
 

介 護 職 員 実 務 者 研 修 

資格の種類 

国家 公的 その他 

 

●介護職員実務者研修とは 

 平成24年度（2012年度）末でホームヘルパー1級・2級、介護職員基礎研修は廃止となり、平成25年度（2013年度）

からホームヘルパー2級は「介護職員初任者研修」へ移行され、介護職員基礎研修とホームヘルパー1級は「介護職員

実務者研修」に一本化されました。 

平成23年6月公布の「社会福祉士及び介護福祉士法」により、平成28年度の介護福祉士国家試験から実務経験3年に

加え、6ヶ月以上の実務者研修の受講が必要となりました。 

実務経験3年以上で、平成24年度以降に実務者研修を修了した方は介護福祉士国家試験において受験申込時の申請

により実技研修が免除されます。(平成27年度(第28回)試験まで) 

平成28年度(第29回)試験以降は、受験資格として「実務経験3年以上」に加え、「実務者研修」の修了が必要となり、

実技研修の免除に申請は不要となります。 

 他の研修修了者(ヘルパー1級、2級、介護基礎研修)が受講する場合は、修了している各研修に応じて、履修科目(学

科)が免除されます。 

 訪問介護事業所で働く場合には、サービス提供責任者として勤務することができます。 

 

 

●研修内容と研修時間は？ 

 研修時間は、450時間の履修が必要となります。 

 

※「医療ケア」は講義50時間とは別に演習を終了する必要があります。          ○は履修済みの学科 

１級 ２級 ３級

人間の尊厳と自立 5 ○ ○ ○ ○ ○
社会の理解Ⅰ 5 ○ ○ ○ ○ ○
社会の理解Ⅱ 30 ○ ○
介護の基本Ⅰ 10 ○ ○ ○ ○
介護の基本Ⅱ 20 ○ ○ ○
コミュニケーション技術 20 ○ ○
生活支援技術Ⅰ 20 ○ ○ ○ ○ ○
生活支援技術Ⅱ 30 ○ ○ ○ ○
介護過程Ⅰ 20 ○ ○ ○ ○
介護過程Ⅱ 25 ○ ○
介護過程Ⅲ（スクーリング） 45 ○
発達と老化の理解Ⅰ 10 ○ ○
発達と老化の理解Ⅱ 20 ○ ○
認知症の理解Ⅰ 10 ○ ○ ○ 認知症実践者研修

認知症の理解Ⅱ 20 ○ ○ 認知症実践者研修

障害の理解Ⅰ 10 ○ ○ ○
障害の理解Ⅱ 20 ○ ○
こころとからだのしくみⅠ 20 ○ ○ ○ ○
こころとからだのしくみⅡ 60 ○ ○
医療的ケア 　50※

実務者研修受講時間数 450 320 95 320 420 50 喀痰吸引等研修

訪問介護員研修
介護職員基礎研修 その他介護職員初任者研修教育内容 時間数



●県内の実務者養成施設指定一覧 

  

研修名 設置者 所在地 電話番号 課程 修業期間 

旭川荘厚生専門学院 

吉井川キャンパス 実務者研修 
（福）旭川荘 

岡山県岡山市東区西大寺浜

610 番地 
086-944-6911 通信 1～6月 

介護福祉士実務者研修 

【通学・倉敷校】 
（NPO）ウェル福祉学習センター 

岡山県倉敷市稲荷町 5-38  

倉敷労働会館内 
086-427-7761 昼間 7月 

介護福祉士実務者研修 

【通学・津山校】 
（NPO）ウェル福祉学習センター 岡山県津山市勝部 20－2 086-427-7761 昼間 7月 

介護福祉士実務者研修 

【通学・岡山校】 
（NPO）ウェル福祉学習センター 

岡山県玉野市築港 4丁目

25-10 
086-427-7761 昼間 7月 

介護福祉士実務者研修【通信】 （NPO）ウェル福祉学習センター 
岡山県倉敷市稲荷町 5-38  

倉敷労働会館内 
086-427-7761 通信 1～6月 

アイ・サポート・ワークス 

実務者研修（通信制） 
アイサポートワークス（株） 

岡山県岡山市北区内山下 2-

2-2 第 7小野ビル 3F 
086-221-2282 通信 6月 

実務者研修（通信） 

ジョブケア高梁校 
（有）アンビシャス 岡山県高梁市川端町 5-1 0866-56-3666 通信 1～6月 

介護福祉士実務者研修 （株）ハートスイッチ 
岡山県倉敷市茶屋町 2104-1 

株式会社創心會  大会議室 
086-420-1600 通信 2～6月 

サルピス  実務者研修  大元校 （株）サルピス 
岡山県岡山市南区下中野

1424-20 
086-270-1117 昼間 6月 

GIRASILE 岡山ひまわり校   

介護福祉士実務者研修 
（株）ＧＩＲＡＳＯＬＥ 

岡山県岡山市南区築港ひか

り町 2-2 
086-265-1123 昼間 6月 

GIRASILE 岡山ひまわり校   

介護福祉士実務者研修 通信課程 
（株）ＧＩＲＡＳＯＬＥ 

岡山県岡山市南区築港ひか

り町 2-2 
086-265-1123 通信 6月 

株式会社ステップ  養成科 （株）ステップ 
岡山県岡山市北区幸町 9-22 

樹宝マンション 
086-212-1270 通信 1～6月 

岡山県立北部高等技術専門校   

ケアサービス科  実務者研修 
岡山県 岡山県津山市川崎 953 0868-26-1125 昼間 6月 

倉敷市立倉敷翔南高等学校 

（総合学科 生活福祉系列） 
倉敷市 

岡山県倉敷市児島稗田 160

番地 
086-473-4240 昼間 

1年 

8ヶ月 

岡山医療福祉専門学校  

介護福祉士実務者研修課程 
（学）ベル学園 

岡山県岡山市中区門田屋敷

3丁目 5番 18号 
086-271-6001 通信 1～6月 

両備ヘルシーケア  

介護福祉士実務者研修 
（株）両備ヘルシーケア 

岡山県岡山市北区丸の内 

2丁目 1-10 
086-235-0800 通信 1～6月 

くらしき総合福祉専門学校  

実務者研修通信学科 
（株）薫風会 

岡山県倉敷市神田 2丁目 

3-5 
086-441-8181 通信 1～6月 

東洋セラピストカレッジ  

実務者研修通信課程 
株式会社 Opas 

岡山県岡山市北区本町 10-

22本町ビル 5階 
086-231-9213 通信 1～6月 



アイリーフ西口スクール 

実務者研修 
株式会社アイリーフ 

岡山県岡山市北区奉還町 

1-3-18 
086-239-7394 通信 6月 

学育の森の会 

介護福祉士実務者研修 
株式会社 J－Class 

岡山県苫田郡鏡野町寺和田

1555 
0868-52-0393 通信 1～6月 

ウェルサークル 

介護福祉士実務者研修 
株式会社ウェルサークル 岡山県岡山市中区中島 75-1 086-239-5670 通信 1～6月 

介護福祉士実務者養成所  

上東の家 
株式会社コエヴィ 岡山県倉敷市上東 1080-2 086-462-1701 通信 1～6月 

株式会社ジェックスケアカレッ

ジ介護福祉士実務者研修 

(株)ジェックスケアカレッ

ジ 
岡山県倉敷市西富井 654-6 086-441-3010 通信 1～6月 

（岡山県庁ホームページより令和 2 年 4月 3日現在の情報です。） 

 

●介護職員実務者研修に関する情報 

 岡山県 保健福祉部 保健福祉課 地域福祉班 

〒700-8570 岡山市北区内山下 2-4-6  

TEL 086-226-7326 

（ホームページ）https://www.pref.okayama.jp/page/557458.html 

 

 

（最終更新：令和 2年 5月） 

https://www.pref.okayama.jp/page/557458.html

