
全学部群馬医療福祉大学　地域連携事業 全学部

児童デイサービスセンター　フラット　

▶ 教授／北爪　浩美　▶ 参加人数／ 12 名　▶ 対象／利用保護者及び利用児童
▶ 会場／児童デイサービスセンター　フラット
▶テーマ：子どもの発達と作業療法
障害児の療育にたずさわる指導員の症例研究。また保護者が子どもと共に参加しリハビリ
指導やアドバイスを実践する施設内研修として実施いたしました。

高崎市サロン介護予防事業講師派遣 准教授 山口　智晴 准教授 阿部　真也
講　師 悴田　敦子　

前橋市広瀬小学校 教員研修 教　授 北爪　浩美
前橋市桃井小学校 教員研修 教　授 北爪　浩美
群馬県作業療法士会 会員研修 准教授 阿部　真也

平成24年  5月13日（日） 群馬県作業療法士会 新人症例発表会座長 教　授 北爪　浩美
講　師 悴田　敦子

平成24年  6月23日（土） 太田市中央小学校 通級指導教室職員・保護者研修
教　授 北爪　浩美

平成24年  6月30日（土） 中部県民局 保育園等職員研修 教　授 北爪　浩美
平成24年  7月  7日（土） ケアマネフォーラム（伊勢崎市） 准教授 山口　智晴
平成24年  7月26日（木） 新町デイサービスセンター 職員研修 准教授 山口　智晴
平成24年  8月  6日（月） 前橋市特別支援学校 職員研修 教　授 北爪　浩美
平成24年  8月18日（土） 気仙沼市支援医療・福祉関係講演 准教授 山口　智晴
平成24年  8月28日（火） 東部県民局　保健師、保育園等職員研修 教　授 北爪　浩美
平成24年  9月12日（水） 玉村町通級教室 職員研修 教　授 北爪　浩美
平成24年  9月12日（水） 桑の木学園 職員研修 教　授 北爪　浩美
平成24年10月17日（水） 前橋市保育士会 職員研修 教　授 北爪　浩美
平成24年10月19日（金） 高崎市通級指導学級 職員研修 教　授 北爪　浩美
平成24年10月26日（金） 高崎市発達支援センター市民講座 職員研修 教　授 北爪　浩美
平成24年11月  9日（金） 高崎市通級指導学級　 職員研修 教　授 北爪　浩美
平成24年11月15日（木） ハートフル 職員研修 准教授 山口　智晴
平成24年11月16日（金） 沼田市社会福祉協議会 ボランティア研修 准教授 阿部　真也
平成24年11月20日（火） 高崎市六郷小学校 保護者研修 教　授 北爪　浩美
平成24年12月  9日（日） 群馬県作業療法士会 学会講師 教　授 北爪　浩美

准教授 阿部　真也
平成24年12月19日（水） 玉村町通級教室 職員研修 教　授 北爪　浩美
平成24年12月21日（金） 桑の木学園 職員保護者研修会 教　授 北爪　浩美

高崎市社会福祉協議会　群馬町支所　在宅福祉係　

東吾妻町教育委員会

▶ 教授／北爪　浩美　▶ 参加人数／ 30 名　▶ 対象／幼稚園教諭
▶ 会場／東吾妻町社会福祉協議会
▶テーマ：子どもの発達と作業療法
障害児の療育にたずさわる指導員の症例研究。また保護者が子どもと共に参加しリハビリ
指導やアドバイスを実践する事例などを紹介いたしました。

みどり市教育委員会　笠懸公民館高齢者大学

▶ 講師／柴　ひとみ　▶ 参加人数／ 100 名　▶ 対象／地域在住 60 歳以上の方
▶ 会場／みどり市立厚生会館
▶テーマ：けがをしにくい体にするには
高齢社会を家庭や地域で高齢者がより豊かに、より楽しく暮らすことを目指し、そのため
に必要な知識や技術を学習し、仲間作りと社会参加を推進しました。筋肉の性質や関節の
動きを知り、ケガを予防するためにはどのようにしたらよいか実技を通して学びました。

学童保育所　ひまわりクラブ

▶ 助教／田中　輝幸　▶ 参加人数／ 55 名　▶ 対象／小学生 1 年生〜 3 年生　
▶ 会場／学童保育所　ひまわりクラブ
▶テーマ：ギターで手遊び　歌遊び
ギターや CD を使って手遊び・歌遊びを楽しみました。手話ソングについても楽しくみん
なで歌いながら学びました。

中毛保育連絡会　前橋支部

▶ 教授／北爪　浩美　▶ 参加人数／ 100 名　▶ 対象／保育園長　保育士　
▶ 会場／前橋市福祉会館
▶テーマ：気になる子どもをより深く理解するためには
障害児の療育にたずさわる指導員の症例研究。胎児のうちからの働きかけの大切さ、その
後の対応の仕方など保育に活かせる実践研修をおこないました。

▶ 助教／熊谷　　瞳　▶ 参加人数／ 40 名　▶ 対象／介護職員　
▶ 会場／特別養護老人ホーム　真ほろば
▶テーマ：介護職員に対する腰痛対策や予防方法について
腰痛は思いがけないところで発生し、辛い痛みを感じます。一度、腰痛を発症すると、長
いお付き合いに・・・。そんな辛い腰痛を起こさないための体操などを体験して頂き、日
常生活で実践できる予防のポイントを学びました。

特別養護老人ホーム　真ほろば

▶ 准教授／土屋　昭雄　▶ 参加人数／ 140 名　▶ 対象／中学 2 年生童　
▶ 会場／笠懸中学校　講堂
▶テーマ：相手の声に耳を傾けよう
人権集中学習の一環として他者の理解の第一歩として、相手の話を受容的に聞くことの大
切さを理解させ、生徒のコミュニケーション能力を高める一助といたしました。

みどり市立笠懸中学校

桐生市婦人団体連絡協議会

▶ 准教授／山口　智晴　▶ 参加人数／ 100 名　▶ 対象／婦人会会員　
▶ 会場／桐生市市民文化会館　スカイホール B
▶テーマ：人間の脳の不思議な働き〜視覚〜
視覚を中心とした人間の脳の不思議な働きについて、実技を交えて解説しました。

老人福祉施設協会　西毛地区デイサービス研究部会　

▶ 教授／平賀　元美　▶ 参加人数／ 50 名　▶ 対象／デイサービスセンター職員　
▶ 会場／関越中央病院デイサービスセンター
▶テーマ：医療・介護現場における事故とその対策
医療・介護現場での事故がニュースになることがあります。どのような事故が起きている
のでしょう。そして、なぜ、事故は起きるのでしょうか。私たちが安全にそして安心して
治療や介護サービスを受けるために、病院や福祉施設で行っていること、そして私たちに
できることについてお話ししました。

▶ 教授／小島　俊文　▶ 参加人数／ 15 名　▶ 対象／在宅福祉係職員
▶ 会場／高崎市社会福祉協議会　群馬町支所
▶テーマ：コミュニケーション能力と理学療法士
福祉従事者と利用者とのコミュニケーションのあり方とコミュニケーションを円滑にする
ための方策についてマナーとの関係を解説しました。

その他の貢献事業
リハビリテーション学部

その他の地域貢献事業

平成 24 年 6 月 2 日（土）リハビリテーション学部

平成 24 年 10 月 27 日（土）リハビリテーション学部

平成 24 年 7 月 20 日（金）リハビリテーション学部

平成 24 年 7 月 25 日（水）リハビリテーション学部 平成 24 年 7 月 26 日（木）リハビリテーション学部

平成 24 年 8 月 23 日（木）社会福祉学部 子ども専攻 平成 24 年 9 月 5 日（水）リハビリテーション学部

平成 24 年 11 月 22 日（木）短期大学部　介護福祉学科平成 24 年 11 月 22 日（木）短期大学部　介護福祉学科

平成 24 年 12 月 14 日（金）リハビリテーション学部 平成 25 年 2 月 20 日（水）看護学部




