
研修目的：

研修対象：

受講定員： １5名

日程 時間 科目及び講師

８：３０～  ９：００ 受　　　付

９：００～  ９：３０
開講式・オリエンテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙誉　伊津子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　清水　美里

  ９：３０～１２：３０
（３）

１職務の理解　１－１多様なサービスの理解
講師：社会福祉法人 神原苑　　介護福祉士　　　　　　　 　　　　 廣田　洋子

１３：３０～１6：３０
（3）

１－２　介護職の仕事内容や働く現場の理解
講師：社会福祉法人 神原苑　　介護福祉士　　　　　　　　　　　　仙誉　伊津子

９：００～１２：００
（３）

４－２医療との連携とリハビリテーション
講師：宇部リハビリテーション病院　　　　　　　　　　　　　　　　 　田尻　祐介

  １３：００～１６：００
（３）

４－３障害者総合支援制度およびその他の制度
講師：宇部市役所障害福祉課　　　　  　　 　　　　　　　　　　　　 中村　淳

  ９：００～１２：００
（３）

2．介護における尊厳の保持・自立支援２－１人権と尊厳を支える介護（１）
講師：山口芸術短期大学　准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 末廣　洋子

１３：００～１5：００
（2)

２－１人権と尊厳を支える介護（２）
講師：山口芸術短期大学　准教授　　　　　　　　　　　　　　 　　　末廣　洋子

１５：００～１６：００
（１）

２－２自立に向けた介護（１）
講師：山口芸術短期大学　准教授　　　 　　　　　　　 　　 　　 　　末廣　洋子

９：００～１２：００
（３）

４介護・福祉サービスの理解と医療との連携　４－１介護保険制度
講師：宇部市役所　高齢者総合支援課 　　　　　　　　　 　　　　　綿谷 和久
宇部市役所　高齢者総合支援課　　　　　　　　　　　　　 　　　　　穂積　紀子

１３：００～１６：００
（３）

２－２自立に向けた介護（２）
講師：山口芸術短期大学　准教授　　　 　　　　　　  　　　　　 　　末廣　洋子

９：００～１２：００
（３）

３介護の基本　3－1介護職の役割、専門性と多職種との連携　3－2介護職の
職業倫理
講師：山口芸術短期大学　准教授　 　  　　　　　　　 　　　　　　　末廣　　洋子

１３：００～１６：００
（３）

３－３介護における安全の確保とリスクマネージメント、３－４介護職の安全
講師：山口芸術短期大学　准教授 　　　　　　　　　　　　　　　  　末廣　　洋子

 ９：００～１２：００
（３）

５介護におけるコミュニケーション技術５－１介護におけるコミュニケーション
講師：山口芸術短期大学 准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　末廣　洋子

１３：００～１６：００
（３）

５－２介護におけるチームのコミュニケーション
講師：山口芸術短期大学　准教授　　　　　　　　　　　              末廣　洋子

 ９：００～１２：００
（３）

６老化の理解６－１老化の伴うこころとからだの変化と日常
講師：社会福祉法人　神原苑　看護師　　　　　　　　　    　　　　内海　富枝

13:00～１６：００
（３）

６－２高齢者と健康
講師：尾中病院　医師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　山本　千恵子

 ９：００～１２：００
（３）

１２：３０～１４：３０
（２）

７－２医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理
講師：綿田内科病院　医師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　綿田　敏孝

1５:00～1６:00
(1)

７認知症の理解　　　７－４家族への支援
講師：社会福祉法人　神原苑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣田　洋子

９こころとからだのしくみと生活支援技術９－１介護の基本的な考え方
講師：社会福祉法人　神原苑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣田　洋子

９月２1日
（木）
（４）

９月26日
（火）
（５）

9月2９日
（金）
（６）

１０月３日
（火）
（７）

10月５日
（木）
（８）

平成29年度　介護職員初任者研修開催要領

高齢者、障害者が自立した生活が送れるように、多様化するニーズに対応した介護を提供
するうえで必要となる基本的な知識・技術を習得することを目的とします。

 原則として居宅介護従事者として事業に従事することを希望する方、従事することが確定
している方で全日程（２３回）受講可能な方。

日程、科目及び講師

９月12日
（火）
（１）

９月19日
（火）
（３）

9月14日
（木）
（２）



日程 時間

９：００～１3：００
（4）

１4：００～１7：００
（３）

９：００～１2：００
（3）

１3：００～１6：００
（３）

 ９：００～１２：００
（３）

１３：００～１７：００
（４）

９：００～１２：００
（３）

１３：００～１６：００
（３）

９：００～１２：００
（３）

１３：００～１６：００
（３）

９：００～１２：００
（３）

１３：００～１６：００
（３）

９：００～１２：００
（３）

１３：００～１６：００
（３）

９：００～１２：００
（３）

１３：００～１６：００
（３）

９：００～１３：００
（４）

 １４：００～１７：００
（３）

９：００～１２：００
（３）

１３：００～１６：００
（３）

９：００～１６：００ 現場実習（見学）

　　　　　　　　　（６）

９：００～１２：００
（３）

１４：００～１７：００
（３）

９－１３介護過程の基礎的理解（２）
講師：宇部フロンティア大学　教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝田　順子

１１月９日（木）
（１８）

９－１１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（２）
講師：土屋医院　　医師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土屋　智

９－１０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（１）
講師：社会福祉法人神原苑　　　　　　介護福祉士　伊藤　幸江・廣田　洋子・仙誉　伊津子

９－１０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（２）
講師：社会福祉法人神原苑　　　　　　介護福祉士 　伊藤　幸江・廣田　洋子・仙誉　伊津子

９－４生活と家事
講師：山口芸術短期大学　准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　   末廣　洋子

９－７移動・移乗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（２）
講師：社会福祉法人神原苑　　    　　　　　　　　　介護福祉士 　伊藤　幸江・溝部　久美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙誉　伊津子・木村　香
９－７移動・移乗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（３）
講師：社会福祉法人神原苑　     　　　　　　　　　 介護福祉士　伊藤　幸江・溝部　久美子
                                                         　　　　　　   　　　    仙誉　伊津子・木村　香

１０月１７日
（火）
（11） ９－５快適な居住環境整備と介護

講師：介護ショップはんど　住環境コーディネーター　　　　　　　　　　　　　　　 宮谷　幸恵

９－１３介護過程の基礎的理解（１）
講師：宇部フロンティア大学　教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝田　順子

９－９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（１）
講師：社会福祉法人神原苑　　　　　　　　　　　　介護福祉士 　松田　ルリ子・藤野　乃予里
                                                     　　　                        仙誉　伊津子・清水　美里

９－９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（２）
講師：社会福祉法人神原苑　　　　　　　　　　    介護福祉士 　松田　ルリ子・藤野　乃予里
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　仙誉　伊津子・清水　美里

1１月１４日
（火）
（１９）

1１月７日
（火）
（1７）

９－１２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
講師：さるびあ訪問看護ステーション　看護師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松村　輝美

1０月３１日
（火）
（15）

  9-8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（１）
講師：社会福祉法人神原苑　　　　　　　介護福祉士　廣田　洋子・伊藤　幸江・藤田　恵美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護師　　 　内海　富枝

1１月２日
（木）
（1６）

９－２介護に関するこころのしくみと基本的理解
講師：社会福祉法人　神原苑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣田　洋子

９－１１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（１）
講師：社会福祉法人　神原苑　　　　　　　　　　　　介護福祉士　廣田　洋子・松田　ルリ子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護師　　　　内海　富枝

９－７移動・移乗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（１）
講師：社会福祉法人　神原苑　　　　　　　　　　　　介護福祉士　伊藤　幸江・溝部　久美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙誉　伊津子・木村　香

９－８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（２）
講師：社会福祉法人神原苑　　　　　　　介護福祉士 廣田　洋子・伊藤　幸江・藤田　恵美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護師　　　内海　富枝

科目及び講師

８障害の理解８－１障害の基礎的理解、８－２障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の
特徴、
かかわり支援の基礎的知識８－３家族の心理、関わり支援の理解
講師：特定非営利法人　山口県社会就労事業振興センター　　　　　　　　　　田畑　直文

７認知症の理解　　　７－１認知症を取り巻く状況
７－３認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活
講師：社会福祉法人　神原苑　　　　　　　　　　　　　　　　　 　                    廣田　洋子

９－６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（２）
講師：社会福祉法人神原苑　　   　介護福祉士 　廣田　洋子・溝部　久美子・松田　ルリ子

９－６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（２）
講師：社会福祉法人神原苑　     　介護福祉士 　廣田　洋子・溝部　久美子・松田　ルリ子

９－３介護に関するからだのしくみの基礎的理解
講師：社会福祉法人　神原苑　看護師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内海　富枝

１０月 １９日
（木）
（12）

１０月２７日
（金）
（14）

１０月２４日
（火）
（13）

１０月１０日
（火）
（９）

1０月１２日
（木）
（10）



日程 時間

９：００～１２：００
（３）

 １３：００～１６：００
（３）

１０：００～１２：００
（2）

１３：００～１５：００
（２）

１５：００～１6：００
（１）

１１月２８日
（火）
（22）

１０：００～１２：００
（2）

※１０/12 現場実習オリエンテーション１３：００～１３：３０

修了証書授与式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙誉　伊津子　・藤野　乃予里
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　清水　美里

科目及び講師

1１月16日
（木）
（1８）

１１月２１日
（火）
（２１）

１０－１　振り返り
講師：社会福祉法人神原苑　介護福祉士　     　　　　　　　　　　　　　　　　　  仙誉　伊津子

１０－２　就業への備えと研修終了後における継続的な研修
講師：社会福祉法人神原苑　介護福祉士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣田　洋子

９－１４総合生活支援技術演習
講師：山口芸術短期大学准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   末廣　洋子

修了評価試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仙誉　伊津子

普通救命講習


