
 

 

 

 
 
 
 

 

１. 研修の目的  

高齢者介護の現場で働く職員が、高齢者の身体の特徴や、多い疾病の概要、健康状態の観察方法や医療介

入の必要性などを学ぶことによって、日常の介護をより安全で質の高いものにするとともに、適切に医療

職等と連携することができるようになることを目指して講義・個人ワークを行います。 
 

２. 対 象  

都内に所在する以下（①～⑮）の介護保険事業所において経験年数概ね 1～3 年目の介護職員で、基礎的

な医療知識を学びたい方（※前職がある場合はその勤務経験も含めます。） 
 

①訪問介護事業所(夜間対応型含) ②訪問入浴介護事業所 

③通所介護事業所(認知症対応型、地域密着型含) ④通所リハビリテーション事業所 

⑤短期入所生活介護事業所 ⑥短期入所療養介護事業所 

⑦認知症対応型共同生活介護事業所 ⑧小規模多機能型居宅介護 

⑨定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

⑩特定施設入居者生活介護事業所（包括型、地域密着型含。ケアハウス、有料老人ホーム 及びサービス付

高齢者向け住宅） 

⑪介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所含） 

⑫介護老人保健施設 ⑬介護療養型医療施設 ⑭介護医療院 

⑮看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 
 

３. 受 講 料     無料 
 

４. 日程・会場      

「収録型 WEB研修」と「集合型研修」どちらかをお選びいただけます。（内容は同じです） 

 

◆収録型 ＷＥＢ研修 

 配信期間 申込締切 定員 

第 1期 令和 3年 9月 15日（水） ～ 11月 2日（火） 8月 25日（水） 350名 

第 2期 令和 4年 1月 12日（水） ～ 2月 22日（火） ※申込については改めてご案内いたします。 

※視聴期間中は、お好きな時間に繰り返し見ることができます。 

※申込みが定員を超過した場合、一施設当たりの受講者数を制限するなどの調整を行う可能性があります。 

 

◆集合型 研修   

 日程 時間 会場 申込締切 定員 

第 1期 10月 27日（水） 9：25 - 17：00 三鷹産業プラザ 
9月 8日（水） 

45名 

第 1期 11月 5日（金） 9：25 - 17：00 家の光会館 60名 

※10月 27日は市部事業所優先となります。 ※時間割等は決定通知にてお知らせいたします。 

※定員に達し次第募集を締め切ります。   ※感染症等の状況により、定員が変更になる可能性があります。 

【福祉技術等向上研修】 

（20210714） 

東京都委託事業 

令和３年度 介護職員スキルアップ研修 

【医療的知識編】 

実施機関：社会福祉法人東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター研修室 



 

 

５. 申込から受講までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「アンケート回答」 
研修の動画視聴後、ＷＥＢ上で「受講者アンケート」の入力をお願いします。アンケート結
果は、今後の企画の参考とさせていただきます。 

アンケート 

回答 

「受講（視聴）」にあたって 
研修の動画は「収録型ＷＥＢ研修 特設サイト」から視聴いただけます。受講（視聴）にあ
たって、以下をご準備ください。 
①インターネット通信環境 
②スマートフォンでも視聴できますが、パソコン・タブレット等の利用を推奨します。 

受講 

（視聴） 

「パスワード・資料」の受理 
パスワードは 9月 1日以降、「けんとくん」に登録いただいている事業所のご住所に「郵送」
でお送りします（9月 8日までに届かない場合は、お手数ですがお問い合わせください）。 パスワード 

資料 

「けんとくん」からお申込みください。 
各施設・事業所ごとに発行されているＩＤ・パスワードでログインし、受講申込フォームに
必要事項を入力の上、お申込みください。 お申込み 

「特設サイト」での視聴テストを行ってください。 

受講申込み手続き前に、東社協研修受付システム「けんとくん」から「収録型ＷＥＢ研修 特

設サイト」で、動画の視聴環境の確認をしてください。特設サイトは「けんとくん」のトッ

プ画面の左列下部にバナーがあります。https://www.shakyo-sys.jp/kensyu/tokyo/ 

視聴テスト 

◆収録型ＷＥＢ研修 

「受講」 
決定通知に記載されている会場で受講。 
受講決定後、申込者が受講できなくなった場合は同じ事業所の別の職員（ただし、2.対象の
方）が受講することができますが、必ず事前にご連絡ください。 

受講 

「決定通知」の受理 
9月 22日頃、「けんとくん」に登録いただいている事業所のご住所に「郵送」でお送りしま
す（9月 28日までに届かない場合は、お手数ですがお問い合わせください）。 決定通知 

「けんとくん」からお申込みください。 
各施設・事業所ごとに発行されているＩＤ・パスワードでログインし、受講申込フォームに
必要事項を入力の上、お申込みください。 

お申込み 

◆集合型研修 

※受講申込み後は、必ずトップページの「申し込み確認」から申込み状況の確認をお願いします。 

【団体登録がお済みでない法人・事業所】東社協研修受付システム「けんとくん」

（https://www.shakyo-sys.jp/kensyu/tokyo/）にアクセスし、「新規団体登録」をお願いします。ID、パス

ワードが発行されるのは翌営業日です。申込締切日を勘案のうえ、手続きをお願いします。 

https://www.shakyo-sys.jp/kensyu/tokyo/


 

６.  カリキュラム      

 科目名 講師 

1部 介護職員の役割と医療的知識の必要性について 
公益社団法人 東京都介護福祉士会 

常務理事 内田 千恵子 氏 

2部 
高齢者に多い疾患の理解 

（疾病の理解と観察のポイント） 

公益社団法人 東京都医師会 

理事 土谷 昭男 氏 

3部 高齢者の心身の理解 
公益社団法人 東京都医師会 

理事 西田 伸一 氏 

4部 高齢者の日常生活を支える身体の管理（基礎知識編） 株式会社ケアーズ  

白十字訪問看護ステーション  

所長 服部 絵美 氏 5部 気づきのための観察ポイント（個人ワークと解説） 

 

７. 注 意 事 項  

（１）「２ .対象」をご確認のうえお申込みください。 

定員を超過した場合には、これまで受講したことがない、または前回受講から数年経過している事業

所を優先する場合があります。また、1 法人あたりの申込者が多数の場合には、調整させていただく

こともありますので、あらかじめご了承ください。  

（２） 1名で複数の回にお申込みすることはできません。 

（３） 受講決定後、申込者が受講できなくなった場合は同じ事業所の別の職員（ただし、経験年数概ね 1～3

年目の介護職員で基礎的な医療知識を学びたい方）が受講することができますが、必ず事前にご連絡

ください。 

（４）受講決定関係書類は、申込画面でご入力いただいた事務担当者宛に発送いたします。 

「５.申込から受講までの流れ」に記載の発送予定日を数日過ぎても通知が届かない場合は、下記「問合

せ先」までご連絡ください。 

 

８. 収録型ＷＥＢ研修受講にあたって 

  収録型ＷＥＢ研修に参加申込みは、以下の事項を必ずご確認の上、お申込みください。受講申込いただい

た場合、下記の項目に同意いただけたものとみなしますので、予めご了承ください。 

（１）禁止事項 

①講座の無断複製（録音、録画、キャプチャー等）及び他のＷＥＢサイトや著作物等への転載等を固く

禁じます。 

   ②視聴するために使用するＵＲＬ・パスワード等は、本講座受講者のみ利用可能です。お申込されてい

ない者との共有は固く禁じます。 

（２）免責・注意事項 

①ご利用のインターネット回線の状況や視聴側のパソコン環境等により、映像や音声が途切れる、また

は停止するなど正常に視聴できないことがあります。 受講者の視聴機器、通信環境、ソフトウェア、

その他の利用に関わる一切について本会は責任を負いません。 

②スマートフォン等による視聴は、契約されている通信事業者のパケット通信料定額制の加入契約をし

ていない場合、通信事業者から高額な料金を請求される場合がありますので特にご注意ください。 

 

９.  集合型研修実施時の新型コロナウイルス感染症対応について 

本研修の実施にあたり、感染防止策として「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン」等を参照 

した取組みを行います（以下、取組み例）。 

・受講生及び講師等の間の間隔の確保  ・受講生及び講師等のマスク着用の徹底 

・換気の実施             ・会場あたり受講者数を減らすための募集定員の削減 

※なお、新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大等、今後の状況によっては集合型研修を中止する場

合がございます。 
 
 

東京都福祉人材センター研修室 介護職員スキルアップ研修担当 （山田・小林・沖山・遠山） 

〒112-0006 文京区小日向 4-1-6 東京都社会福祉保健医療研修センター1階 

TEL：０３－５８００－３３３５  FAX：０３－５８００－０４４９ 

問合せ先 



■お問い合わせ 
東京都福祉人材センター研修室 
（担当： 山田・沖山・遠山・小林） 
TEL：03-5800-3335 
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kensyu/index.html 

つなげる笑顔のかけ橋 

■ 研修目的          
高齢者介護の現場で働く職員が、高齢者の身体の特徴や、多い疾病の概要、健康状態の観察方法や医療介入
の必要性などを学ぶことによって、日常の介護をより安全で質の高いものにするとともに、適切に医療職等と連
携することができるようになることを目指して講義・個人ワークを行います。 

東京都委託事業 

受講料：無料 

【福祉技術等向上研修】 

令和３年度 介護職員スキルアップ研修 

【医療的知識編】 

けんとくん 検索 

■ 日程 ・ 会場 ・各回内容は同じです 

♠ 収録型 ＷＥＢ研修 

  配信期間 申込締切 定員 

第1期 令和3年 9月15日（水） ～ 11月2日（火） 8月25日（水） 350名 

第2期 令和4年 1月12日（水） ～ 2月22日（火） ※申込については改めてご案内いたします。 

※視聴期間中は、お好きな時間に繰り返し見ることができます。 

♠ 集合型 研修  ・時間9：25～17：00 

  日程 会場 申込締切 定員 

第1期 10月27日（水） 三鷹産業プラザ 
9月8日（水） 

45名 

60名 第1期 11月 5日（金） 家の光会館 

※10月27日は市部事業所優先となります。  ※時間割等は決定通知にてお知らせいたします。 

※定員に達し次第募集を締め切ります。    ※感染症等の状況により、定員が変更になる可能性があります。 

■ カリキュラム 

  科目名 

1
部 

介護職員の役割と医療的知識の
必要性について 

2
部 

高齢者に多い疾患の理解 

（疾病の理解と観察のポイント） 

3
部 

高齢者の心身の理解 

4
部 

高齢者の日常生活を支える身体
の管理（基礎知識編） 

5
部 

気づきのための観察ポイント 

（個人ワークと解説） 

■ 対 象  

都内に所在する以下（①～⑮）の介護保険事業所において経験年数概ね
1～3年目の介護職員で、基礎的な医療知識を学びたい方（※前職がある場
合はその勤務経験も含めます。） 

①訪問介護事業所(夜間対応型含) ②訪問入浴介護事業所 
③通所介護事業所 
  (認知症対応型、地域密着型含) 

④通所リハビリテーション事業所 

⑤短期入所生活介護事業所 ⑥短期入所療養介護事業所 
⑦認知症対応型共同生活介護事業所 ⑧小規模多機能型居宅介護 
⑨定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 
⑩特定施設入居者生活介護事業所 （包括型、地域密着型含。ケアハウス、 
  有料老人ホーム 及びサービス付高齢者向け住宅） 

⑪介護老人福祉施設 
  （地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所含） 

⑫介護老人保健施設 ⑬介護療養型医療施設 ⑭介護医療院 
⑮看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

*お申し込みの際は募集要項を必ずご確認の上、申込サイト「けんとくん」から行ってください。 


