
介護職員初任者研修事業 

 

平成 25 年 4 月介護保険法規則の改正により、介護人材の養成体系「ホームヘルパー２級養成研

修」が整理され、「介護職員初任者研修」として一本化されました。 

当法人では、高齢者や障がい者（児）に対し生活や身の上に関する相談、助言および身体介護業

務を行う介護職員として適切な知識・態度・技術を習得し、地域福祉の推進に寄与する人材育成

を目的としております。研修終了後は介護職員初任者資格（旧ホームヘルパー2 級相当）が取得

できます。 

 

募集期間： 平成 29年 11 月 6日（月）～ 平成 29年 12月 2日（土） 

 

研修期間： 平成 29年 12 月 4日（月）～ 平成 30年 3月 31日（木） 

 

定  員： 20名（先着申込み順で定員になり次第受付終了） 

 

実施場所： 社会医療法人福島厚生会 福島第一病院 及び法人内の関連施設 

 

受講料 ： 10,000円（資料代・副教材代含む、消費税含む） 

 

申込方法： お電話(024-557-5111)又は電子メール(info@daiichihosp.jp）でお申込みくだ

さい。 

受講希望者には「申込書」、「日程表」を送付または送信致します。 

（申込書はこちらの pdfファイルからダウンロードできます） 

記入後持参または郵送してください 

 

HPアドレス info@daiichihosp.jp 

法人情報 ●社会医療法人 福島厚生会 

  〒960-8251 福島県福島市北沢又字成出 16-2  TEL.024-557-5111 

理事長 星野 俊一 

●関連施設 

  ◎複合施設ホリスティカかまた 

   ・厚生会クリニック 

   ・介護老人保健施設ホリスティカかまた 

   ・指定居宅介護支援事業所かまた 

   ・指定通所リハビリテーション 

   ・健康創造館ホリスティカ 

  ◎訪問看護ステーションささや 

  ◎介護付有料老人ホーム あいらの杜 福島市役所前 

◎介護付有料老人ホーム シャローム 

  ◎すばる保育園 

  ◎社会福祉法人 慈仁会 星風苑 

研修機関情報 ●事業所名称 社会医療法人 福島厚生会 福島第一病院 

〒960-8251福島県福島市北沢又字成出 16-2 

TEL.024-557-5111㈹ 

●理念 実学を重んじた教育訓練を施し、優秀な人材を育成することを目的とする。 

高齢者、障がい者（児）の方々のニーズに対応し、適切な知識・態度・技能を

養い、地域福祉の推進に寄与する実践的な人材の育成を目標とする。 

●学則 ⇒【学則】をご覧ください 

●研修施設、設備 福島第一病院 会議室   

 ベッド、車いす、ポータブルトイレ等 

mailto:info@daiichihosp.jp


研修の概要 ●対象 介護業務に従事することを希望・予定している者 

 

●研修期間 平成 29 年 12月 4 日～平成 30年 3月 31日  ４ケ月 130時間 

 

●定員(20名) 

 

●指導者数(講義・演習 24名) (実習 14 名) 

 

●研修受講までの流れ 

 1）受講申し込み期間 

    平成 29 年 11 月 6日(月)～ 平成 29 年 12 月 2 日(土) 

   受講希望者には「申込書」、「日程表」を送付(事前にご連絡ください) 

記入後持参または郵送 

 

 2）受講者決定及び本人に連絡 

 

●受講費用 10,000 円（テキスト代含む） 

 

●留意事項、特徴、受講者へのメッセージ 

 優秀な介護福祉人材育成に向けて時代のニーズを先取りし、求められる専門教育が提

供できるよう、魅力ある学習の場を提供いたします。 

過程責任者 ●課程編成責任者 菅野 正行 

研修カリキュラム ●科目別シラバス  ⇒【科目別シラバス】をご覧ください 

 

●科目別担当教官名 ⇒【科目別講師一覧】をご覧ください 

 

●科目別特徴 

 現場経験が豊富な講師陣によるテキスト内容をさらに深めた講義と 

 介護実践力を定着させるため、現場で使用中の機器を使用した演習を行う。 

 

●補講の方法及び取扱い 

補講については、同一内容の講義・演習を別の日に新たに設定し、個別の対応で 

実施する。 

補講に要する費用：別日程補講実施費用…1項目につき 5,000円(税込) 

 

●修了評価の方法 

 ・全ての研修を受講する事。かつ、正誤選択問題、択一問題、語句選択問題、全問正

解 100点満点の終了評価試験を受験し、60点以上を取得した者とする。 

・演習の評価については、【Ａ基本的な介護が的確にできる】【Ｂ基本的な介護が概ね

できる】【Ｃ技術が不十分】【Ｄ全くできていない】により行い、Ｂ以上を合格基

準とする。 

・実習の修了評価は、実習出席簿の評価欄に基づき確認する。 

 

●評価者 各項目の担当講師 

 

 

 

 

 



 

●不合格になった時の取り扱い 

不合格者へは再度、筆記試験を実施する。(担当講師による補講費用：5,000円(税込)、再評

価費用は無料）但し補講費用が有料の為、本人の希望により補習を受けなくても再試験がで

きるものとする。（補講なしの再試験受験は 1 回のみとし、不合格となった場合は、次の再

評価は有料の補習を受けなくては受験できないこととする）また再評価は最大３回迄とし、

最終試験の結果、不合格となった者は、未修了扱いとなり修了証明書を交付することはでき

ない。 

 

実習施設 

(実習を行う場合) 

●協力実習機関の名称・住所、介護保険事業の概要、実習担当者 

名称・住所 介護保険事業の概要 実習担当者 

介護老人保健施設ﾎﾘｽﾃｨｶかまた 

福島市鎌田字門丈壇 4-1 

介護老人保健施設 朽木豊、中村愛里美、 

高橋里美、北 堅司 

 

特別養護老人ホーム 星風苑  

伊達市月舘町御代田月崎山

1-7 

特別養護老人ホーム 後藤雅恵、高橋美由喜、 

和光智洋、小松俊也、 

大野 哲 

特定施設入居者生活介護 

介護付有料老人ホーム 

あいらの杜福島市役所前 

福島市旭町 1-30 

特定施設入居者生活

介護 

 

根本キミイ、鈴木 充 

大橋竜二、駒場由美子、 

渡邉祐未、 

 

 

●実習プログラム内容、プログラムの特色 ⇒【実習計画書】をご覧ください。 

 

●実習中の指導体制・内容(振り返り、実習指導等) 

 指導者による個別指導、実施記録によるフィードバック実施 

 

●協力実習期間における延べ人数 

 20人 

講師情報 

 

氏名：佐藤慎也 

略歴：施設での相談業務 

現職：シャローム 施設長代行 

資格：社会福祉士、介護支援専門員 

 

氏名：土屋敦雄 

略歴：病院での診療業務 

現職：福島第一病院  

資格：医師 

 

氏名：鈴木千惠子 

略歴：介護業務の教育指導、特別養護老人ホームでの介護業務、 

現職：特別養護老人ホーム 星風苑 施設長 

資格：ホームヘルパー1級 

 

氏名：阿部 恵 

略歴：病院、介護老人保健施設でのリハビリテーション業務 

現職：介護老人保健施設ホリスティカかまた ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科主任 

資格：理学療法士 

 

 



氏名：朽木 豊 

略歴：介護老人保健施設での相談業務、介護業務 

現職：介護老人保健施設ホリスティカかまた 介護福祉士 

資格：ホームヘルパー1級、介護支援専門員 

 

氏名：渡邉祐未 

略歴：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設での介護業務 

現職：介護付有料老人ホーム あいらの杜福島市役所前 介護科副主任 

資格：介護福祉士 

 

氏名：阿部隆之 

略歴：介護老人保健施設での介護業務 

現職：介護老人保健施設ホリスティカかまた 介護福祉士  

資格：介護福祉士 

 

氏名：三嶋富佐子 

略歴：病院での看護業務 

現職：特別養護老人ホーム 星風苑 看護主任 

資格：看護師 

 

氏名：笹木和加子 

略歴：病院、訪問看護ステーションでの看護業務 

現職：福島第一病院 

資格：看護師、介護支援専門員 

 

氏名：大河原義暁 

略歴：病院でのリハビリテーション業務 

現職：福島第一病院 

資格：理学療法士 

 

氏名：和光智洋 

略歴：特別養護老人ホームでの介護業務 

現職：特別養護老人ホーム 星風苑 介護課長 

資格：介護福祉士 

 

氏名：岩﨑京子 

略歴：特別養護老人ホームでの介護・相談業務、介護老人保健施設での相談業務 

現職：介護老人保健施設ホリスティカかまた  

資格：介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士 

 

氏名：阿部宏憲 

略歴：病院でのリハビリテーション業務 

現職：福島第一病院 リハビリテーション技術科主任 

資格：理学療法士 

 

氏名：大野 哲 

略歴：特別養護老人ホーム、特定施設入居者生活介護施設での介護・相談業務 

現職：ケアハウス 星風苑 

資格：介護福祉士、介護支援専門員 

 



氏名：小松俊也 

略歴：特別養護老人ホームでの介護業務 

現職：特別養護老人ホーム 星風苑 介護主任 

資格：介護福祉士 

 

氏名：加藤哲夫 

略歴：病院での診療業務 

現職：福島第一病院 副院長 

資格：医師 

 

氏名：小林 学 

略歴：施設、病院での相談業務 

現職：福島第一病院 社会福祉士 

資格：社会福祉士 

 

氏名：佐藤直美 

略歴：病院、訪問看護での看護業務 

現職：訪問看護ステーションささや 所長 

資格：看護師 

 

氏名：鈴木 充 

略歴：病院、介護付有料老人ホームでの介護業務 

現職：あいらの杜福島市役所前、介護科副主任 

資格：介護福祉士 

 

氏名：大橋竜二 

略歴：病院、介護付有料老人ホームでの介護業務 

現職：あいらの杜福島市役所前、介護福祉士 

資格：介護福祉士 

 

氏名：根本キミイ 

略歴：病院での看護業務、介護付有料老人ホームでの看護業務 

現職：あいらの杜福島市役所前、施設長 

資格：看護師 

 

氏名：齋藤亜裕美 

略歴：病院、訪問看護での看護業務、介護老健施設での看護業務 

現職：介護老人保健施設ホリスティカかまた 看護師副主任 

資格：看護師 

 

氏名：菅野 剛  

略歴：介護付有料老人ホーム、介護老人保健施設での介護業務 

現職：介護付有料老人ホーム シャローム 介護科副主任 

資格：介護福祉士 

 

氏名：中村愛里美 

略歴：介護老人保健施設での介護業務 

現職：介護老人保健施設ホリスティカかまた 介護福祉士主任  

資格：介護福祉士 

 



実績情報 ●過去の研修実施回数  ⇒ 2014 年度 1回、2015 年度 1 回、2016年度 1 回 

●過去の研修延べ参加人数 ⇒ 2014年度 14名、2015 年度 18 名、2016年度 13名 

連絡先等 ●申し込み・資料請求先 

 〒960-8251 福島県福島市北沢又字成出 16－2 

 社会医療法人 福島厚生会 福島第一病院 法人事務局宛て 

 

●苦情相談担当者名・役職・連絡先 

 星野 俊吾 総務部長 法人事務局総務部 ℡024-557-5111(内線 352)  

 

 

 

 


