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介護職員実務者研修 募集要項  

令和 3 年 7 月生 

研修期間  令和 ３年 ７月 １日(木) ～ 令和３年１２月  １1 日(土)  

定員 2０名（※最少開講人数に達さなかった場合、講座を中止する場合があります。）  

事業者情報   

法人名  連絡先  

医療法人社団 湘風会 

介護職員実務者研修事務局   

 

 

 

〒25９-1206  

神奈川県平塚市真田３－１－１  

        フィオーレ湘南真田内 

TEL  0463-75-8802 

  FAX  0463-75-8816 

   月曜～金曜 9:00～17:00   

使用するテキスト  

一般社団法人長寿社会開発センター 介護福祉士養成実務者研修テキスト＜第 2 版＞  

学習スケジュール  

自宅学習と通学（スクーリング）９日間 にて ４６３時間の研修を行います。  

 

通学（スクーリング）について  

介護課程Ⅲおよび医療的ケアについて、通学日程のとおり、特別養護老人ホームあしたば 会議室で

授業を行います。 

・研修会場（スクーリング） 

神奈川県平塚市真田 2－７－２１ TEL0463-63-3743 FAX0463-79-5520 

 ・交通    

   小田急線東海大学前駅下車 徒歩 15分 ※お車の方施設専用駐車場使用出来ます。 
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【通学日程】  

 

  日程  時間  内容  

開講式 

スクーリング 1 日目  
令和３年 11 月 13 日（土）  9:00～17:00 開講式  介護過程 (講義)  

スクーリング 2 日目  令和３年 11 月 19 日 (金)  9:00～16:40  介護過程 (講義)  

スクーリング 3 日目  令和３年 11 月 20 日（土）  
9:00～17:50  

  

ボディメカニックスの原理原則 

介護技術（寝具の整え方・移乗・

排泄の介助） 

スクーリング 4 日目  令和３年 11 月 26 日 (金) 9:00～17:50  
介護技術(排泄・移動・着脱・食

事の介助)  

スクーリング 5 日目  令和３年 11 月 27 日 (土) 9:00～16:40  
介護技術 (食事・口腔清潔・入

浴・清潔の介助)  

スクーリング 6 日目  令和３年 12 月 3 日 (金)  9:00～17:50  
介護技術  修得度の評価 

 

スクーリング 7 日目  令和３年 12 月 ４日 (土)  9:00～17:50  
モニタリング・評価の見直し 

 

スクーリング 8 日目  令和３年 12 月 10 日 (金) 9:00～16:40  
医療的ケア  

(喀痰吸引実施手順解説)  

スクーリング 9 日目 

修了式  
令和３年 12 月 11 日（土） 9:00～18:15  

医療的ケア (経管栄養実施手順

解説)          修了式  
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自宅学習について  

講座初日に行われるオリエンテーションにて、テキストおよび自宅学習課題をお渡しいたします。  

下記提出スケジュールに沿って課題を提出していただき、事務局にて採点・評価後にお返しいたします。

評価が合格水準に達さなかった場合は、水準に達するまで課題の再提出をしていただきます。 

【自宅学習課題の提出スケジュール】  

  
提出期限  科目  

第一回  令和３年 ７月 31 日 
人間の尊厳と自立、社会の理解Ⅰ、介護の基本Ⅰ、介護過程

Ⅰ、社会の理解Ⅱ、介護の基本Ⅱ  

第二回  令和３年 ８月 31 日   
発達と老化の理解Ⅰ、発達と老化の理解Ⅱ、認知症の理解

Ⅰ、障害の理解Ⅰ  

第三回  令和３年 ９月 30 日 
コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ、生活支援技術Ⅱ、

認知症の理解Ⅱ、障害の理解Ⅱ、こころとからだのしくみⅠ  

第四回  令和３年 10 月 31 日 こころとからだのしくみⅡ、介護過程Ⅱ  

第五回  令和３年 11 月 30 日 医療的ケア  

補講について  

授業を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる者については、次回の研修で当該授業を

受講することにより履修した者とみなす。 

 

免除科目と受講料金 受講科目の免除を受ける際は、修了証のコピーをご提出ください。  

すでに資格を取得している方は、受講科目の免除があります。資格により受講科目、受講料金が変

わりますので、下表をご参照ください。記載以外の研修でも免除対象となる場合がありますので、お問い合わせ

ください。  

科目  形態  時間  資格なし  初任者研修  ﾍﾙﾊﾟｰ 2 級  ﾍﾙﾊﾟｰ 1 級  基礎研修  

人間の尊厳と自立  通信  5    免除  免除  免除  免除  

社会の理解Ⅰ  通信  5    免除  免除  免除  免除  

社会の理解Ⅱ  通信  30        免除  免除  
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介護の基本Ⅰ  通信  10    免除  免除  免除  免除  

介護の基本Ⅱ  通信  20      免除  免除  免除  

コミュニケーション技術  通信  20        免除  免除  

生活支援技術Ⅰ  通信  20    免除  免除  免除  免除  

生活支援技術Ⅱ  通信  30    免除  免除  免除  免除  

介護課程Ⅰ  通信  20    免除  免除  免除  免除  

介護課程Ⅱ  通信  25        免除  免除  

発達と老化の理解Ⅰ  通信  10        免除  免除  

発達と老化の理解Ⅱ  通信  20        免除  免除  

認知症の理解Ⅰ  通信  10    免除    免除  免除  

認知症の理解Ⅱ  通信  20        免除  免除  

障害の理解Ⅰ  通信  10    免除    免除  免除  

障害の理解Ⅱ  通信  20        免除  免除  

こころとからだのしくみⅠ  通信  20    免除  免除  免除  免除  

こころとからだのしくみⅡ  通信  60        免除  免除  

医療的ケア（通信）  通信  50            

医療的ケア（通学）  通学  1３            

介護課程Ⅲ  通学  45          免除  

合計時間数    46３  46３  333 333 108 63 

受講料      1５0,000    95,000  95,000   85,000 60,000  
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【申込み】  

申込書に必要事項を記入し郵送、もしくは、当法人ホームページの申込みフオームよりお申し込みくだ

さい。 

【受講決定通知書のご送付】  

事務局にて書類審査のうえ、受講者を決定し、受講決定通知書をお送りいたします。  

【ご入金】  

受講決定通知書がお手元に届きましたら、期日までに受講料をお振込みください。  

【お問い合わせ先（月曜～金曜、9:00～17:00）】  

研修事務局 医療法人社団 湘風会   

〒25９-1206 神奈川県平塚市真田３－１－１  TEL0463-75-8802  FAX0463-75-8816  

           フィオーレ湘南真田内 

留意事項  

 

受講生からの解約は次のとおりとする。 

 ・教材を受領した日から起算して 8 日間を経過する日まではキャンセルをする旨を書面にて当法人

に連絡することにより、無条件で契約を解約することができる。但し、返金に際しての振込手数料は

受講生負担とする。 

 ・受講開始後の受講生の自己都合による解約の場合は、原則として返還しないものとする。 

  


