
〒901-2132　沖縄県浦添市伊祖4-1-11 受付番号

　　　　　　　FAX：098-988-9192

　　私は、介護職員初任者研修の受講を申し込みます。

ふりがな 性別

氏　名 男・女

TEL: FAX:

E-mail

職　業

□福祉の仕事がしたい

□資格を取っておきたい

□将来家族を介護する時に役立てたい

□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

福祉・医療に

関する職歴

備　考

　※事務局記入

　参加費受付日　　　年　　月　　日

介護職員初任者研修受講申込書

　※今回提供頂きますデータは個人情報です。この事業以外には使用いたしません。

　※修了証に「氏名」「生年月日」が記載されますので、正確に記入してください。

→申込受付日　　　　年　　月　　日

　　医療法人　ｴｲﾁ･ｴｽ･ｱｰﾙ

　　責任者　宮城　惠子　殿

　　　　　　　TEL：098-870-8020　　　　　　　

　運転免許証　　　健康保険証　等

※上記以外で研修事業所に伝えたいことがございましたらご記入ください

本人確認書類

受講理由

（例）福祉施設○○　平成○○年〇月〇日～平成○○年〇月〇日

※本人確認をさせていただきますので、どれか一つを申し込み時にお持ちください

　　　　　年　　月　　日

生年月日

　　　年　　月　　日（　　歳）

住　所

〒



　　　・すでに介護の場で働いておりスキルアップ検討中の方

　　　・家族の介護やボランティアなど将来のために知識・技術を身につけたい方

　　　　　＊修了評価は、2021年8月30日の修了試験にて行ないます。

　　　・介護の場で働こうと考えている方

〒902-0801　那覇市首里末吉町2丁目95号（開講時に案内）

　　　研修期間：2021年7月19日(月)～2021年８月30日(月)の約2か月（全130時間）

　　　医療法人ＨＳＲでは、在宅ケア部門の質の向上と地域の方々が安心して暮らせる地域づくりに

　　貢献できることを目的に、介護に従事する人材と地域のボランティアの育成機関とし介護職員初任者

　　研修を開催します。以下の要項で行います。受講希望の方は、要項を確認の上お申し込み下さい。

　　研修実施・実習場所

     医療法人ＨＳＲビル伊祖　４階　SOMNOホール　

　　　・研修カリキュラムすべての受講が可能な方

　　　　　〒901-2123　沖縄県浦添市伊祖4-1-11

　　　　（講義・演習；130時間　　試験）

　　　　　＊詳細は、研修日程表・カリキュラム（予定）確認ください。

　　　　　＊短期間で習得できる日程を考え平日で、週４～５回開講します。

　　受講資格

　　研修課程

　　　介護職員初任者研修

　　研修期間及び日程

　　　　　　　　　　TEL:098-870-8020

　　　　＊130時間の研修を約2か月間で受講する必要があります。

　　　　　研修をやむを得ず欠席した場合、演習のない講義については、8時間未満は課題レポートで

　　　　　対応できますが、8時間以上は補講を受講する必要があります。

　　 ＊駐車場：開講時に資料添付します

　　　　　　　　　　FAX:098-988-9192

　　　定員：20名　　　　

　　受講定員・応募期間

　　　　　（補講については、研修欠席者に対する補講の実施方法及び費用等の取扱いを参照）

　　　介護職員初任者研修終了後は、ヘルパー２級相当の資格になります。

　　　　　＊講師調整の都合上土曜日開講もあります。

2021年度 第1回

介護職員初任者研修 受講生募集要項

医療法人 エイチ・エス・アール
〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖4-2-1

ＨＳＲビル伊祖



　　　⑤台風で休校になった場合は、9月の12日、13日、18日、19日で対応致します。

　　　①受講決定通知は、2021年７月３日（土）までに発送致します。７月９日（金）までに届かない場合は、

　　　　上記連絡先へご連絡下さい。

　　　すべてのカリキュラムの受講可能な方

　　   対象者は相談のうえ対応します。

　　　研修修了日の試験結果にて認定します。

　　　補講にて対応（補講の費用：1時間：500円×補講時間とする）

　　研修欠席者に対する補講の実施方法及び費用等の取扱い

　　その他　研修受講に係る重要事項

　　　全過程受講後に修了評価行ないます。7割以上の正解で合格とし、修了評価を合格された方は、

　　　後日『修了証明書』を送付します。正解率が7割に満たない場合は、後日追試験を行ないます。

　　　実技演習を実施する科目については、次年度の研修時に補講を行い、修了評価も次年度と

　　受講料金・実習費研修参加費用

　　研修修了認定方法

　　　受講料：10,000円（演習・研修参加費用込み　テキスト代は含まない）　　　

　　　使用テキスト：介護職員初任者研修テキスト（出版　公益財団法人　介護労働安全センター）

　　研修カリキュラム・講師名（別紙参照）

　　科目免除の取り扱いとその手続き方法

　　　応募期間：2021年６月１日（火）～  2021年６月30日（土）　*申込者が多い場合は選抜します。

　　　　　　　　　　受講申込書は、研修実施場所宛てで郵送・FAX・直接届けても構いません。

　　　申し込み方法：ホームページの『介護職員初任者研修』受講申込書にて申し込みください。

　　　応募書類郵送先：上記参照（問い合わせ時間；平日9:00～16:00　担当者；（宮城・町田・上原）

          免除該当者がいる場合には、前項に規定する証明書を受領・確認の上科目免除の取り扱いを

　　                　　　   介護職員初任者研修テキスト第2分冊    合計　1,287円（税込）

　　　④休校となった場合は別の日に調整します。

　　　②受講票送付後のキャンセル・辞退については返金いたしません。

＊お問い合わせは、2021年６月１日より受け付けます。

　　　テキスト料金：介護職員初任者研修テキスト第1分冊　理念と基本　 990円（税込）

                     介護職員初任者研修テキスト第3分冊　老化・認知症・障害の理解1,287円（税込）

                                     介護職員初任者研修テキスト第4分冊　技術と実践　1,980円（税込）

　　                                                テキスト代金：合計　5,544円（税込）

＊受講決定時に、振り込み案内を行います。

　　  行います。

　　　なります。

　　　③台風については、暴風圏内に入り、交通機関の運休の場合は休講となります。

　　受講決定の方法



No. 年月日 研修時間
時
間
数

項目名 講師 会場

開講 9：00～9：20 20分 オリエンテーション

9：20～10：50
1.5 第1節　多様なサービスの理解

11：00～16:30 4.5
第２節介護職の仕事内容や働く現場
の理解

9:00～12：10 3

13：10～16：20 3

8月5日 木 9：00～12：10 3

9：00～12：10 3
第1節　介護職の役割、専門性との多
職種との連携
第2節　介護職の職業倫理

13：10～16：20 3

第3節介護における安全の確保とリス
クマネジメント
第4節　介護職の安全

9：00～12：10 3 第1節　介護保険制度等

13：10～16：20 3 第2節　医療との連携とリハビリ

8月5日 木 13：10～16：20 3
第3節　障害の福祉制度及びその他
の制度

9：00～12：10 3 第1節　介護におけるコミュニケーション

13：10～16：20 3
第2節　介護におけるチームの
コミュニケーション

9：00～12：10 3

13：10～16：20 3

9：00～12：10 3

第1節　認知症を取り巻く状況
第2節　医学的側面から見た認知症
の基礎と健康管理

13：10～16：20 3
第3節　認知症に伴うこころとからだ
の変化と日常生活
第4節　家族への支援

第8章 8月14日 土 9：00～17：20 3

第1節　障害の基本的理解
第2節障害の医学的側面、生活障
害、心理・行動の特徴、かかわり支援
等の基本的知識
第3節　家族の心理、かかわり支援の
理解

宮城裕子

14：20～17：30 3
第3節　介護に関するからだのしくみ
の基本的理解

外間達雄

第1節　介護の基本的な考え方
第2節　介護に関するこころのしくみと
基本的理解

9：00～14：10 7
第9章

7月27日 火 上地悦子

第６章 7月24日 土
第1節　老化に伴うこころとからだの
変化と日常
第2節　高齢者と健康

宮城裕子

（参考1）

研修日程表

第1章

第3章 7月22日

7月19日 月

7月21日 水

木 上原ひろみ

第1節　人権と尊厳を支える介護
第2節　自立に向けた介護

7月26日 月

ＨＳＲ
ビル伊祖
ソムノ
ホール

第2章

大嶺淳子

大嶺淳子

第4章
當銘朋美・
大得英之

7月28日 水

第7章 7月31日 土 宮城裕子

第5章

1



No. 年月日 研修時間
時
間
数

項目名 講師 会場

９：００～１３：１０ 4
第6節整容に関連したこころとからだ
のしくみと自立に向けた介護

糸数幸江
宮里和枝

14：10～17：20 3
第3節　介護に関するからだのしくみ
の基本的理解 町田尊

7月30日 金 9：00～13：20 4
第12節　死にゆく人に関連したこころ
と　からだのしくみと終末期介護

當眞由美子
上原ひろみ

8月6日 金 9：00～17：20 7
第4節　生活と支援技術 宮里和枝

金井誠司

8月7日 土 9：00～17：30 7

第7節　移動に関するこころとからだ
のしくみと自立に向けた介護

上地理亜
浜元エリナ
金城健太
名護誉晃

8月13日 金 9：00～17：20 7
第9節　入浴、清潔保持に関連したこ
ころとからだのしくみと自立に向けた
介護

新城奈美
宮里和枝

8月12日 木 9：00～17：20 7
第5節　快適な居住環境整備と介護

森山いずみ

8月19日 木 9：00～17：20 7
第8節　食事に関連したこころと
からだのしくみと自立に向けた介護

上地千佳子
宮里和枝

3月20日 金 9：00～17：20 7
第10節　排泄に関連したこころと
からだのしくみと自立に向けた介護

肥後よしみ
宮里和枝

8月26日 木 9：00～16：20 6
第11節　睡眠に関連したこころと
からだのしくみと自立に向けた介護 比嘉朝子

8月27日 金 9：00～13：20 4
第13節　介護過程の基本的理解演
習

安保奈緒
宮里和枝

8月28日 土 9：00～17：20 7
第14節　総合生活支援技術演習 桃原淳

宮里和枝

9：00～13：20 4

第1節　(1)振り返り
　(2)就業への備えと研修終了後の継
続研修

宮城惠子
宮里和枝

14：20～14：30 1
修了試験 宮城惠子

宮里和枝

15：40～

修了式 宮城惠子

上原ひろみ

第10章 8月30日 水

　　＊本研修で独自に追加した科目には、科目名の前に「独自」と表示

木7月29日

第9章

ＨＳＲ
ビル伊祖
ソムノ
ホール

2


