会
　　　ア　期　　間���平成２４年１１月　７日（水）～１１月　９日（金）
　　　イ　受講定員���６０名
　　　ウ　受講資格���身体障害者更生相談所において、原則として２年以上身体障害者の相談援助業務に
　　　　　　　　　　従事した経験を有する身体障害者福祉司等の職員で、所属長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（17）リハビリテーション看護研修会
　　　ア　期　　間���平成２４年１１月１９日（月）～１１月２２日（木）
　　　イ　受講定員���５０名

　　　ウ　受講資格���障害者のリハビリテーション看護に３年以上従事し、看護師、准看護師の免許を有
　　　　　　　　　　している者で所属長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院
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（18）言語聴覚士研修会
　　　ア　期　　間　平成２４年１２月　５日（水）～１２月　７日（金）
　　　イ　受講定員���３０名
　　　ウ　受講資格���障害者（児）更生援護施設、病院等において現に言語訓練等に従事している者で、
　　　　　　　　　　言語聴覚士の免許を有し、所属長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（19）視覚障害者用補装具適合判定医師研修会（第３回）
　　　ア　期　　間　平成２５年　２月１４日（木）～　２月１６日（土）
　　　イ　受講定員���２０名（予定）
　　　ウ　受講資格���身体障害者更生相談所、身体障害者更生援護施設又は病院、診療所等において視覚
　　　　　　　　　　障害者補装具の適合判定に従事する医師又は今後当該業務に従事する予定の医師
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（20）介助犬・聴導犬訓練者研修会
　　　ア　期　　間　平成２５年　２月１８日（月）～　２月２２日（金）
　　　イ　受講定員���２０名
　　　ウ　受講資格���介助犬又は聴導犬の訓練に従事している者及び今後希望する者（現在補助犬育成に
　　　　　　　　　　関わる人材養成を目的としている専門学校等の学生等を含む。）で、所属長が推薦
　　　　　　　　　　する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園（予定）

（21）手話通訳士専門研修会
　　　ア　期　　間���平成２５年　３月　６日（水）～　３月　８日（金）
　　　イ　受講定員���２０名
　　　ウ　受講資格���手話通訳関連業務に従事している手話通訳士で、所属長が推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター学院

（22）更生相談所長等研修会
　　　ア　期　　間　未定
　　　イ　受講定員���５０名
　　　ウ　受講資格���身体障害者更生相談所長及び身体障害者更生相談所長が推薦する更生相談所に勤務
　　　　　　　　　　する職員
　　　エ　会　　場　未定
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Ⅱ　知的障害・発達障害関係　
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１ 平成２４年度研修計画（知的障害・発達障害関係） 

                                              〔開催順〕 

NO. 研  修  会  名 定員（名） 研 修 期 間 日数

1 発達障害者支援センター職員研修会（第１回） 70 ５月１３日（日）～ ５月１５日（火） 3 

2 自閉症入門コース 70 ６月１３日（水）～ ６月１５日（金） 3 

3 医療・健康管理コース 70 ６月２５日（月）～ ６月２９日（金） 5 

4 発達相談支援員研修会（第１回） 70 ９月２６日（水）～ ９月２８日（金） 3 

5 自閉症トレーニングセミナー（第１回） 20 １０月１８日（木）～１０月１９日（金） 2 

6 施設運営管理コース 70 １０月２４日（水）～１０月２６日（金） 3 

7 発達障害者支援センター職員研修会（第２回） 70 １１月 ９日（金）～１１月１０日（土） 2 

8 知的障害者更生相談所知的障害者福祉司等実務研修会 70 １１月２８日（水）～１１月３０日（金） 3 

9 行動障害コース 70 １２月１９日（水）～１２月２１日（金） 3 

10 発達相談支援員研修会（第２回） 70 １月３０日（水）～ ２月 １日（金） 3 

11 自閉症トレーニングセミナー（第２回） 20 ２月 ９日（土）～ ２月１０日（日） 2 

12 地域移行支援コース 70 ２月２７日（水）～ ３月 １日（金） 3 

 （注）研修会の日程等は変更される場合があります。 

 

１　平成 24年度研修計画（知的障害・発達障害関係）
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２　研修別実施要領

（１）発達障害者支援センター職員研修会（第１回）
　　　ア　期　　間���平成２４年　５月１３日（日）～５月１５日（火）
　　　イ　受講定員　７０名

　　　ウ　受講資格　各発達障害者支援センターにおいて現に発達障害児（者）及びその家族に対する支
　　　　　　　　　　援等に従事している方で、所属長の推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園

（２）自閉症入門コース
　　　ア　期　　間　平成２４年　６月１３日（水）～６月１５日（金）
　　　イ　受講定員　７０名
　　　ウ　受講資格　知的障害、発達障害福祉の仕事に従事している者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園

（３）医療・健康管理コース
　　　ア　期　　間　平成２４年　６月２５日 ( 月）～６月２９日 ( 金）
　　　イ　受講定員　７０名
　　　ウ　受講資格　知的障害・発達障害関係施設で利用者の健康管理にあたる看護師等医療従事者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園
　　　　

（４）発達相談支援員研修会（第１回）
　　　ア　期　　間　平成２４年　９月２６日（水）～９月２８日（金）
　　　イ　受講定員　７０名
　　　ウ　受講資格　①市町村で「巡回支援専門員整備事業」に従事する専門員（予定を含む）、又は事
　　　　　　　　　　　業に関わる者であって、所属長の推薦がある者
　　　　　　　　　　②発達障害者支援センター職員
　　　　　　　　　　③発達障害児及びその家族に対する支援に日頃から従事している医師・児童指導員
　　　　　　　　　　　・保育士・臨床心理技術者・作業療法士・言語聴覚士等の専門職、又は都道府県
　　　　　　　　　　　で発達障害関係業務を行う者で、所属長の推薦がある者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園

（５）自閉症トレーニングセミナー（第１回）
　　　ア　期　　間　平成２４年１０月１８日（木）～１０月１９日（金）
　　　イ　受講定員　２０名
　　　ウ　受講資格　全国の自閉症支援に関わる福祉施設職員、保育士職員及び教職員
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園

（６）施設運営管理コース
　　　ア　期　　間　平成２４年１０月２４日（水）～１０月２６日（金）
　　　イ　受講定員　７０名
　　　ウ　受講資格　知的障害関係施設の施設長及び運営管理に携わる職員
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園

（７）発達障害者支援センター職員研修会（第２回）
　　　ア　期　　間　平成２４年１１月９日（金）～１１月１０日（土）
　　　イ　受講定員　７０名
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　　　ウ　受講資格　各発達障害者支援センターにおいて現に発達障害児（者）及びその家族に対する支
　　　　　　　　　　援等に従事している方で、所属長の推薦する者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園

（８）知的障害者更生相談所知的障害者福祉司等実務研修会
　　　ア　期　　間　平成２４年１１月２８日（水）～１１月３０日（金）
　　　イ　受講定員　７０名
　　　ウ　受講資格　知的障害者更生相談所職員
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園

（９）行動障害コース
　　　ア　期　　間　平成２４年１２月１９日（水）～１２月２１日（金）
　　　イ　受講定員　７０名
　　　ウ　受講資格　知的障害・発達障害関係施設の職員及び児童相談所・知的障害者更生相談所職員（看
　　　　　　　　　　護師も含む）
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園

（10）発達相談支援員研修会（第２回）
　　　ア　期　　間　平成２５年　１月３０日（水）～２月１日（金）
　　　イ　受講定員　７０名

　　　ウ　受講資格　①市町村で「巡回支援専門員整備事業」に従事する専門員（予定を含む）、又は事
　　　　　　　　　　　業に関わる者であって、所属長の推薦がある者
　　　　　　　　　　②発達障害者支援センター職員

　　　　　　　　　　③発達障害児及びその家族に対する支援に日頃から従事している医師・児童指導員
　　　　　　　　　　　・保育士・臨床心理技術者・作業療法士・言語聴覚士等の専門職、又は都道府県
　　　　　　　　　　　で発達障害関係業務を行う者で、所属長の推薦がある者
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園

（11）自閉症トレーニングセミナー（第２回）
　　　ア　期　　間　平成２５年　２月９日（土）～２月１０日（日）
　　　イ　受講定員　２０名
　　　ウ　受講資格　全国の自閉症支援に関わる福祉施設職員、保育士職員及び教職員
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園

（12）地域移行支援コース
　　　ア　期　　間　平成２５年　２月２７日（水）～３月１日（金）
　　　イ　受講定員　７０名
　　　ウ　受講資格　知的障害・発達障害福祉の仕事に従事している方、及び知的障害者更生相談所職員
　　　エ　会　　場　国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園
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Ⅲ　留意事項　　
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１　受講申込みについて
　　研修会開催に当たり、実施要綱を都道府県・指定都市・中核市民生主管部 ( 局 ) 長等宛て通知いた　
　　しますので、添付している受講申込書によりお申込み下さい。なお、当センターホームページ
　　URL：http://www.rehab.go.jp/College/japanese/training/24/index.html からも申込みが可能です。

２　受講者の決定について
　　研修会によっては、受講申込みの状況により、定員を超えて受講者を決定する場合又は定員内とさせ
　　ていただく場合がありますのでご了承下さい。

３　実施計画の変更について
　　実施要綱の通知後、日程・研修内容等について変更が生じる場合がありますので、あらかじめご了承
　　下さい。

４　費用について
　　研修会の費用は、実施要綱でお知らせします。

５　テキスト・資料等の配付について
　　研修会で使用するテキスト・資料等は、開講時にお渡しします。

６　欠席・遅刻・早退について
　　研修期間内に、欠席・遅刻・早退がある場合は、理由の如何にかかわらず、修了証書を交付しないこ
　　とがありますのでご注意下さい。

７　宿泊申込みについて
　○　研修宿舎への宿泊を希望される方は、受講申込みと併せて宿泊申込書によりお申込み下さい。

　○　研修会場が国立障害者リハビリテーションセンター学院の場合は「学院研修宿舎」（定員４０名、　
　　　１室２名）、また研修会場が国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園の場合は
　　　「秩父学園研修宿舎」（定員３０名、１室１名）の利用となります。希望者多数の場合は、抽選させ
　　　ていただき、その結果宿泊をお断りする場合がありますのでご了承下さい。

　○　宿泊は研修初日の研修終了後に入舎し、研修最終日の朝に退舎していただきます。

　○　研修宿舎の宿泊費（食事代は含まず）は、受付時に全額現金にて納入していただきます。
　

８　宿舎生活について

（１）学院研修宿舎について
　　　ア　宿舎内での食事の提供はございません。
　　　イ　学院研修宿舎の電話は次のとおりです。管理人室　04-2995-3100　（内線 2680）
　　　ウ　生活規則は、次のとおりです。
　　　　　　入　浴　　��　17:30 ～ 22:00　
　　　　　　門　限　　�　�22:30
　　　　　　消　灯　　�　�23:00　（但し、居室内の勉強机電灯は除く）

　　　エ　洗面用具・タオル・石鹸・シャンプー及びパジャマ・洗剤等は、必ず持参してください。
　　　　　なお、共用の冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・乾燥機・ドライヤー・アイロンは備え付けてあります。
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（２）秩父学園研修宿舎について
　　　ア　宿舎内での食事の提供はございません。
　　　イ　秩父学園研修宿舎に管理人はおりません。緊急時は秩父学園代表にご連絡下さい。
　　　　　秩父学園代表　04-2992-2839
　　　ウ　生活規則は、次のとおりです。
　　　　　　入　浴　　　　17:30 ～ 22:00
　　　　　　門　限　　　　22:00
　　　　　　消　灯　　　　23:00　（但し、居室内の電灯は除く）
　　　エ　洗面用具・タオル・石鹸・シャンプー及びパジャマ・洗剤等は、必ず持参して下さい。
　　　　　なお共用の冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・乾燥機・ドライヤーは備え付けてあります。

９　駐車場について
　　当センターには研修受講者専用の駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用下さい。

10　照会先について
　　研修会についての照会先は、次のとおりです。

　国立障害者リハビリテーションセンター学院
　　　　　　　〒 359-8555　埼玉県所沢市並木４－１
　　　　　　　TEL　０４－２９９５－３１００　（内線２６１２、２６１４、２６１９）
　　　　　　　FAX　０４－２９９６－０９６６（学院代表）
　　　　　　　電子メール　ml-gakuin-kensyu3@rehab.go.jp



Ⅳ　参　　考　
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学院平面図
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