
 

 

令和元年度 神奈川県医療的ケア児等支援者養成研修 

実施要領 
 

１ 目的 

児童福祉法第 56条の 6第 2項に規定する、人工呼吸器を装着している障害児、その他

の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児や重症心身障害児等（以下、「医

療的ケア児等」という。）に対する、地域の障害児通所支援事業所、保育所、放課後児童

クラブ及び学校等において医療的ケア児等への支援に従事できる者を養成することを目

的とする。 

 

２ 実施主体 

神奈川県   「地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター」

に事業委託して実施する。 

 

３ 日程・会場・研修カリキュラム等 

別紙１「令和元年度神奈川県医療的ケア児等支援者養成研修カリキュラム」 

 のとおり。  

 

４ 定員 

  120名程度（各回 60名程度） 

 

５ 受講対象者 

  次の（１）から（７）のいずれかの者であって、医療的ケア児等を支援している者及

び今後支援を予定する者 

（１）障害福祉サービス事業所職員または障害児通所支援事業所職員 

（２）相談支援専門員 

（３）保育士 

（４）教員 

（５）保健師 

（６）看護師 

（７）その他、県が必要と認める者  

  

＜留意事項＞ 

   ア 受講対象は各日程の全２日間すべて受講できる者とする。 

イ 横浜市、川崎市、相模原市の各所管区域に所在する事業者等は、原則として本研

修の対象としない。 

ウ この研修は、計画相談支援、障害児相談支援の「要医療児者支援体制加算」の算

定要件の一部となる研修とする。 

  エ 今後開催予定の「神奈川県医療的ケア児等コーディネーター養成研修」の受講に

あたっては、「神奈川県医療的ケア児等支援者養成研修」又はこれに準ずる研修を修

了していることを受講要件とする。 

 

 

 



６ 受講者の申込み 

（受講希望者） 「障害福祉情報サービスかながわ」の研修会案内等を参照の上、 

申込みフォーム（https://kokucheese.com/event/index/575548/および

https://kokucheese.com/event/index/575556/）から必要事項をもれな

く記入のうえ申込むこと。 

 （申込期限）  第１回：９月 20日（金）12時  第２回：10月４日（金）12時 

         （※申込状況次第で期日を延期します。） 

 

７ 受講者の決定 

○ 選考により受講者を決定する。 

○ 受講決定（受講の可否）については、第１回は９月下旬頃、第２回は 10月中旬頃に

受講者へ通知する。 

 

８ 修了証書の交付、修了者名簿の管理 

○ 本研修の全日程（２日間）を修了した方に、修了証書を交付する。 

○ 県は研修修了者名簿（修了証書番号、氏名、生年月日、所属等）を管理する。また、 

必要に応じて事業所所在地の市町村に研修修了者の情報を提供する。 

 

９ 受講料 

  受講料 3,000円（資料代を含む）。（研修当日に受付にて徴収） 

※会場までの交通費その他についても、受講者負担とする。 

  ※支払われた受講料は、いかなる理由があっても返金しないこととする。 

  ※参考図書 中央法規出版株式会社「医療的ケア児等支援者養成研修テキスト」 

 

10 その他 

○ 遅刻及び早退は欠席とみなし、修了証書を交付しないこととする。 

○ 著しく受講態度が悪く（私語、居眠り、携帯電話の使用等）、繰り返し注意された方には

修了証書を交付しないこととする。（ご退室いただく場合があります） 

○ 受講にあたり、手話通訳、点字教材、身体障害者用駐車場等を必要とする方は、申込み

の際に備考欄に記載すること。 

○ 令和元年度神奈川県医療的ケア児等支援者養成研修の開講日に、自然災害（台風等）及

び事故等が発生し開講しない場合等は、開講時間の概ね２時間前までに、障害福祉情報サ

ービスかながわ（https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/）にその旨を掲載する。 

 

【問合せ先】 
（研修の実施について） 

 

 

  

 

 

 

 

（その他（研修実施以外）） 

地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 

         神奈川県立こども医療センター 

〒２３２－８５５５ 横浜市南区六ツ川２－１３８－４ 

            電話  ０４５（７１１）２３５１ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０４５（７２１）３３２４ 

経営企画課 玉井 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 

〒２３１－８５８８   横浜市中区日本大通１ 

             電話  ０４５（２１０）１１１１ 

             ﾌｧｸｼﾐﾘ ０４５（２０１）２０５１ 

地域生活支援グループ  鍋島  内線４７２１ 



＜別紙１＞

日目 日程及び場所 時間 科目 内容

 9:00 -  9:10 挨拶 事業の説明と事務連絡

 9:10 - 10:10 総論 新生児医療と医療的ケア児の現状

10:20 - 11:20 障害児の特徴と障害受容

11:30 - 12:30 疾患の特徴と救急対応

12:30 - 13:40

13:40 - 14:40 退院支援

14:50 - 15:50 訪問看護の仕組みと役割

16:00 - 17:00 福祉 本人・家族の思いの理解

 9:00 - 10:00 こどもの福祉制度・サービス

10:10 - 11:10 日常支援と緊急時の準備

11:20 - 12:20 連携 多職種連携・協働の必要性

12:20 - 13:30

13:30 - 14:30 障害児の発達とライフステージ

14:40 - 15:40 学校における支援と課題

15:50 - 16:50 遊びをもとにした支援

16:50 - 17:00

日目 日程及び場所 時間 科目 内容

 9:30 -  9:40 挨拶 事業の説明と事務連絡

 9:40 - 10:40 総論 新生児医療と医療的ケア児の現状

10:50 - 11:50 障害児の特徴と障害受容

12:00 - 13:00 疾患の特徴と救急対応

13:00 - 14:10

14:10 - 15:10 退院支援

15:20 - 16:20 訪問看護の仕組みと役割

16:30 - 17:30 福祉 本人・家族の思いの理解

 9:30 - 10:30 こどもの福祉制度・サービス

10:40 - 11:40 日常支援と緊急時の準備

11:50 - 12:50 連携 多職種連携・協働の必要性

12:50 - 14:00

14:00 - 15:00 障害児の発達とライフステージ

15:10 - 16:10 学校における支援と課題

16:20 - 17:20 遊びをもとにした支援

17:20 - 17:30

※第１回の受付は8：30、第２回の受付は9：10です。

※内容は一部変更する場合があります。

令和元年度神奈川県医療的ケア児等支援者養成研修カリキュラム

１日目

11月16日(土)

厚木シティプラザ
6階

サイエンスホール
250

医療

昼休憩

医療・連携

第１回

第２回

２日目

10月20日(日)

藤沢市民病院
東館４階講堂

修了証書交付

福祉

昼休憩

ライフステージ支援

１日目

10月19日(土)

藤沢市民病院
東館４階講堂

医療

昼休憩

医療・連携

修了証書交付

11月17日(日)

厚木シティプラザ
6階

サイエンスホール
250

２日目

福祉

昼休憩

ライフステージ支援


