
1

● 研修機関情報

● 法人名称

東電パートナーズ株式会社

● 法人住所

〒135-0044
東京都江東区越中島3-5-19　東新越中島ビル３階

● 代表者名

代表取締役社長　芥田　周平

● 研修事業担当取締役

常務取締役　島津　正毅

● 事業所名称

東電パートナーズ株式会社

● 事業所住所

〒135-0044
東京都江東区越中島3-5-19　東新越中島ビル３階

● 学則

URL   http://www.tepco-partners.co.jp/　（リンク先から検索）

● 研修施設、設備

東電さわやかケアポートとしま　３階　研修室

ベッド、車椅子、ポータブルトイレ各４台、その他研修に関わる備品

その他備品（食事介助、排泄介助、歩行介助、着脱介助等）

● 事業所の組織

URL   http://www.tepco-partners.co.jp/　（リンク先から検索）

● 研修事業情報

● 受講対象者

東京都近郊在住で、講習会場まで通学可能な方

● 研修スケジュール（期間・日程・時間数）

第１回 5月Ⅰ開講 講義・演習　平成29年5月13日～平成29年8月26日

第２回 10月Ⅱ開講講義・演習　平成29年10月14日～平成30年3月3日

● 定員

集合研修　１回　12名

● 指導者数

　 集合研修　１回につき１名

● 研修受講までの流れ

１、開講日

　　開講日に合わせて、テキストを発送いたします。

２、開講日（ガイダンスと講義）

　　ガイダンスで、講義と演習学習の内容と注意事項、修了認定までの流れを説明します

　　ガイダンス後、「職務の理解」の講義を行います。

３、自宅学習レポートの開始

　　ガイダンス時に、自宅学習レポートを配布いたします。

　　講義と平行して、自宅学習を行っていただきます。

　　自宅学習レポートは、第１回～４回まであり、

　　テキストを読んで、レポートに取り組んでいただきます。

　　第６回目講義までに、すべてのレポートを提出していただきます。

４、講義と演習学習の開始

　　研修カリキュラムに基づいた、講義と演習学習を行います。

　　各研修の評価基準に従い、学習状況・理解を評価します。

５、振り返り（４時間）

　　各学習の振り返りを行うと共に、研修終了後における継続的な研修を行います
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６、修了評価（筆記試験）

　　１時間の筆記試験を行います。７０%以上が合格です

７、修了認定（修了認定会議）

　　講師により、各講義と演習学習の評価と筆記試験の結果を踏まえて

　　修了認定の評価が行われます

８、修了証明書の発行

　　合格者には修了証明書が発行されます。これで研修が修了です。

● 受講料及び費用

講習費（テキスト代含む）　　８９,８００円
● 留意事項

研修に関して、適切な対応を行う窓口を設置すると共に、苦情等の窓口も合わせて

研修実施部署と連携し、苦情・事故が生じた場合は、迅速に対応します。

事業実施に伴い、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用することはいたしません。

● 特徴

介護現場ですぐに対応できる知識・技術を習得できます。

ボディメカニクスを使って、一ケア一声掛けでやさしい介助ができるようになります。

腰を痛めない介助の方法を学びます。

利用者にとってなくてはならない介護職を育成します。

● 受講者へのメッセージ

介護の仕事がしたい・・・　　　家族の介護がしたい・・・

高齢者の方の役に立ちたい・・・・　　　資格が取りたい

皆さまがこの研修に参加される動機は様々ですが、高齢の方・障害のある方のお手伝いとは

どんなものか、是非この研修で知っていただきたいと思います。

介護サービス提供とは、なぜこのサービスをするのか、なにができて何ができないのか、今後の予後予

もとに行っています。もとになるものは、「個人の尊厳を守る」「安全安楽にする」「自立につながる」

「主体性を大切にする」ことなので、介護の知識と技術を習得する必要があります。

特に、生活支援技術では、「ボディメカニクスを使って、一ケア一声かけでやさしい介助ができる」を

モットーに研修を行います。

　　人間の自然の動きに自分を合わせることができること。身体介護では

　　身体介護ではこれから何をするかの声掛けをして、一緒に動くこと

　　手は支える手・こころにひびく手で行うこと

一人でも多くの介護職員が増えることが、高齢者・障害者の方が安心して自分らしく生活ができることに

つながります。私たちは、介護職の仲間が増えることを楽しみにしています。

私たちと一緒に学びましょう。

● 課程編成責任者

岩﨑　礼子

　スーパーバイザー

● 研修カリキュラム（科目別講師・内容・時間）

URL   http://www.tepco-partners.co.jp/　（リンク先から検索）



3

● 通信形式の教材・指導体制・指導方法・課題

教材：財団法人　長寿社会開発センター発行　「介護職員初任者研修テキスト」

指導体制・方法：受講生の質問については、FAXもしくは電子メールにて受付け、必要に応じて

担当講師に照会する

添削課題については、課題の理解度及び記述の的確性・倫理性に応じて、担当講師が

Ａ・Ｂ・Ｃの評価を行う

● 修了評価の方法、評価者、再履修等の基準

担当講師が科目ごとに行い、その評価をまとめて項目全体の評価を行う。

認定基準は、理解度の高い順にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４区分で評価し、Ｃ以上の評価の受講者を

評価基準に満たしたとして認定する。

評価基準に達しない場合は、必要に応じて補講を行い、再試験にて、Ｃ判定以上の評価で認定とする。

修了評価は、筆記試験により行い、７０％以上を合格とする。

合格基準に達しない場合は、当日追試を行い７０％以上を合格点とする。

さらに合格点に達しない場合は、後日、再々追試を１回行う。

● 通信方式実施方法（学習内容）

添削課題（第１回～４回）を、提出期限までに提出。

合格点に達しない場合は、期限内までに合格点に達するまで再提出を行う

● 通信方式の時間数

40.5時間

● 教材

財団法人　長寿社会開発センター発行「介護職員初任者研修テキスト」

● 通信方式の指導体制、指導方法

受講生からの質問については、FAXもしくは電子メールで受付け、必要に応じて担当講師に

照会する。

● 通信方式の課題

研修カリキュラムの「介護における尊厳の保持・自立支援」・「介護の基本」・

「介護・福祉のサービスの理解と医療の連携」・「介護におけるコミュニケーション技術」

「老化の理解」・「認知症の理解」・「障害の理解」・｢基本知識の学習」・「生活と家事」

「快適な居住環境整備と介護」の範囲とする。

● 講師情報

● 担当講師一覧

岩﨑　礼子

略歴： 他社介護事業所を経て、当社の前身である東京リビングサービス入社後は、長年に渡り

社内研修や外部研修の講師を担当し、多くの介護スタッフ育成や介護知識・技術の浸透に

力を注いできた。現在も、介護職員初任者研修や介護福祉士ポイント講座などの講師や、

社内の介護職員の技術・知識の向上のための研修に力を注いでいる。

現職：東電パートナーズ㈱　委託契約講師

　 資格： 介護福祉士・ケアマネージャー

河内　律子

略歴： 訪問介護業務を経て、平成１２年より多数の大学・専門学校・介護事業所で講師実績あり

当社でも前身の会社より、１６年にわたり多数の社内外研の講師を担当。

現職： 田園調布学園大学　人間福祉科　非常勤講師

資格： 介護福祉士・社会福祉士・ケアマネージャー

船水　美保子

略歴： 訪問介護・介護職員を経て、平成１９年より専門学校や研修事業所にて研修講師を担当。

当社にて介護職員初任者研修の講師を担当。

現職： 三幸福祉カレッジ（㈱）日本教育クリエイト

資格： 介護福祉士・視覚障害者ガイドヘルパー

大門　泰子

略歴： 介護事業所でサービス提供責任者やケアマネージャーの仕事に従事しながら

長年に渡り、数多くの学校・専門学校・事業所にて研修講師を担当。

現職： 愛国学園保育専門学校　介護福祉士専攻科教員

資格： 介護福祉士・社会福祉士・ケアマネージャー

福住　尚将
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略歴： 福祉系大学卒業後、大学の社会福祉学科などで研修講師担当。

介護事業所でも、サービス提供責任者・生活相談員業務を行う傍ら、

介護職員初任者研修講師も担当。

現職： いきいきらいふデイサービス

資格： 介護福祉士

高島　佳代

略歴： 他の介護事業所や当社で、介護職員・デイサービスの施設長を経て、現職に至る。

現在は、介護職員初任者研修や社内研修講師も担当。

現職： 東電パートナーズ㈱　本社スーパーバーザー

資格： 介護福祉士・ケアマネージャー

穂積　圭子

略歴： 当社で訪問介護員、ケアマネージャー、法定管理者、事業所長を経て、現職に至る。

長年に渡り、介護職員初任者研修や社内研修講師も担当。

現職： 東電さわやかケア船橋　介護支援専門員

資格： 介護福祉士、ケアマネージャー

植松　順子

略歴： 当社で訪問介護員を経て、現職に至る。介護職員初任者研修講師も担当。

現職： 東電さわやかケアさいわい　サービス提供責任者

資格： 介護福祉士

松澤　マリ子

略歴： 当社で訪問介護員を経て、現職に至る。社内研修講師も担当。

現職： 東電さわやかケア船橋　所長（サービス提供責任者）

資格： 介護福祉士

小林　真弓

略歴： 当社にて訪問介護員やケアマネージャーを経て、現職に至る。

介護職員初任者研修や社内研修講師も担当。

現職： 東電パートナーズ㈱　本社介護事業部　スーパーバイザー

資格： 介護福祉士、ケアマネージャー・認知症ケア専門士

井上　綾子

略歴： 当社サービス提供責任者を経て、現職に至る。社内研修講師も担当。

現職： 東電さわやかケアうらわ　所長

　 資格： 介護福祉士

浅見　佳子

略歴： 当社にて訪問介護員やケアマネージャーを経て、現職に至る。

介護職員初任者研修や社内研修講師も担当。

現職： 東電さわかやケアうらわ　サービス提供責任者

資格： 介護福祉士・ケアマネージャー・認知症ライフパートナー認知症ケア専門士
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丸山　幸子

略歴： 当社の複数の事業所にてサービス責任者を経て、現職に至る。社内研修講師も担当。

現職： 東電さわやかケアポートとしま　介護支援専門員

資格： 介護福祉士・ケアマネージャー・視覚障害者ガイドヘルパー

浜川　由美

略歴： 他社での訪問介護経験後、当社事業所にて現職を担当。社内研修講師も担当。

現職： 東電さわやかケア所沢　介護支援専門員

資格： 介護福祉士・全身性障害者移動介護従業者

鈴木　敦子

略歴： 医療センターにて病棟看護師経験後、当社にて現職に至る。

介護職員初任者研修や社外研修講師も担当。

現職： 東電さわやかケアポートとしま　訪問看護・管理者

資格： 正看護師

池田　智史

略歴： 当社にて、介護業務や複数の事業所所長を経て、現職に至る。

介護職員初任者研修講師も担当。

現職： 東電さわやかケア　埼玉第1エリア統括長

資格： 社会福祉士・精神保健福祉士

岩田　和紀　

略歴： 総合病院での理学療法士を経て、現職に至る。介護職員初任者研修講師も担当。

現職： 東電さわやかケアポートとしま　理学療法士

資格： 理学療法士

林　香

略歴： 特別養護老人ホームや新宿区の社会福祉事業団で介護職・介護支援専門員を経て、

● 現職に至る。現職では、スーパーバイザーとして内部育成に力を入れている

現職： いきいきらいふデイサービススーパーバイザー

資格： 介護福祉士・介護支援専門員

平成21年度 12回 238名 （　　　　〃　　　　　　　　）

平成22年度 9回 161名 （　　　　〃　　　　　　　　）

平成23年度 13回 251名 （　　　　〃　　　　　　　　）

平成24年度 13回 240名 （　　　　〃　　　　　　　　）

平成25年度 3回 30名
平成26年度 ４回 45名
平成27年度 2回 17名
平成28年度 3回 17名

● 連絡先

● 申し込み・資料請求先

東電パートナーズ株式会社

人材開発部

〒135-0044
東京都江東区越中島3-5-19　東新越中島ビル３階

03-5621-7337
● 法人及び事業所の苦情対応者名・連絡先

小山　恵司

03-5621-7337
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