
開催日時 開催方法 研修テーマ及び内容 講師 研修対象の設定 定員
申込み
締切り

理学療法
コース

看護コース
11月25日(金)
13時半～17時

オンライン
(ZOOM)

重症心身障害児の日常生活の援助について

重症心身障害児の基本的な日常生活援助や看護につい
て学びます。講義を通して、日常生活支援において困って
いること等を共有し、より良い援助について受講者の皆さ
んと一緒に考えます。
講義内容
・講義「外来紹介・早期療育を中心に」
・講義「重症心身障害児の日常生活の援助について」

総合療育相談センター
看護科　看護師

神奈川県内で重症心身障害児の
ケアに携わる施設、療育機関、支
援学校等に従事する方で基本的
な日常生活援助が知りたい方

20名程度

作業療法
コース

12月1日(木)
13時半～16時半

オンライン
(ZOOM)

心身障害児の上肢機能への援助（肢体不自由児編）

作業療法士の視点から、肢体不自由児の上肢機能・姿勢・
感覚等の側面を理解し、日常生活や遊びについて支援の
仕方を考えます。
日常生活に使う道具や遊具、椅子等を紹介させていただき
ます。

総合療育相談センター
機能訓練科　作業療法士

神奈川県内で心身障害児の療育
に業務として携わっている方
(作業療法士は除く)
※受講が決定した方には事前ア
ンケートをお送りいたします。

20名程度

言語療法
コース

12月8日(木)
 13時半～16時半

オンライン
(ZOOM)

ことばとコミュニケーション

・ことばやコミュニケーションの発達について
・ことばの障害について

総合療育相談センター
機能訓練科　言語聴覚士

神奈川県内で乳幼児の保育・療
育に業務として携わっている方
※受講が決定した方には事前ア
ンケートをお送りいたします。

20名程度
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10月５日(水)

本年度の理学療法コースは終了しました。



神奈川県立総合療育相談センター主催
令和４年度心身障害児療育普及研修

看護コース

ご家族への気持ち
へ寄り添うには

健康管理の
ポイント 地域との繋がり

☆ 日時 令和４年11月25日（金）13時半～17時
☆ 開催方法 オンライン(ZOOM)
☆ 対象 県内で重症心身障害児のケアに携わる施設、療育機
関、支援学校等に従事する方で、基本的な日常生活援助が
知りたい方

※県内の政令市に所在する事業所等の方は除きます。また、定員に余
裕がない場合には、１事業所１名とさせて頂くこともあります。
予めご了承ください。

☆ 申込締切 10月５日(水)

外来・病棟における
子ども達との関わり

基本的な日常生活援

助について確認し、講師
や他の参加者とともに一
緒に考えてみませんか？

※定員等の関係で、受講いただけない場合がご
ざいます。受講いただけない場合には、当セン
ターよりご連絡をさせていただきます。



 対象：
神奈川県内で重症心身障害児のケアに携わる施設、療育機関、支援学校等に
従事する方。
※業務として携わっていない方はご参加いただけませんのでご了承ください。
※県内の政令市に所在する事業所等の方は除きます。また、定員に余裕がない
場合には、１事業所１名とさせて頂くこともあります。予めご了承ください。
・ZOOMを使用してのオンライン研修になるため、インターネット環境が整ってい
ること。
・１人１台のカメラ＋マイク付きのPC、スマートフォン、タブレットで受講できるこ
と。
※定員等の関係で、受講いただけない場合がございます。受講いただけない場
合には、当センターよりご連絡をさせていただきます。

 内容：重症心身障害児の基本的な日常生活援助や看護について学びます。
講義を通して、日常生活支援において困っていること等を共有し、より良い援
助について受講者の皆さんと一緒に考えます。

 講師：神奈川県立総合療育相談センター 看護科 看護師
 日時：令和４年11月25日（金）13時半～17時
 申込期間：令和４年10月５日（水） まで
 申込方法：e-kanagawa電子申請でお申込みください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=39102

 会場：神奈川県立総合療育相談センターよりオンライン開催(ZOOM使用)
(ご自宅、職場等での受講になります)

 参加費：無料
 本年度実施予定の心身障害児療育普及研修について
総合療育相談センターでは、心身障害児療育や教育に携わる職員を対象として、下記のと
おり臨床に基づいた研修を実施します。
心身障害児療育に携わっている皆さんの、明日からの小さなヒントになると思いますので、
ご参加をお待ちしています。

令和４年度心身障害児療育普及研修一覧

神奈川県立総合療育相談センター地域企画課 添田

〒252-0813 藤沢市亀井野3119

0466-97-2032(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

0466-80-1901（FAX）

開催日時 内容 講師（総合療育相
談センター職員）

申込み締切り

理学療法コース 本年度の理学療法コースは終了しました。

看護コース
11月25日(金)
13時半～17時

重症心身障害児の日常生活の
援助について

看護科
看護師

10月５日(水)作業療法コース
12月１日(木)

13時半～16時半
心身障害児の上肢機能への援助

（肢体不自由児編）
機能訓練科
作業療法士

言語療法コース
12月８日(木) 

13時半～16時半
ことばとコミュニケーション

機能訓練科
言語聴覚士



神奈川県立総合療育相談センター主催
令和４年度心身障害児療育普及研修 作業療法

コース

※定員等の関係で、受講いただけない場合
がございます。受講いただけない場合には、
当センターよりご連絡をさせていただきま
す。

☆ 日時 令和４年12月１日（木）13時半～16時半
☆ 開催方法 オンライン(ZOOM)
☆ 対象 県内で心身障害児の療育に業務として携わっ

ている方

※県内の政令市に所在する事業所等の方は除きます。また、
定員に余裕がない場合には、１事業所１名とさせて頂くことも
あります。予めご了承ください。
☆ 申込締切 10月５日(水)



令和４年度心身障害児療育普及研修一覧

• 対象：
神奈川県内で心身障害児の療育に業務として携わっている方（作業療法士は除
く）
※業務として携わっていない方はご参加いただけませんのでご了承ください。
※県内の政令市に所在する事業所等の方は除きます。また、定員に余裕がない
場合には、１事業所１名とさせて頂くこともあります。予めご了承ください。
・ZOOMを使用してのオンライン研修になるため、インターネット環境が整ってい
ること。
・１人１台のカメラ＋マイク付きのPC、スマートフォン、タブレットで受講できること。
※定員等の関係で、受講いただけない場合がございます。受講いただけない場
合には、当センターよりご連絡をさせていただきます。
※受講が決定した方には、事前アンケートをお送りいたします。
• 内容：作業療法士の視点から、肢体不自由児の上肢機能・姿勢・感覚等の側

面を理解し、日常生活や遊びについて支援の仕方を考えます。日常生活に使
う道具や遊具、椅子等を紹介させていただきます。

• 講師：神奈川県立総合療育相談センター機能訓練科 作業療法士
• 日時：令和４年12月１日（木）13時半～16時半
• 申込期間：令和４年10月５日（水） まで
• 申込方法： e-kanagawa電子申請でお申込みください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=39104

• 会場：神奈川県立総合療育相談センターよりオンライン開催(ZOOM使用)
(ご自宅、職場等での受講になります)

• 本年度実施予定の心身障害児療育普及研修について
総合療育相談センターでは、心身障害児療育や教育に携わる職員を対象とし
て、下記のとおり臨床に基づいた研修を実施します。
心身障害児療育に携わっている皆さんの、明日からの小さなヒントになると思い
ますので、ご参加をお待ちしています。

開催日時 内容 講師（総合療育相
談センター職員）

申込み締切り

理学療法コース 本年度の理学療法コースは終了しました。

看護コース
11月25日(金)
13時半～17時

重症心身障害児の日常生活の
援助について

看護科
看護師

10月５日(水)作業療法コース
12月１日(木)

13時半～16時半
心身障害児の上肢機能への援助

（肢体不自由児編）
機能訓練科
作業療法士

言語療法コース
12月８日(木) 

13時半～16時半
ことばとコミュニケーション

機能訓練科
言語聴覚士

神奈川県立総合療育相談センター地域企画課 添田

〒252-0813 藤沢市亀井野3119

0466-97-2032(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

0466-80-1901（FAX）



神奈川県立総合療育相談センター主催
令和４年度心身障害児療育普及研修 言語療法

コース

※定員等の関係で、受講いただけない場合が
ございます。受講いただけない場合には、当セ
ンターよりご連絡をさせていただきます。

・コミュニケーションの発達について
・ことばの障害について
・子どもへの関わり方について
など参加される方の質問・疑問にもふれつつ講
義します(事前アンケートで伺います)。

♪ ♫
♯ ♭



• 対象：
神奈川県内で乳幼児の療育や保育に業務として携わっている方
※業務として携わっていない方はご参加いただけませんのでご了承ください。
※県内の政令市に所在する事業所等の方は除きます。また、定員に余裕がない
場合には、１事業所１名とさせて頂くこともあります。予めご了承ください。
・ZOOMを使用してのオンライン研修になるため、インターネット環境が整っている
こと。
・１人１台のカメラ＋マイク付きのPC、スマートフォン、タブレットで受講できること。

• 内容：乳幼児の療育や保育に従事している方を対象にした言語障害に関する
基礎的な講義を行います。普段の療育、保育の中で、言語、コミュニケーショ
ンに困難のある方ひとりひとりに寄り添う支援のあり方を考える機会になれば
と思います。

• 講師：神奈川県立総合療育相談センター 機能訓練科 言語聴覚士
• 日時：令和４年12月８日（木）13時半～16時半
• 申込期間：令和４年10月５日（水） まで
• 申込方法： e-kanagawa電子申請でお申込みください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=39105

• 会場：神奈川県立総合療育相談センターよりオンライン開催(ZOOM使用)
(ご自宅、職場等での受講になります)

• 本年度実施予定の心身障害児療育普及研修について
総合療育相談センターでは、心身障害児療育や教育に携わる職員を対象とし
て、下記のとおり臨床に基づいた研修を実施します。
心身障害児療育に携わっている皆さんの、明日からの小さなヒントになると思い
ますので、ご参加をお待ちしています。

令和４年度心身障害児療育普及研修一覧

神奈川県立総合療育相談センター地域企画課 添田

〒252-0813 藤沢市亀井野3119

0466-97-2032(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

0466-80-1901（FAX）

開催日時 内容 講師（総合療育相
談センター職員）

申込み締切り

理学療法コース 本年度の理学療法コースは終了しました。

看護コース
11月25日(金)
13時半～17時

重症心身障害児の日常生活の
援助について

看護科
看護師

10月５日(水)作業療法コース
12月１日(木)

13時半～16時半
心身障害児の上肢機能への援助

（肢体不自由児編）
機能訓練科
作業療法士

言語療法コース
12月８日(木) 

13時半～16時半
ことばとコミュニケーション

機能訓練科
言語聴覚士


