
【お申込み・お問い合わせ先】

受講料
助成金制度有り

※条件有り

社会医療法人医真会 介護職員養成研修センター

〒581-0037 八尾市太田7-36-3  TEL : 072 - 948 - 3375

※平日 10：00 ～ 16：00 土・日・祝除く

研修内容

講習場所

取得資格

講師 : 介護福祉士・介護支援専門員

看護師・管理栄養士など

講義・通信教育・実技講習

※詳細はHP(https://ishinkai.or.jp/care/)参照

医真会総合クリニックス

介護老人保健施設あおぞら

大阪府知事指定 介護職員初任者研修修了証

募集人数 20名 (先着順)

2021年6月21日 ～ 2021年7月9日

年齢・性別・経験・国籍問いません

受講期間 2021年7月20日 ～ 2021年8月31日

【受講料】45,000円
※但し、補講・レポート提出には別途料金が必要。

◆一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座

◆母子家庭自立支援教育訓練給付 等

◆医真会グループに入職された方には助成金制度有り

◆２人以上同時申込み・学生さん 特典有り

申込期間

受講資格

受講費用

【QR】

◆約２ヶ月の

スピード取得が可能!

◆現場経験豊富な講師陣が

体験談を交えて実践で

役立つ知識を指導!

◆受講日は医真会八尾総合

病院の駐車料金が無料!

医真会で

受講すると!

◆講習場所と演習場所が

近くて移動が楽!

（テキスト代込み）※分割払い可能



クリニックス 9:30～10:30 開講式・オリエンテーション

9:45～11:45 (1)① 多様なサービスと理解

12:30～16:30 (1)② 介護職の仕事内容や働く現場の理解

9:30～10:00 (3)① 介護職の役割・専門性と他職種との連携

10:00～10:30 (3)② 介護職の職業倫理

10:30～11:30 (3)③ 介護における安全の確保とリスクマネジメント

11:30～12:30 (3)④ 介護職の安全

9:30～11:00 (5)① 介護におけるコミュニケーション

11:00～12:30 (5)② 介護におけるチームのコミュニケーション

13:15～14:45 (2)① 人権と尊重を支える介護

14:45～15:15 (2)② 自立に向けた介護

9:30～10:00 (7)① 認知症を取り巻く状況

10:00～10:30 (7)② 医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理

10:30～11:30 (7)③ 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

11:30～12:30 (7)④ 家族への支援

13:15～13:45 (4)① 介護保険制度

13:45～14:15 (4)② 医療との連携とリハビリテーション

14:15～14:45 (4)③ 障がい者総合支援制度およびその他制度

14:45～15:15 (8)① 障がいの基礎知識

15:45～16:15 (8)③ 家族の心理、かかわり支援の整理

9:30～11:00 (6)① 老化に伴うこころとからだの変化と日常

11:00～12:30 (6)② 高齢者と健康

13:15～16:15 (9)① 介護の基本的な考え方

9:30～12:30 (9)② 介護に関するこころのしくみの基本的理解

13:15～16:15 (9)③ 介護に関する体のしくみの基礎的理解

9:30～12:30
13:15～16:15

通信(1)職務の理解(レポートのみ)

通信(2)介護における尊厳の保持・自立支援

通信(3)介護の基本

通信(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携

通信(5)介護におけるコミュニケーション技術

9:30～12:30
13:15～16:15

9:30～12:30
13:15～16:15

9:30～12:30
13:15～14:45
14:45～15:45 質疑応答　相談

9:30～11:30 (2)③ 人権啓発に係わる基礎知識

通信(6)老化の理解

通信(7)認知症の理解

通信(8)障がいの理解

通信(9)こころとからだのしくみと生活支援

9:30～12:30
13:15～16:15

9:30～12:30
13:15～16:15

9:30～12:30
13:15～16:15

9:30～12:30 (9)④ 生活と家事

13:15～16:45 (9)⑬ 介護過程の基礎的理解

8月25日 (水) クリニックス 9:30～13:30 (9)⑭ 総合生活支援技術演習 靴下・バスタオル(一部)

9:30～11:30 (10)① 振り返り

12:15～14:15 (10)② 就業への備えと研修終了後における継続的な研修

14:30～15:30 終了評価(筆記試験)

試験結果・採点・合否発表

15:45～16:45 不合格者補習

16:45～17:45 再試験

8月31日 (火) クリニックス 10:00～11:00 閉講式 修了証お渡し

8月20日 (金) 老健あおぞら (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

8月26日 (木) クリニックス

8月24日 (火) 老健あおぞら

(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

第二回
課題提出

8月18日 (水) 老健あおぞら (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

8月19日 (木) 老健あおぞら

(9)⑪ 睡眠に関したこころとからだのしくみと自立に向けた介護12:15

8月6日 (金) クリニックス
(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

～ 15:15

8月17日 (火) 老健あおぞら

8月5日 (木) 自宅 (9)⑤ 快適な居住環境整備と介護

8月4日 (水) クリニックス (9)⑫ 死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期介護

8月3日 (火) クリニックス

(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

第一回
課題提出

7月30日 (金) 自宅

7月29日 (木) 自宅

(8)②

7月21日 (水) 自宅

障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴かかわ
り支援等の基礎的知識

15:15～15:45

自宅

日付 曜日 場所 教科記号・教科名時間

7月20日 (火)
自宅

7月28日 (水)

7月27日 (火) 自宅

上履き

※感染予防対策として、レポート履修を増やしておりますが大阪府の状況により、急遽内容を変更する場合がございます。
また終了時間についても都合により多少前後する場合がございますのでご了承願います。

【カリキュラム】

着替え演習用の
前開き上衣・かぶりの
上衣・ズボン

課題・レポート
(6)(7)(8)(9)

上履き

上履き

上履き

上履き

課題・レポート
(1)(2)(3)(4)(5)

持参物

教科書を入れるための
大きめの袋やカバン
(※耐久性のあるもの)



TEL ( 072 ) ー 948 ー 3375

FAX ( 072 ) ー 948 ー 3566

社会医療法人医真会　介護職員養成研修センター　事務局

※営業時間

平日(月～金)　10：00～16：00

担当 

小川　・　江田

　必ず駐車券を事務局担当者に提示し、駐車料金割引券を受け取り、医真会総合病院1F受付カウンターで認証手続き

　を行って下さい。　

■駐車場について

■服装について

　昼食時も研修室は利用できますが感染症対策(マスク飲食など)をしっかり行って下さい。一時外出も可能ですが、

　講習開始時刻の5分前までには必ず研修室にお戻りください。外出時の貴重品管理は自己管理でお願い致します。

　開講日に限り医真会総合病院の駐車場が無料で利用できます。(クリニックスの駐車場は利用しないで下さい。)

　ものを使用していただいても構いません。　

　座席によっては空調により肌寒さを感じる場合があります。必要な方は体温調整用にカーディガンなどを

　各自ご用意していただき体調を崩されないよう自己管理をお願い致します。

■お昼休憩について

■補講について

　やむを得ない事情により遅刻・欠席された場合は後日補講を受けていただきます。(補講料は時間数により1時間あ

　たり1000円の別途費用が発生します。) 補講日は、受講生・講師共に都合の良い日を調整し、後日連絡致します。

　しか止まりませんのでご注意下さい。また患者様の利用で混み合っている場合などは階段を利用して下さい。

■研修室の利用について

【留意事項】
■受講に関して

　講習開始時刻の5分前には受付を済ませ、着席をして下さい。　著しく受講態度が悪い場合には退講措置をとらせ

　講習時間は、法律で定められた時間を基準に設定しておりますので、原則、講習の遅刻・欠席・途中退席は認めら

　ていただく場合があります。退講となった場合には受講料は返金致しませんのでご了承下さい。

　4.健康(体調)確認表提出　(※未記入もしくは、提出いただけない場合は受講ができません)

　5.出席簿にサインまたは印鑑押印

　6.駐車券をお持ちの方は事務局担当者に提示し、駐車料金割引券を貰う

　受講日当日は下記の手順に沿って受付を行っていただき、指定の座席に着席して下さい。

　(※受付前に研修室への入場はできません。受付時刻までは研修室外でお持ち下さい。)

　1.受付前にトイレにて手洗い・うがいを済ませる

　2.研修室前のアルコール消毒液にて手指消毒を行う。

　3.事務局担当者の指示に従い体温測定を行う　(※37.0℃以上の場合は受講ができません。)

　れません。当日遅刻した場合は例え数分であっても当日受講はできず、欠席扱いとなります。やむを得ない事情に

　事前連絡は、平日(10:00~16：00)まで　受講当日の連絡は(8:30~9：15)までに連絡をお願いします

■遅刻・欠席の取扱いについて

　より欠席される場合は必ず講習開始時間前に事務局までご連絡下さい。

　また講習開始2時間前の時点で所管の気象台より「暴風警報」または「特別警報」が発令されている場合に限り

　臨時休講と致します。（「大雨警報」は対象ではありません）後日、補講日程をお伝えします。

　

　服装は自由ですが、演習項目もありますので、動きやすい服装でお越し下さい。ジャージやスエットなどでも構い

　ませんが、クロックスやスリッパでの通学はお控え下さい。また更衣室はありませんのでご注意下さい。

　介護老人保健施設あおぞらでの講習には必ず上履きが必要となります。　上履きに関しては外履き用の靴を洗った

　研修室は医真会総合クリニックスと介護老人保健施設あおぞらの2箇所で行います。　受講日によって場所が変わ

　りますので詳しくは裏側をご参照下さい。(※敷地内は禁煙です)

　医真会総合クリニックスの研修室は4Fで、エレベーターは2基ありますが、4Fへは向かって左側のエレベーター

　トイレは、クリニックスでは2F・3Fにあります患者様用トイレを利用して下さい。老健あおぞらでは、1Fにあり

　ます職員用トイレを利用して下さい。いずれの施設でも他の方のご迷惑とならないよう静粛に移動を行って下さい

　テキスト3冊・カリキュラム・留意事項・健康(体調)確認表・筆記用具は毎回お持ちください。

■持ち物について

　別途持参物に関しましては、裏面の持参物の欄をご参照下さい。
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