
介護福祉士　実務者研修

介護・医療・福祉が学べる

①多くの教室は、介護施設内でスクーリング（8回）となります。

より実践に近い環境で学習できます。

②介護現場を知り尽くした講師陣が理解度に応じて指導を行います。

③受講生一人ひとりへ個別フォローを徹底しております。

学習の進め方やレポートの提出について、授業について等

不安な事があったら連絡ください。

④医療的ケアでは、3回の講義を設け、受講5名～6名に講師1名を

配置致します。

⑤介護現場で、働きたい方を応援します。

（当社は斡旋は行っておりません。情報提供させて頂きます。）

日本総合福祉アカデミーで学ぶ、５つ のメリット

日本総合福祉アカデミー（運営会社：株式会社ガネット）

0120-294-071（土日祝除く）

ご挨拶

この度は、日本総合福祉アカデミー「実務者研修」の資料請求頂き

誠にありがとうございます。

早速、案内書を送付させて頂きました。どうぞご検討ください。

現在の「介護福祉士国家試験」は受験資格として、実務経験3年に

加えて、この「介護福祉士実務者研修」の修了が義務づけられました。

介護福祉士として必要な知識・技術を習得する上でスクール選びは

大変重要です。日本総合福祉アカデミーは全国104拠点で教室を

展開しております。地域に根付いた教室を創るために介護事業者の

皆様にご協力を頂いております。病院・特養・老健・有料・デイ等々の

介護施設の中で演習を行っております。登壇する講師も、その施設の

責任者や地域の病院の看護部長等、現役として現場で活躍されて

いる方々にもご協力頂いております。

皆様のお近くにある日本総合福祉アカデミーで「実務者研修」受講を

おすすめいたします。
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※筆記用具は全回でご持参ください。

〒 -

県 名古屋市守山区上志段味東谷2074番地69

住宅型有料老人ホーム　すまいるハッピー上志段味

【駐車場】 施設敷地内に専用駐車場がございます。

【電　車】 志段味巡回バス（大久手池東）から徒歩1分

（巡回バスは小幡駅・高蔵寺駅から乗れます。）

守山 校 実務者研修 2020

オリエン

テーション
映像視聴 30分 通信レポート学習前に必ずご視聴ください。

受講について

注意点
自宅

年 7 月開講

日時 持参物 内容 会場

9 月 eラーニングの場合はスマホやＰＣで受講できます。

※インターネット環境が無い場合は  問題と解答用紙を

　　送付させて頂きます。郵送にて提出ください。

自宅

指定された提出日にご提出ください。

第1回目 10/4(日) 9:30 18:30 テキスト　第5巻

通信

レポート

学習

2020 年 7 月 ～

介護過程Ⅲ① 守山

第2回目 10/18(日) 9:30 18:30 テキスト　第5巻 介護過程Ⅲ② 守山

守山

第4回目 11/8(日) 9:30 18:30 テキスト　第5巻 介護過程Ⅲ④ 守山

第3回目 10/25(日) 9:30 18:30 テキスト　第5巻 介護過程Ⅲ③

守山

第6回目 11/29(日) 9:30 18:30 テキスト　第8巻 医療的ケア① 守山

第5回目 11/15(日) 9:30 18:30 テキスト　第5巻 介護過程Ⅲ⑤

守山

第8回目 12/13(日) 9:30 12:30 テキスト　第8巻 医療的ケア③ 守山

第7回目 12/6(日) 9:30 18:30 テキスト　第8巻 医療的ケア②

守山 校

受講会場の地図
463 0001

愛知



企業（法人）様が受講料を

お支払いする口座と受講者本人が

受講料をお支払いする口座が

違いますので、ご注意ください。

受講申込書をご記載ください。

FAX・メール・郵送にてご提出ください。

保有資格の資格者証も合わせて

ご提出をお願い致します。

受講希望会場の日程をご確認の上、お申込みください。 保有資格によって受講料は異なります。

別途、校舎を希望の場合は連絡ください。 裏面　受講料一覧をご確認ください。

教室一覧は下記URLより参照ください。 ※お振込み頂く際は税込価格でのお振込みを

https://nsf-ac.jp/ 　お願い致します。

勤務先・自宅へオリエンテーション資料と教材が 自宅にて、PC・スマホ等でご視聴頂きます。

届きます。 視聴環境が無い場合はご相談ください。

個別対応させて頂きます。

レポート課題を提出頂きます。 全8回のスクーリングがあります。

eラーニング　or　　郵送提出の選択をしてください。 介護過程Ⅲ　5回

eラーニングはPC・スマホ等で選択・入力できます。 医療的ケア　3回

郵送提出の場合は問題用紙と解答用紙を期日までに 講師によって、実務でも活かせるように理解度を

4回に分けて、返送頂きます。 高められる授業を行います。

お問合せ

㈱ガネット　日本総合福祉アカデミー　事務局

受講修了後、修了証が発行されます。

修了月の翌月末までに届きます。

※修了証の再発行には2,500円（税別）の手数料がかかります。

渋谷本社
〒150‐0043

　東京都渋谷区道玄坂2‐10‐7 新大宗ビル1号館　7階

　TEL　03‐5457‐5825

  FAX  03-3461-1815

担当 木本　昌吾

０１ 受講申込み ０２ 受講料のお振込み

０３ 資料・教材の受け取り ０４ オリエンテーション（動画視聴）

０５ 通信学習 開始 ０６ 通学 開始

０７ 修了証発行

受講申込み～修了までの流れ



無資格の方 円（税別） 円（税込）

初任者研修修了者 円（税別） 円（税込）

訪問介護職員2級取得者 円（税別） 円（税込）

訪問介護職員1級取得者 円（税別） 円（税込）

介護職員基礎研修修了者 円（税別） 円（税込）

※喀痰吸引等研修修了者は別途、お知らせください。修了行為数によって、受講内容と価格が違ってまいります。

教育訓練給付制度の対象講座となっております。制度を利用される方は受講料の20％が

支給されます。受講者本人が受講料を支払っている方のみが対象となります。

・ 体調不良などにより、欠席する場合は下記へ連絡をおお願い致します。

研修の一部、もしくは1日を欠席した方で、やむを得ない事情があると認められた場合、別途補講を行います。

・ 理由の如何に関わらず、10分以上の遅刻・早退は欠席扱いとなります。
欠席した場合、補講が必要となります。当社スタッフより補講日時と場所をご案内致します。

補講料 10,000円（税別）

・ 介護過程Ⅲは5日目に修了試験があります。万が一、修了試験に不合格となった場合は再試験となります。

再試験料 5,000円（税別）

・ 服装に関しては、足首まで隠れるズボンでお願い致します。

・ ヒール、サンダルは厳禁です。

・ 研修日当日は10分前入室、5分前着席にご協力願います。

・ 研修修了時間は上記は目安となります。授業の進捗度合によって、長くなる事がございます。

・ 研修中はスマホ・携帯電話・モバイル等の電子機器は使用禁止でお願い致します。

132,000 145,200

39,200 43,120

実務者研修は「文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した

養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得」するための研修となっています。

98,000 107,800

98,000 107,800

88,000 96,800

受講料

受講時の注意点

株式会社ガネット 日本総合福祉アカデミー事務局

渋谷本社 03-5457-5825    名古屋支社 052-446-7703 大阪支社 06-4792-7740 



守山校

日
程

介護福祉士実務者研修

生徒募集中！

応募方法

下記記載のお電話、もしくはメール、FAXでお申し込みください。
定員になり次第受付を終了いたします。

応募締切 6月19日（金）

※助成金を活用される場合は
5月15日（金）まで

2 0 2 0 年 ７月 よ り 通 信 教 育 開 始 ！（約３ヵ月間）※eラーニング・スマホ対応

会場へのアクセス

日本総合福祉アカデミー守山校
株式会社オオツカ
〒463-0001
愛知県名古屋市守山区上志段味東谷2074番69

住宅型有料老人ホーム
すまいるハッピー上志段
※お車でお越しの方
施設敷地内に専用駐車場あり

※交通機関でお越しの方
志段味巡回バス（大久手池東）から徒歩1分

（巡回バスは小幡駅・高蔵寺駅から乗れます）

◆通信学習３ヵ月間＋通学学習８日：保有資格によっては免除科目もあります。
◆通信学習はeラーニング対応：空き時間にスマホでのご受講が可能です。

受講料

ヘルパー2級
初任者研修保持者 ¥98,000

（
税
別
）

※テキスト代込。

※受講が確定後、指定の口座にお振込みいただきます。
※保有資格によって受講料が異なります。

裏面をご参照ください
詳しくはお問い合わせください。

介護福祉士受験に必須 介護福祉士のメリット 働きながら受講可能

２０１７年より、介護福祉士に
なるためには実務者研修修了が
必須条件となりました。
加えて実務者研修を修了すれば、
〈サービス提供責任者〉にもな
れます。

国家資格である介護福祉士は、事業所
に不可欠な存在！２０１９年１０月か
らスタートした介護職員等特定処遇改
善加算では、待遇アップの対象となる
資格として介護福祉士が位置づけられ
ています。取得することでさらなる待
遇が期待できます！！

【通信学習】
eラーニングだからスマホ・タ
ブレットやパソコンでライフス
タイルに合わせて受講可能で
す！
【スクーリング】
週に1回なので働きながらでも
無理なく受講可能です！

介護過程Ⅲ 喀痰吸引 経管栄養 救急蘇生法

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回

10/4
（日）

9:30～18:30

10/18
（日）

9:30～18:30

10/25
（日）

9:30～18:30

11/8
（日）

9:30～18:30

11/15
（日）

9:30～18:30

11/29
（日）

9:30～18:30

12/6
（日）

9:30～18:30

12/13
（日）

9:30～12:30

実務者研修お問合せ・お申込先（受付10:00～19:00） 主催：日本総合福祉アカデミー/株式会社ガネット

☎TEL ０５２-４４６-７７０３ ✉ｍａｉｌ： support-aichi@nsf-ac.jp

FAX 052-446-7704 担当：木本

日本総合福祉アカデミー守山校



お支払いについて
受講料を開講前月末までにお支払い
いただきます。

お申込時にご案内致します。

※振り込み手数料についてはご負担願います。
※期日までにお支払が確認できない場合、受講

いただけませんのでご了承ください。

キャンセルポリシーについて

①やむを得ない事情がある場合は、開講1週間前
までにご相談下さい。
②万が一参加が難しい場合は次開講時に優先的に
参加いただけます。

定員制を取っている為、お申込みいただいた時点でお席
を確保させていただく性質上、キャンセル可能期日
（開講1週間前）以降のキャンセルはキャンセル料が
かかります。

会場へのアクセス

・無資格者 ¥132,000
・ヘルパー2級所有者 ¥98,000
・初任者研修修了者 ¥98,000
・ヘルパー1級所有者 ¥88,000

・基礎研修修了者 ¥39,200

（
税
別
）

※テキスト代込。
※上記受講料はすべて税別価格表記です。
※受講が確定後、指定の口座にお振込みいただきます。

日本総合福祉アカデミー守山校
〒463-0001
愛知県名古屋市守山区上志段味東谷2074番69

住宅型有料老人ホーム
すまいるハッピー上志段味
※お車でお越しの方
施設敷地内に専用駐車場あり

※交通機関でお越しの方
志段味巡回バス（大久手池東）から徒歩1分
（巡回バスは小幡駅・高蔵寺駅から乗れます）

アクセスマップQRコード

実務者研修講座予約申込書 5月15日締切（先着10名）

御社名 ご記入者様氏名

受講者保有資格
　　①　ヘルパー２級　　　　　　　　　  名　　　　　②　初任者研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　  名
　　③　介護職員基礎研修              名　　　　   ④　その他資格　　　　 　　　　名　　計　　　　名

e-mail携帯

TEL FAX

ご住所〒

キャンペーン専用お申込書

日本総合福祉アカデミー守山校

詳しくは



介護職員実務者研修コース

カリキュラム

運営：株式会社ガネット

守山校

  



講座概要

講座名

介護職員実務者研修修了コース(全56.5時間)

講座の概要

・介護業界における介護過程の展開方法（介護過程Ⅲ）：介護過程の展開、介護計画の立案、適切な介護サービスの提供ができる能力を養う。

　介護計画に盛り込むべき内容、諸要素、課題の抽出方法、課題の優先順位づけの判断基準を理解し、課題と目標との関係、課題を目標として具体化する方法

　長期及び短期の目標の設定並びに援助内容の設定についての考え方と方法を学ぶ。

講座の目標

・知識、技術を総合的に活用し、利用者の心身の状況などに応じて介護過程を展開し系統的な介護（アセスメント、介護計画立案、実施、モニタリング

　介護計画の見直しなど）を提供できる。実務者研修課程で学んだ知識、技術を確実に習得し、活用できる。

・医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な知識・技術を修得する。

講座の形式・方法

　講義及び演習

履修科目

・人間の尊厳と自立　　・社会の理解Ⅰ,Ⅱ 　・介護の基本Ⅰ,Ⅱ　・ コミュニケーション技術 　・生活支援技術Ⅰ,Ⅱ　・介護過程Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

・発達と老化の理解Ⅰ,Ⅱ　・認知症の理解Ⅰ,Ⅱ　・障害の理解Ⅰ,Ⅱ　・こころとからだのしくみⅠ,Ⅱ・医療的ケア

教材・参考文献など

　実務者研修テキスト（株式会社日本医療企画）



実務者研修・通信学習

株式会社 オオツカ 受講開始日（教材受け渡し日）

レポート提出日

通信レポート学習

2020年7月1日（水）

下記参照願います。

科目番号 科目名（学習時間） 設問数 時間数 該当テキスト 提出日

無資格
初任者

研修
Ｈ2 Ｈ1

基礎

研修

●

該当者

免除 免除 免除 免除

科目2 社会の理解Ⅰ 11問　（選択10/記述1） 5 1巻

科目1 人間の尊厳と自立 5問　（選択4/記述1） 5 1巻

● 免除 免除 免除 免除

科目3 社会の理解Ⅱ 16問　（選択15/記述1） 30 1巻 ● ● ● 免除 免除

科目4 介護の基本Ⅰ 13問　（選択12/記述1） 10 2巻 ● 免除 免除 免除 免除

科目5 介護の基本Ⅱ 16問　（選択15/記述1） 20 2巻 ● ● 免除 免除 免除

科目6 コミュニケーション技術 16問　（選択15/記述1） 20 3巻 ● ● ● 免除 免除

科目7 生活支援技術Ⅰ 13問　（選択12/記述1） 20 4巻 ● 免除 免除 免除 免除

免除 免除 免除 免除科目8 生活支援技術Ⅱ 14問　（選択13/記述1） 30 4巻 ●

科目9 介護過程Ⅰ 14問　（選択13/記述1） 20 5巻 ● 免除 免除 免除 免除

科目10 介護過程Ⅱ 16問　（選択15/記述1） 25 5巻 ● ● ● 免除 免除

科目11 発達と老化の理解Ⅰ 4問　（選択3/記述1） 10 6巻 ● ● ● 免除 免除

科目12 発達と老化の理解Ⅱ 12問　（選択11/記述1） 20 6巻 ● ● ● 免除 免除

科目13 認知症の理解Ⅰ 13問　（選択12/記述1） 10 6巻 ● 免除 ● 免除 免除

科目14 認知症の理解Ⅱ 16問　（選択15/記述1） 20 6巻 ● ● ● 免除 免除

科目15 障害の理解Ⅰ 10問　（選択9/記述1） 10 6巻・（3巻） ● 免除 ● 免除 免除

科目16 障害の理解Ⅱ 16問　（選択15/記述1） 20 6巻 ● ● ● 免除 免除

科目17 こころとからだのしくみⅠ 16問　（選択15/記述1） 20 7巻 ● 免除 免除 免除 免除

● ● 免除 免除科目18 こころとからだのしくみⅡ 16問　（選択15/記述1） 60 7巻 ●

科目19 医療的ケア 16問　（選択15/記述1） 50 8巻 ● ● ● ● ●

405 405 275 275 50 50

7月20日(月)

7月20日(月)

7月20日(月)

7月20日(月)

7月20日(月)

7月20日(月)

8月20日(木)

8月20日(木)

8月20日(木)

8月20日(木)

9月20日(日)

9月20日(日)

10月20日(火)

9月20日(日)

9月20日(日)

9月20日(日)

9月20日(日)

10月20日(火)

10月20日(火)



実務者研修・スクーリング

時間割(介護過程Ⅲ：37.5時間（7.5時間×5日)）

介

護

過

程

Ⅲ

①

10/4

(日)

研修：7.5時間

   9:30～18：30

(小休憩：3回 計30分）

  11：10～11：20

  15：40～15：50

  17：30～17：40

(昼休憩：1時間）

  13：00～14：00

■介護過程の基礎的知識、ICFについて／講義・演習

介護過程の展開・介護過程を展開することで、根拠に基づいた介護実践ができることを事例を通して理解します。

・事例でアセスメントシート作成

・事例に合わせてICFの表枠の中に書き込み、それぞれの構成要素同士が双方向で作用していることを理解できる。

介

護

過

程

Ⅲ

②

10/18

(日)

研修：7.5時間

   9:30～18：30

(小休憩：3回 計30分）

  11：10～11：20

  15：40～15：50

  17：30～17：40

(昼休憩：1時間）

  13：00～14：00

■介護過程の展開の実践（事例検討・介護技術）／講義・演習

アセスメント～評価の流れ・多様な事例を設定し、グループワークで検討します。

・テキストにそって、介護の知識・技術を確認します

・多様な事例で分析の練習

・根拠のある介護を提供するための思考過程を身につける

介

護

過

程

Ⅲ

③

10/25

(日)

研修：7.5時間

   9:30～18：30

(小休憩：3回 計30分）

  11：10～11：20

  15：40～15：50

  17：30～17：40

(昼休憩：1時間）

  13：00～14：00

■介護過程の展開の実践（事例検討・介護技術）／講義・演習

介護職同士のチームケア・多様な事例で計画立案～実施～評価

・チームケアで行うことを理解し、統一した介護が提供できる計画を立案できる

介

護

過

程

Ⅲ

④

11/8

(日)

研修：7.5時間

   9:30～18：30

(小休憩：3回 計30分）

  11：10～11：20

  15：40～15：50

  17：30～17：40

(昼休憩：1時間）

  13：00～14：00

■介護過程の展開の実践（事例検討・介護技術）／講義・演習

事例検討（アセスメント～計画立案～実施～評価）多様な事例のアセスメント～計画立案～実施～評価

※ADLの項目に分けた用紙で展開する

授業内で扱った事例で介護過程を理解し、4～5日目の各事例で確実に身につける

多様な事例のアセスメント～計画立案～実施～評価

（ADLの項目には分けず、各グループで分析すすめる）

介

護

過

程

Ⅲ

⑤

11/15

(日)

研修：7.5時間

   9:30～18：30

(小休憩：3回 計30分）

  11：10～11：20

  15：40～15：50

  17：30～17：40

(昼休憩：1時間）

  13：00～14：00

■事例検討、知識･技術の習得度の確認／講義・演習利用者の心身の状況等に応じた介護を行うことができるか、確認します。

事例検討（アセスメント～計画立案～実施～評価）

多様な事例での　アセスメント～計画立案～実施～評価

（ADLの項目には分けず、各グループで分析すすめる）（評価するときの具体的な視点も考える。）

総合学習



実務者研修・スクーリング

時間割(医療的ケア：19時間（8時間×2日+3時間×1日)

科目 日程 時間 授業内容と目標

医

療

的

ケ

ア

①

11/29

(日)

研修：8時間

9:30～18：30

(昼休憩：1時間）

12：30～13：30

■喀痰吸引（口腔５回以上、鼻腔５回以上、気管カニューレ内部５回以上）／講義・演習

   口腔・鼻腔・気管カニューレ内部の喀痰吸引の演習

・喀痰吸引に必要な人体構造と機能、小児の吸引、急変状態への対応など、喀痰吸引を実施するために必要な基礎的知識と実施手順が

　理解できる

医

療

的

ケ

ア

②

12/6

(日)

研修：8時間

9:30～18：30

(昼休憩：1時間）

12：30～13：30

■経管栄養（胃ろう又は腸ろう５回以上、経鼻経管栄養５回以上）／講義・演習

　胃ろう又は腸ろうの経管栄養の演習

・経管栄養に必要な人体構造と機能、小児の吸引、急変状態への対応など、喀痰吸引を実施するために必要な基礎的知識と実施手順が

　理解できる

医

療

的

ケ

ア

③

12/13

(日)

研修：3時間

9:30～12：30

■救急蘇生法（１回以上）　■AED　／講義・演習

　救急蘇生法を実施するために必要な基礎的知識と実施手順が理解できる

・近年普及しているAEDの使用方法を学ぶことでAEDを用いてより効果的な心肺蘇生法を行い、救命率向上につながることが

　理解できる



株式会社オオツカ　　受講予定者の皆様へ

～

～

～

～

～

～

～

～

受講の流れ

① 受講を希望される方は保有資格者証のコピー・身分証明書のコピーをご提出ください。 ：

※身分証は免許証・保険証等の公的なものとなります。

※保有資格者証に関しては、免除科目ある方のみの提出となります。

② 教材について

6月21日（日）オリエンテーション時にオリエンテーション資料と教材をお渡しします。大きめのカバン等を準備してください。

③ 通信レポート学習について

・ 原則、eラーニングにてご受講いただきます。（スマホ・PC・タブレットで解答を入力するのみとなります。）

動作環境に関してはWindows７以上なら受講可能です。

・ スマホやPC等の環境が無い方は事前に木村施設長へお知らせください。

問題用紙・解答用紙・返信用封筒を送付いたします。郵送にて提出いただき、添削後返却します。

・ 途中で紙媒体への変更も可能です。その際は直接、日本総合福祉アカデミーへご連絡ください。

・ 各科目ごとに提出期限を定めております。遅れることのないようにお願い致します。

➃ 提出物3点 ： アセスメントシート・プロフィールシート・受講申込書

提出先 ：

〒450-0003 　名古屋市中村区名駅南1-17-29広小路ESビル1階

提出期限 ： 2020年7月20日（月） プロフィールシート・受講申込書

2020年8月20日（木） アセスメントシート

⑤ スクーリングにおける注意点

・ 理由の如何に関わらず、10分以上の遅刻・早退は欠席扱いとなります。

※かなり厳格な対応が求められます。電車遅延等も理由として認められませんのでお気を付けください。

・ 体調不良などにより、欠席する場合は下記へ連絡をお願い致します。

研修の一部、もしくは1日を欠席した方で、やむを得ない事情があると認められた場合、別途補講を行います。

欠席した場合、補講が必要となります。補講は開講中の別校舎、もしくは名古屋校にて実施します。

当社スタッフより、日時と場所のご連絡をさせていただきます。

補講は補講料　10,000円（税別）がかかります。自己負担となります。

・ 介護過程Ⅲの最終日に修了試験があります。万が一、修了試験に不合格となった場合は再試験となります。

再試験は再試験料　5,000円（税別）がかかります。自己負担となります。

・ 服装に関しては、足首まで隠れるズボンでお願い致します。ヒール・サンダルは厳禁です。

・ 研修日当日は10分前入室、5分前着席にご協力願います。

・ 研修修了時間は上記は目安となります。授業の進捗度合によって、長くなる事がございます。

■ 受講に関するお問合せはこちらへ
日本総合福祉アカデミー事務局 電話 ０５２－４４６－７７０３

名古屋支店 メール unei-nagoya@gannet.co.jp　

会場

月
eラーニングの場合はスマホやＰＣで受講できます。

※インターネット環境が無い場合は  問題と解答用紙を

　　送付させて頂きます。郵送にて提出ください。

介護過程Ⅲ③

介護過程Ⅲ②

すまいるハッピー上志段味

テキスト　第5巻

日時 持参物 内容

年 7 月 ～ 9

オリエン

テーション

受講について

注意点
6/21(日) 10:00

介護過程Ⅲ①

第3回目 10/25(日) 9:30 18:30 テキスト　第5巻

第4回目 11/8(日) 9:30 18:30 テキスト　第5巻

第5回目 11/15(日) 9:30 18:30 テキスト　第5巻

第6回目 11/29(日) 9:30 18:30 テキスト　第8巻

10/18(日) 9:30 18:30

18:30 テキスト　第8巻第7回目 12/6(日) 9:30

2020年　7月開講　介護福祉士実務者研修
実務者研修は「文部科学大臣及び、厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において

介護福祉士として必要な知識及び技能を修得」するための研修となっています。

すまいるハッピー上志段味

すまいるハッピー上志段味

自宅
指定された提出日にご提出ください。

第1回目 10/4(日) 9:30 18:30 テキスト　第5巻

第2回目

第8回目 12/13(日) 9:30 12:30 テキスト　第8巻

日本総合福祉アカデミー　名古屋校　事務局宛

すまいるハッピー上志段味

すまいるハッピー上志段味

すまいるハッピー上志段味

すまいるハッピー上志段味

施設長　木村 知子　
提出先 すまいるハッピー上志段味

介護過程Ⅲ⑤

介護過程Ⅲ④

医療的ケア②

医療的ケア①

すまいるハッピー上志段味医療的ケア③

～ 12:00
筆記用具

教材が入る大きめのカバン
すまいるハッピー上志段味

通信

レポート

学習

2020


