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法人名称      学校法人 北海道学院 

研修事業担当理事  理事長  伊原 明 

研修機関情報 事業所名  釧路専門学校 

住  所  釧路市昭和中央２丁目７番３号 

理  念  自然と人間を愛する教育 

学  則  別途 

研修施設・設備 釧路専門学校 

研 修 事 業 

情報 

研修の概要 介護職員初任者研修 

対 象  一般市民 

研修のスケジュール  

平成３０年５月８日～平成３０年８月７日 

 時間数  １３３時間 

定 員    ４０名 

指導者数   １５名 

研修受講までの流れ  

募  集  開講の１ケ月前 

申込み方法 所定の申込み用紙の提出により受付 

費 用    ７５，０００円 

留意事項   受講に相応しい服装 良好な受講態度  

 課程責任者 課程編成責任者名  仲田 美津子 

 研修カリキュラム 科目別 シラバス（別途） 

科目別時間数 担当講師名 

科目名 講師名 時間数 

１、職務の理解 五十嵐 あや子 ６時間 

２、介護における尊厳の保

持・自立支援 
匹田 美紀子 ９時間 

３、介護の基本 酒井 賢一 ６時間 

４、介護・福祉サービス 

の理解と医療との連携 

服部 あゆみ 

石川 富也 

川辺 裕美 

１２時間 

５、介護におけるコミュニ

ケーション技術 
酒井 賢一 ６時間 

６、老化の理解 
服部 あゆみ 

川辺 裕美 
６時間 

７、認知症の理解 五十嵐 あや子 ６時間 

８、障害の理解 

川辺 裕美 

服部 あゆみ 

佐山 由起子 

３時間 

９、こころとからだのしく

みと生活支援技術 

匹田 美紀子 

阿部 みつゑ 

伊東 利恵 

村上 智実 

的野 裕 

鈴木 慰子 

西  圭子 

７５時間 

１０、振り返り 

豊島 節子 

渡邊 千華子 

佐山 由起子 

４時間 

 

 



 研修カリキュラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目別特徴 

 演習内容 歩行、移動、移乗、睡眠、夜間のケア、食事、口腔ケア 

排泄、入浴、衣服の着脱、整容、清潔（褥そうの防止） 

 備  品 特殊ベッド、車いす、排泄用具、簡易浴槽、特殊浴槽、

歩行補助杖 人口呼吸人形、食事用具一式、ストレッ

チャー、視聴覚機器 

修了評価の方法 

       受講態度、筆記試験、演習により評価し合格点  

（６０点）以上に達する事 

評 価 者   各担当講師 

再評価の基準 不合格者には別途補講をし、再評価し合格点    

           （６０点）以上に達する事 

講師情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職員初任者研修 

名前 豊島 節子 

   現職 釧路専門学校非常勤講師 

   資格 社会福祉主事任用資格 児童福祉主司任用資格 

名前 五十嵐 あや子 

   現職 老人保健施設 老健くしろ 

   資格 看護師 痴呆介護指導者 

名前 阿部 みつゑ 

   現職 釧路専門学校専任講師 

   資格 看護師  

名前 匹田 美紀子 

   現職 釧路専門学校非常勤講師 釧路ケアカレッジ非常勤講師 

   資格 介護福祉士  

名前 西 圭子 

現職 釧路専門学校専任講師 

   資格 介護福祉士 

名前 酒井 賢一 

   現職 M&Y そよかぜ釧路センター 

   資格 社会福祉士 介護福祉士 介護支援専門員 

名前 服部 あゆみ 

   現職 特別養護老人ホーム やすらぎの苑 

資格 社会福祉士 看護師 介護支援専門員 

名前 鈴木 慰子 

   現職 釧路専門学校非常勤講師 

   資格 介護福祉士 介護支援専門員 

名前 村上 智実 

   現職 (株)フロンティア 

   資格 福祉用具プランナー 福祉住環境コーディネーター２級 

名前 的野 裕 

   現職 ㈱釧路ケア介護ショップほほえみ 

   資格 介護福祉士 福祉住境コーディネーター２級 

名前 伊東 利恵 

   現職 釧路専門学校専任講師 

   資格 介護福祉士 介護支援専門員 

 



講師情報 

 

名前 石川 富也 

   現職 釧路専門学校非常勤講師 

   資格 社会福祉士 

名前 川辺 裕美 

   現職 老人保健施設 老健くしろ 

   資格 看護師 

名前 渡邉 千華子 

現職 釧路専門学校専任講師 

   資格 介護福祉士 

名前 佐山 由起子 

現職 釧路専門学校非常勤講師 

   資格 看護師 

実績情報 過去の研修実施回数（年度毎）  

  研修延べ参加人数（訪問介護員１、２級、基礎研修 初任者研修） 

 （２級）平成１１年度 ２回  ６８名 

 （２級）平成１２年度 ４回 １８０名 

 （２級）平成１３年度 ４回 １１４名  （１級） １回  １５名 

 （２級）平成１４年度 ４回 １３５名  （１級） １回  ２１名 

 （２級）平成１５年度 ５回 １６４名  （１級） １回  １５名 

 （２級）平成１６年度 ５回 １５４名  （１級） １回  ２１名 

 （２級）平成１７年度 ５回 １３３名 

 （２級）平成１８年度 ５回 １５４名 

 （２級）平成１９年度 ２回  ５６名 

（２級）平成２０年度 ３回  ６２名 

 （２級）平成２１年度 ３回  ６７名 （介護職員基礎研修） １回  ２０名 

 （２級）平成２２年度 ３回  ５４名   

 （２級）平成２３年度 ２回  ３２名 （介護職員基礎研修） １回  ２０名  

 （２級）平成２４年度 ２回  ３１名 （介護職員基礎研修） １回  ２０名 

初任者研修平成２５年度 １回   ８名 

     平成２６年度 ２回  ３８名 

     平成２７年度 ３回  ４２名 

     平成２８年度 ３回  ３４名 

     平成２９年度 ３回  ４５名 

連絡先等 申し込み・資料請求先 

釧路専門学校 釧路市昭和中央２丁目７番３号 

事業所の苦情対応者名  釧路専門学校附帯事業部  部長 阿部 みつゑ       

電話 ０１５４－５１－３１９５ 

URL ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｋａｓｅｒｕ．ｃｏｍ 

 


