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情報を公開するホームページのアドレス及び内容 

 

●情報を公開するホームページのアドレス http://from-east.org/ 

●研修機関情報 

●法人情報 

●公益財団法人 共生地域創造財団 

●所在地 

〒982-0003  宮城県仙台市太白区郡山 5-6-2 

●電話番号 ０２２－７４８－６３３６ 

●代表者名 代表理事 奥田知志 

●研修担当理事  渡部孝之   

●事業概要  （１）災害被害者支援事業 （２）生活困窮者支援事業  

（３）上記の目的に類する事業を行う団体に対する助成 

         事業  （４）その他「生命をもっとも大切にすることを 

         原点に、人と人とが助け合い、 補い合う共生の地域 

         作りをとおして、支援を必要とする人々の自立に寄与す 

         ること」の目的を達成するに必要な事業    

 

●研修機関情報 

●公益財団法人 共生地域創造財団 福島事務所  

●所在地        

〒９６９－１１０４ 福島県本宮市荒井字山神 30 

●電話番号 ０７０－５０９６－８６５４ 

●理念 生命をもっとも大切にすることを原点に、人と人とが助け合い、     

    支え合い、補い合う共生の地域作りを行う  

●学則   

（１）事業者の名称及び所在地 

	 	 	 	  事業者の名称：公益財団法人	 共生地域創造財団 

	 	  所在地：宮城県仙台市太白区郡山５丁目６番２号 

（２）研修の名称 

	 	  公益財団法人	 共生地域創造財団	 介護職員初任者研修・新地町講座 

（３）研修課程及び形式 

研修課程：介護職員初任者研修 

形式：通信形式 

（４）開講の目的 

高齢者等が安心して介護サービスを受けられるよう、基本的な知識及び具体的な	 技術に 
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ついて習得し、そのことによって地域において、良質なホームヘルプサービスを提供できる 

ようにすること。 

（５）研修期間 

2013年 6月 14日から 2013年 8月 30日 

（６）研修日程及び講師氏名 

6月 14日（金）	 講師：倉橋	 譲 
6月 21日（金）	 講師：和田	 佳一 

  	 	 	  6月 28日（金）	 講師：佐々木	 将純 
7月  4日（木）  講師：長谷川ヨシイ 

	 	 	 	  7月  5日（金）  講師：長谷川ヨシイ、権藤千佳子、 
（独自講座講師）岡田百合子 

	 	 	 	  7月 11日（木）	 講師：酒井嘉子、四栗智美 
	 	 	 	  7月 12日（金）	 講師：高橋和弘、四栗智美、酒井嘉子 
	 	 	 	  7月 18日（木）	 講師：和田佳一、石川昭子 
	 	 	 	  7月 19日（金）	 講師：和田佳一、盛淳子 
	 	 	 	  7月 23日（火）	 講師：千田幸子、安田朋代 
	 	 	 	  7月 24日（水）	 講師：千田幸子、安田朋代 
	 	 	 	  8月 22日（木）	 講師：松沢明彦、四栗智美 
	 	 	  	 8月 23日（金）	 講師：松沢明彦、四栗智美 
	 	 	 	  8月 29日（木）	 講師：本間めぐみ、 
	 	 	 	  8月 30日（金）	 （独自講座講師）中村久子、岡田百合子 

（７）講義及び演習の実施場所 

	 	 講義：新地町小川公園仮設住宅集会所 

	 	  福島県相馬郡新地町小川字川向９－１ 

演習：新地町保健センター 

	 	  福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田４０－１ 

（８）実習施設 

	 	 	 	  通所介護実習： 

	 	 	 	  新地町	 こもれびの里	 今泉、新地町デイサービスセンター 

	 	 	 	  相馬市	 相馬市デイサービスセンター、そうま・ほっとサロン、相馬福祉会デイ 

サービスセンター 

	 	 	 	  施設実習： 

	 	 	 	  新地町	 特別養護老人ホーム新地ホーム 

	 	 	 	  相馬市	 特別養護老人ホーム相馬ホーム 

	 	 	 	  南相馬市	 特別養護老人ホーム長寿荘、特別養護老人ホーム福寿園、特別養護 

老人ホーム万葉園 

（９）使用テキスト 
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初任者研修課程テキスト	 全３巻（発行所：株式会社	 日本医療企画） 

(10)	 対象者又は受講資格（募集人数を含む） 

	 	    新地町仮設住宅住民、および募集の各市町村（新地町、相馬市、南相馬市、 

宮城県伊具郡丸森町、宮城県亘理郡山元町）の住民	 募集人数２０名 

(11)	 受講手続き及び本人確認の方法 

	 	     受講手続き：募集期間（2013年 6月 1日～2013年 6月 10日）の間に、電話にて本研修の 

担当事務局（佐藤慶介	 電話番号：080-3307-4130）まで申し込む。 

	 	  本人確認の方法：開講日当日（受講開始前）までに、受講者本人より次のいずれかの原本の 

提示を受けることにより、受講者本人であることの確認を行う。 

（１）	 運転免許証の提示 

（２）	 健康保険証の提示 

（３）	 住民基本台帳カードの提示 

（４）	 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の写しの提出 

＊ただし、発行後６か月以内のものとする 

	 	 	 （５）年金手帳の提示 

	 	 	 （６）パスポートの提示 

	 	 	 （７）在留カードの提示 

  (12) 受講費用及び支払い方法 

	 	 	  受講費用：4,095円（但し実習に際して事前の健康診断受診料については自己負担） 

	 	 	  支払い方法：開講日（6月 14日）に現金で徴収します。 

  (13) 解約条件及び返金の有無 

	 	 	 解約条件：開講日前（受講費用徴収前）までの解約（受講取消し）ついて受け付け 

ます。開講日以降（受講費用徴収後）については、解約は受付けますが、その際に受講費用の 

返金は行いません。 

(14) 研修修了の認定方法 

（１）	 受講生各 1部の振り返りチェックシートを準備し、通信課題の評価と、科目・項目ごとに 
評価のポイントに沿った理解度・再確認が必要な事項について担当講師が記入し、申し送り 
を行う。定められた課程をすべて終了し、振り返りチェックシートに「×」判定がない者に 
対し、合格と認定する。 

（２）	 通信課題の添削問題については、科目ごとに 6割以上の得点を以て合格とする。得点が満た 
ない受講生には、再提出により指導を行う。 

（３）	 生活支援技術演習については、習得度評価シートを準備し、項目ごとに実技試験に依る修了 
評価を行う。習得度評価シートに「C」判定がないことを評価基準とし、基準に達していない 
受講生に対しては補講を行う。定めた評価基準に達した者に対し、合格と認定する。 

（４）	 現場実習については、実習評価シートにおいて、「C」判定がないことを評価基準とし、 
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基準に達していない受講生に対しては補講を行う。定めた評価基準に達した者に対し、 
合格と認定する。 

（５）修了試験において、6割以上の得点を以て、合格と認定する。 

	 (15) 欠席、遅刻及び早退の取り扱い 

	 	  	 研修開始前に受講生証の提示により出欠の確認をします。研修科目の全てを受講することが	 

修了の条件の一つでもあり、少しでも遅刻早退した場合は欠席とします。 

    (16) 研修を欠席等した者に対する補講の取り扱い、費用 

	 	 止むを得ない事情による欠席については、以下の通りとします。 
講義・演習とも、別途日程を設け、当該科目における項目の補講を行います。 

＊補講費用については、講義、演習とも、当該研修日の当該科目における１項目でも欠席の場合は、 
当該研修日に対し 5,000円（受講者自己負担）とし、当該研修日の当該科目における欠席項目の 
補講を行います。	  

	   (17) 課程編成責任者 

	 	 	 	 佐藤	 慶介 

	 	 (18) 法人の苦情相談窓口・連絡先 

共生地域創造財団（担当者：蓜島一臣）	 電話：022-748-6336まで	 	 	 	  

	   (19) 事業所の苦情相談窓口・連絡先 

	 	 	 	 共生地域創造財団	 福島事務所（担当者：蔵石誠）	 電話：070-5096-8654まで	 	 	 	 	  

    (20) その他受講に係る注意事項 

	 	 	 	 原則として全日程参加できる方の申し込みを受け付けます。 

（附則）	 

（１）この学則は平成 25 年 5 月 1 日から施行する。	 

以上	 	 	 	  

 

●研修施設、設備  座学会場：新地町小川公園仮設住宅集会所 

            演習会場：新地町保健センター（設備：演習用 

            福祉用具としてベッドおよび関連一式、車いす、 

            杖、歩行器、ポータブルトイレ、浴槽他入浴用具） 

 

●研修事業情報 

●研修の概要 

●対象 新地町内仮設住宅住民および新地町、相馬市、南相馬市、 

宮城県伊具郡丸森町、宮城県亘理郡山元町の各住民 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修のスケジュール 

日程 曜日 開始 終了 テキスト 科目 該当項目 講師 アシスタント

10:30 12:00 開校式・オリエンテーション

13:00 15:00 自習してみよう！

9:30 12:40 1-序章 多様なサービスの理解 1-（1）

13:30 16:40 1-序章 介護職の仕事内容や働く現場の理解 1-（2）

16:50 17:50 1-第3章
介護保険制度
障害者自立支援制度およびその他制度

4-（1）（3）

9:30 11:00 1-第1章
人権と尊厳を支える介護
自立に向けた介護

2-（1）（2）

11:10 13:10 1-第2章
介護職の役割、専門性と多職種との連携
介護職の職業倫理

3-（1）（2）

14:00 15:00 1-第2章
介護における安全の確保とリスクマネジメント
介護職の安全

3-（3）（4）

9:30 11:00 2-第1章 介護におけるコミュニケーション 5-（1）
11:10 12:40 2-第1章 介護におけるチームのコミュニケーション 5-（2）
13:30 15:00 2-第2章 老化に伴うこころとからだの変化と日常 6-（1）
15:10 16:40 2-第2章 高齢者と健康 6-（2）

9:30 10:30 2-第3章 認知症を取り巻く状況 7-（1）

10:40 12:40 2-第3章
医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理
認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活
家族への支援

7-（2）（3）（4）

13:30 15:00 2-第4章

障害の基礎的理解
障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援の基
礎的知識
家族の心理、かかわり支援の理解

8-（1）（2）（3）

15:10 16:40
「協同して事業を始める、働く場をつくる方法～ワーカーズ・コレクティブ
紹介」（ワーカーズ・コレクティブの概要、基礎的な事）

独自
ＷＮＪ岡田百合
子氏

9:30 11:30 3-第1章 介護の基本的な考え方 9-Ⅰ-（1）
11:40 13:40 3-第1章 介護に関するこころのしくみ基礎的理解 9-Ⅰ-（2）
14:30 16:30 3-第1章 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 9-Ⅰ-（3）
16:40 17:10 3-第2章 生活と家事 9-Ⅱ-（4）

9:30 13:10 3-第3章 食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 9-Ⅱ-（8）

14:00 14:30 3-第2章 快適な居住環境整備と介護 9-Ⅱ-（5） W .C oくるみ

14:30 15:00 1-第4章 医療との連携とリハビリテーション 4-（2）

9:30 12:40
13:30 16:40
9:30 12:40
13:30 16:40

9:30 13:10 3-第3章 入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 9-Ⅱ-（9）

14:00 17:40 3-第3章 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 9-Ⅱ-（10）

9:30 13:10 3-第3章 睡眠に関したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 9-Ⅱ-（11）

14:00 16:40 3-第4章 死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期介護 9-Ⅱ-（12）

16:50 17:20 実習オリエンテーション

9:00 18:00
9:00 18:00
9:30 12:40
13:30 15:30

15 8月23日 金 9:30 17:10 3-第5章 総合生活支援技術演習 9-Ⅲ-（14）

9:30 12:40 3-第5章 振り返り 10-（1）
13:30 14:30 就業への備えと研修修了後における継続的な研修 10-（2）
15:00 16:00 修了試験

11:00 12:00 「実践例紹介　ワーカーズ・コレクティブたすけあいぐっぴい」 独自 ＷＮＪ中村久子

13:00 15:00
起業について考えよう　ワーカーズ・コレクティブの始め方
ワークショップ形式で事業化について考えてみよう

独自
W NJ岡田百合
子氏

15:00 16:00 閉校式

通信学習　第1回提出分
通信学習　第2回提出分
通信学習　第3回提出分

㈱和心
四栗智美氏

16 8月29日 木
いきいき福祉
会　本間めぐみ
氏

ヒューマンサ
ポート湘南　松
沢明彦氏

17 8月30日 金

14 8月22日 木 3-第5章 介護過程の基礎的理解 9-Ⅲ-（13）

9-Ⅱ

10 7月23日 火
いきいき福祉
会　千田幸子
氏

12・13
7月25日～
8月21日

木～
水

実習

いきいき福祉会
安田朋代氏

11 7月24日 水

9-Ⅱ-（6）
W .C oソフィア和
田佳一氏

W .C oたすけあい戸
塚　石川昭子氏

9 7月19日 金 3-第3章 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 9-Ⅱ-（7）
W .C oふれあい都筑
盛淳子氏

整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

5 7月5日 金

8 7月18日

7 7月12日

W .C oのびのび
権藤千佳子氏

6 7月11日 木 	 
W .C oくるみ　酒
井嘉子氏

7月4日
第3回課題
提出

木
ＤａｙいしだＷ．
Ｃｏ陽だまり
長谷川ヨシイ氏

木 3-第3章

1 6月14日 金
いきいき福祉
会　倉橋譲氏

㈱和心
四栗智美氏

金 南相馬市立総
合病院　高橋
和弘氏

4

3
6月28日
第2回課題
提出

金

　
マイム介護セ
ンター　佐々木
将純氏

2
6月21日
第1回課題
提出

金
　
W .C oソフィア
和田佳一氏

 

 

●定員（集合研修、実習）と指導者数 



6 
 

●定員：２０名 

●指導者数：１３名 

●研修受講までの流れ（募集、申し込み） 

●募集期間：2013 年 6 月１日～6 月 10 日 

●申し込み：担当事務局 佐藤慶介まで電話で申し込み 

  電話番号：０８０－３３０７－４１３０ 

●費用：４，０９５円（テキスト代実費のみ） ＊但し実習に際し医療機関 

     での健康診断受診が必要となりますが、その受診費用は 

     自己負担となります。 

●受講者の皆様へ： 

  本研修は高齢者等が安心して介護サービスを受けられるよう、   

  基本的な知識及び具体的な技術について習得し、そのことに 

  よって地域において、良質なホームヘルプサービスを提供 

  できるようにすることを目指しています。 

原則として全日程参加できる方の申し込みを受け付けます。 

 

●課程責任者 

●課程編成責任者名  

 佐藤慶介 
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シラバス（介護職員初任者研修）	 通信課程用	 

1. 職務の理解	 

目的	 	 研修に先立ち、これからの介護がめざすべき、その人の生活を支える「在宅におけるケ

ア」等の実践について、介護職がどのような環境で、どのような形で、どのような仕事

を行うのか、具体的なイメージを持って実感し、以降の研修に実践的に取り組めるよう

になる。	 

1.多様なサービスの理解（通学 3 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 介護という職業について、介護保険制度下の在宅（居宅）サービス、および施設サービ

スの内容を中心とし、その他の福祉サービスについても解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

研修課程全体構成と相互の関連性がイメージできるようにし、効率的、効果的に学習で

きるような素地の形成を促す。	 

講義を踏まえ、施設の紹介映像などを利用して理解を深める。受講生より介護施設の見

学・訪問の体験談があれば、感想などの発表を行う。施設の種類を一覧表にまとめてみ

る。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 修了評価はなし	 

2.介護職の仕事内容や働く現場の理解（通学 3 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 居宅および施設における介護職の具体的な仕事内容、サービスを提供する現場の状況、

ケアプランから始まる介護サービス業務の流れを解説する。ビデオ映像なども活用す

る。	 

指導の視点・

展開例	 

講義を踏まえ、介護者の働く現場の紹介を、映像等を通して理解を深める。	 

受講生の介護体験を語らせ、「介護観」を分かち合う。	 

介護サービスの内容を一覧表にまとめてみる。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 修了評価はなし	 
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2. 介護における尊厳の保持・自立支援	 

目的	 	 介護職が、利用者の尊厳のある暮らしを支える専門職であることを自覚する。	 

自立支援、介護予防という介護・福祉サービスを提供するにあたっての基本的視点およ

びやってはいけない行動例を理解する。	 

1.人権と尊厳を支える介護（通学 1 時間、通信 4 時間）	 

添削課題番号	 問 01～問 06	 

講義内容	 介護サービスの利用者の人権の尊重や尊厳の保持、QOL、ノーマライゼーションなどの

理論、身体拘束禁止や、個人情報保護などについて解説する。映像なども活用する。	 

指導の視点・

展開例	 

「高齢者のための国連原則」「高齢化に関する世界行動計画」を、全員で読み上げるな

ど、理解を促す。	 

受講生が身近に感じる偏見や差別について意見を出し合う。	 

高齢者、障害者とその家族への偏見や差別の具体例をもとに、グループディスカション

を行う。	 

事例の検討を通し、高齢者、障害者のこころの変化、ノーマライゼーションの実践を理

解する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 虐待の定義、身体的拘束およびサービス利用者の尊厳、プライバシーを傷つける介護に

ついての基本的なポイントを列挙できる。	 

2.自立に向けた介護（通学 0.5 時間、通信 3.5 時間）	 

添削課題番号	 問 07～問 09	 

講義内容	 利用者の自立・自律支援、残存能力の活用、自己表現の支援など、自立に向けた介護の

在り方、介護予防について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

具体的な例を示し、自立支援・介護予防という考え方に基づいたケアについて考え、自

立の概念に対する気付きを促すために、質疑応答やグループディスカッションを行う。	 

生きがいや尊厳、自立支援の理念を理解する。	 

施設利用者の心の変化、施設の取り組みに依る生きる意欲を引き出す支援について学

ぶ。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 介護の目標や展開について、尊厳の保持、ＱＯＬ、ノーマライゼーション、自立支援の

考え方を取り入れて概説できる。	 
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3. 介護の基本	 

目的	 	 介護職に求められる専門性と職業倫理の必要性に気づく。	 

職務におけるリスクとその対応策の内、重要なものを理解する。	 

介護を必要としている人の個別性を理解し、その人の生活を支えるという視点から支援

を捉える事が出来る。	 

1.介護職の役割、専門性と多職種との連携（（通学 1 時間、通信 1 時間）	 

添削課題番号	 問 10～問 13	 

講義内容	 地域包括ケアの方向性、重度化防止、多職種からなるチームケアの重要性について解説

する。	 

指導の視点・

展開例	 

可能な限り具体例を示す等、介護職に求められる専門性に対する理解を促す。	 

介護の理念、専門職の 7 つの条件を基本に、体系的な理解を促す。	 

多職種で情報共有することが利用者にとってどのようなメリットをもたらすかについ

てグループディスカッションを行うなど意見を出し合う。	 

事例紹介により、看護士、介護職員、栄養士、理学療法士が果たした役割について質疑

応答などで出しあってみる。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 介護のめざす基本的なものは何かを概説でき、家族による介護と専門職による介護の違

い、介護の専門性について列挙できる。	 

介護職として共通の基本的な役割とサービスごとの特性、医療・看護との連携の必要性

について列挙できる。	 

2.介護職の職業倫理（通学 1 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 14～問 16	 

講義内容	 介護職の基本となる倫理、社会的責任、プライバシーの保護、利用者の主体性の尊重な

どについて解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

4 に記載。	 

評価ポイント	 介護職の職業倫理の重要性を理解し、介護職が利用者や家族等と関わる際の留意点につ

いて、ポイントを列挙できる。	 

3.介護における安全の確保とリスクマネジメント（通学 0.5 時間、通信 1 時間）	 

添削課題番号	 問 17～問 19	 

講義内容	 介護における安全性の確保、事故予防、安全対策、感染の原因や経路の遮断等、リスク

マネジメント全般を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

4 に記載。	 

評価ポイント	 生活支援の場で出会う典型的な事故や感染、介護における主要なリスクを列挙できる。	 

4.介護職の安全（通学 0.5 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 20～問 22	 

講義内容	 介護職自身の健康管理、ストレスマネジメント、腰痛予防、その他、健康管理全般の知

識、対策法について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

2～4 に関して、講師の体験事例から、具体的な場面での対応について話し合ってみる。	 

感染症予防対策を踏まえた手洗いやうがいの方法を演習してみる。	 

感染症予防対策用具の使い方を学ぶ。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 介護職に起こりやすい健康障害や受けやすいストレス、またそれらに対する健康管理、

ストレスマネジメントのあり方、留意点等を列挙できる。	 
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4. 介護・福祉サービスの理解と医療の連携	 

目的	 	 介護保険制度や障害者総合支援制度を担う一員として 低限知っておくべき制度の目

的、サービス利用の流れ、各専門職の役割・責務について、その概要とポイントを理解

する。	 

1.介護保険制度（通学 0.5 時間、通信 5 時間）	 

添削課題番号	 問 23～問 27	 

講義内容	 介護保険法創設の歴史、制度の目的、保険制度の基本的なしくみ、介護給付、要介護認

定、およびケアマネジメントなどについて解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

介護保険制度の理念に対する理解を徹底する。利用者の生活を中心に考えるという視点

に立った理解を深める。	 

受講生在住地域の介護保険パンフレット等を収集し、内容に関する質疑応答を行う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 生活全体の支援の中で介護保険の位置づけを理解し、各サービスや地域支援の役割につ

いて列挙できる。	 

介護保険制度の理念と財源構成、保険料負担について列挙できる。	 

ケアマネジメントの意義について概説でき、代表的なサービスの種類と内容、利用の流

れについて列挙できる。	 

2.医療との連携とリハビリテーション（通学 0.5 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 28～問 32	 

講義内容	 医療と看護、介護の役割、連携、リハビリテーションの概念を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

リハビリテーションの現場に関わるスタッフの役割について理解する。	 

リハビリに必要な福祉用具を映像や現物で紹介する。	 

評価ポイント	 医療行為の考え方、一定の要件のもとに介護福祉士等が行う医療行為などについて列挙

できる。	 

3.障害者自立支援制度およびその他制度（通学 0.5 時間、通信 1 時間）	 

添削課題番号	 問 33～問 37	 

講義内容	 障害者総合支援法、個人情報保護法、成年後見制度、日常生活自立支援事業などについ

て解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

高齢障がい者の生活を支えるための基本的な考え方に基づき、代表的な福祉サービス

や、権利擁護・成年後見の制度の目的を理解する。	 

高齢者や障害者を支える制度にはどのようなものがあるか、すべてを一覧表にまとめ、

全体を把握できるようにする。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 高齢障がい者の生活を支えるための基本的な考え方を理解し、代表的な障害者福祉サー

ビス、権利擁護や成年後見の制度の目的・内容について列挙できる。	 
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5. 介護におけるコミュニケーション技術	 

目的	 	 高齢者や障害者のコミュニケーション能力は一人一人異なることを理解し、その違いを

認識してコミュニケーションをとることが専門職に求められていることを認識する。	 

初任者として 低限の取るべき行動、とるべきではない行動を理解する。	 

１.介護におけるコミュニケーション（通学１.５時間、通信１.５時間）	 

添削課題番号	 問 38～問 41	 

講義内容	 介護におけるコミュニケーションの意義、傾聴、共感などの具体的な技法、利用者や家

族とのかかわり方、信頼関係形成の方法を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

利用者の心理や利用者との人間関係を著しく傷つけるコミュニケーションとその理由

について考えさせ、相手の心身機能に合わせた配慮が必要であることの気づきを促す。	 

トレーニングワークの実践でコミュニケーション技術の基本を習得する。	 

利用者や家族との信頼関係形成のためのグループディスカッションを行い、感想を発表

する。	 

評価ポイント	 共感・需要・傾聴的態度・気づきなど、基本的なコミュニケーション上のポイントにつ

いて列挙できる。家族が抱きやすい心理や葛藤の存在と介護における相談援助技術の重

要性を理解し、介護職として持つべき視点を列挙できる。	 

言語、視覚、聴覚障害者とのコミュニケーション上の留意点を列挙できる。	 

２.介護におけるチームのコミュニケーション（通学 1.5 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 42～問 45	 

講義内容	 介護における観察・記録の重要性、チーム内での情報の共有化、個別援助計画書、ヒヤ

リハット報告など、5Ｗ1Ｈの意義、ケアカンファランスの重要性を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

チームケアにおける専門職間でのコミュニケーションの有効性、重要性を理解するとと

もに、記録等を作成する介護職一人一人の理解が必要であることへの気づきを促す。	 

教科書の事例を検討し、チームにおける各介護職を結ぶ「記録」の重要性を学ぶ。	 

ケアカンファランスでの報告がその後のサービスに役立った実例を紹介し、報告資料を

見て実感を養う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 記録の機能と重要性に気づき、主要なポイントを列挙できる。	 
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6. 老化の理解	 

目的	 	 加齢・老化に伴う心身の変化や疾病について生理的な側面から理解することの重要性に

気づき、自らが継続的に学習すべき事項を理解する。	 

1.老化に伴うこころとからだの変化と日常（通学 1.5 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 46～問 48	 

講義内容	 老化に伴う心身の機能の変化、日常生活への影響について、身体機能や精神的機能の変

化を中心に解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

老化に伴う心身の変化の特徴を理解し、日常生活への影響に気づく。	 

加齢によって起こる様々な変化と症状を受講生全員で洗い出してみる。	 

加齢とともに起きるこころとからだの変化の一覧表作りなどを行い、理解を深める。高

齢であっても能力が高まる事例の紹介も交え、理解の偏りがないように配慮する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 加齢、老化に伴う生理的な変化や心身の変化・特徴、社会面、身体面、精神面、知的能

力面などの変化に着目した心理的特徴について列挙できる。	 

2.高齢者と健康（通学 1.5 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 49～問 51	 

講義内容	 高齢者のかかりやすい疾病、日常生活面での注意点、循環器障害と対策、うつ病等の精

神疾患、誤嚥、肺炎などについて解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

高齢者に多い疾病の症状やその対応における留意点を学び、介護において生理的側面の

知識を身に付けることの必要性への気づきを促す。	 

高齢者に多い病気と日常生活上の留意点を一覧表などにまとめてみる。	 

日々の利用者の健康管理の方法についての話を聞いて見聞を深める。	 

「ふりかえり」を書いて、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 高齢者に多い疾病の種類と、その症状や特徴及び治療・生活上の留意点、及び高齢者の

疾病による症状や訴えについて列挙できる。	 
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7. 認知症の理解	 

目的	 	 介護において認知症を理解することの必要性に気付き、認知症の利用者を介護する時の

判断の基準となる原則を理解する。	 

1.認知症を取り巻く状況（通学 1 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 52、問 53	 

講義内容	 認知症ケアの理念であるパーソンセンタードケア、認知症ケアの視点を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

認知症の利用者の心理・行動の実際を示す等により、認知症の利用者の心理・行動を実

感できるよう工夫し、介護において認知症を理解することへの必要性への気づきを促

す。	 

評価ポイント	 認知症ケアの理念や利用者中心というケアの考え方について概説できる。	 

2.医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理（通学 0.5 時間、通信 1 時間）	 

添削課題番号	 問 54～問 56	 

講義内容	 認知症とは何かを、原因とその病態、原因疾患別ケアの方法、健康管理の方法、治療方

法を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

認知症を医学的側面から理解する。	 

認知症評価スケールを実際に使い体験してみる。	 

様々な認知症の症状に対し、どのようなケアが考えられるかグループごとに考えてみ

る。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 健康な高齢者の「物忘れ」と、認知症による記憶障害の違いについて列挙できる。	 

3.認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活（通学 0.5 時間、通信 1 時間）	 

添削課題番号	 問 57～問 60	 

講義内容	 認知症による生活障害、心理・行動の特徴、心理状態、不適切なケアについて、また一

方で適切なケアの具体的な方法、コミュニケーションの方法、認知症の進行に合わせた

ケアの方法を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

認知症の中核症状や周辺症状を知り、認知症の利用者への対応を理解する。	 

具体的なケースにより、認知症の利用者の介護における原則についての理解を促す。	 

認知症の原因疾患別の中核症状と周辺症状の一覧表などを作成して理解を深める。	 

非言語コミュニケーションの活用方法をおさらいして実践してみる。	 

評価ポイント	 認知症の中核症状と行動・心理症状（ＢＰＳＤ）等の基本的特性、及びそれに影響する

要因を列挙できる。	 

認知症の心理・行動のポイント、認知症の利用者への対応、コミュニケーションの取り

方、及び介護の原則について列挙できる。また同様に若年性認知症の特徴についても列

挙できる。	 

認知症の利用者の健康管理の重要性と留意点、廃用症候群予防について概説できる。	 

認知症の利用者の生活環境の意義やそのあり方について、主要なキーワードを列挙でき

る。	 

認知症の利用者とのコミュニケーション（言語、非言語）の原則、ポイントについて理

解でき、具体的なかかわり方（良い関わり方、悪い関わり方）を概説できる。	 

4.家族への支援（通学 1 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 61～問 63	 

講義内容	 認知症の利用者の家族とのかかわり、援助方法、介護負担の軽減方法（レスパイトケア）

について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

認知症の利用者家族への支援方法へ理解を深める。	 

事例をもとに、レスパイトケアについてグループ討議等を行う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 
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評価ポイント	 家族の気持ちや家族が受けやすいストレスについて列挙できる。	 

8. 障がいの理解	 

目的	 	 障害の概念とＩＣＦ、障害者福祉の基本的な考え方について理解し、介護における基本

的な考え方について理解している。	 

1.障害の基礎的理解（通学 0.5 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 64～問 66	 

講義内容	 障害の概念、ＩＣＦの考え方、ノーマライゼーションについて解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

介護において障害の概念とＩＣＦを理解しておくことの必要性の理解を促す。	 

展開例は 3 に記載。	 

評価ポイント	 障害の概念とＩＣＦについて概説できる。	 

2.障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援の基礎的知識（通学 0.5 時間、通信

0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 67～問 70	 

講義内容	 身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身障害について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

高齢者の介護との違いを念頭に置きながら、それぞれの障害の特性と介護上の留意点に

対する理解を促す。	 

展開例は 3 に記載。	 

評価ポイント	 障害の内容・特徴及び障害に応じた社会支援の考え方について列挙できる。	 

3.家族の心理、かかわり支援の理解（通学 0.5 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 71～問 73	 

講義内容	 利用者の家族への支援方法、介護負担の軽減について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

利用者家族への支援方法や、介護負担の軽減についての理解を促す。	 

ＩＣＦの手法のおさらいをし、具体的な障害の事例をもとに分類手法を使った分析を行

ってみる。	 

受講生がペアを組み、視覚障害者の歩行介護の体験や筆談コミュニケーションを行って

みる。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 障害の受容のプロセスと基本的な介護の考え方について列挙できる。	 
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9. こころとからだのしくみと生活支援技術	 

目的	 	 介護技術の根拠となる人体の構造や機能に関する知識を習得する。	 

安全な介護サービスの提供方法等を理解し、基礎的な一部または全介助等の介護が実施

できる。	 

尊厳を保持し、その人の自立及び自律を尊重し、持てる力を発揮してもらいながらその

人の在宅・地域等での生活を支える介護技術や知識を習得する。	 

基本知識の学習の後に、生活支援技術等の学習を行い、介護施設及び居宅介護事業所で

の見学・実習を行う。 後に事例に基づく総合的な演習を行う。	 

1.介護の基本的な考え方（通学 2 時間、通信 2 時間）	 

添削課題番号	 問 74～問 76	 

講義内容	 ＩＣＦに基づく介護の理論、法的根拠に基づく介護について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

サービスの提供例の紹介等を活用し、利用者にとっての生活充足を提供し、かつ不満足

を感じさせない技術が必要となることへの理解を促す。	 

求められている介護者像をグループで話し合い、発表し合う。	 

利用者主体の介護について、良い例・悪い例を出し合い、ディスカッションする。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 要介護度や健康状態の変化に沿った基本的な介護技術の原則（方法、留意点、その根拠

等）について概説でき、生活の中の介護予防、及び介護予防プログラムによる機能低下

の予防の考え方や方法を列挙できる。	 

2.介護に関するこころのしくみの基礎的理解（通学 2 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 77～問 81	 

講義内容	 介護の実践に必要な人間のこころのしくみの基礎的理解、感情や意欲、生きがい、ここ

ろとからだの密接な関係性を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

介護実践に必要なこころのしくみの基礎的な知識を介護の流れを示しながら、視聴覚教

材等を使って理解を促す。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 記憶や感情のメカニズム、廊下や障害の需要、適応について概説できる。	 

マズローの欲求段階説について概説できる。	 

老年期の生きがいについて概説できる。	 

老化や障害への適応行動と阻害要因について概説できる。	 

3.介護に関するからだのしくみの基礎的理解（通学 2 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 82～問 86	 

講義内容	 人体の各部の名称、機能に関する基礎知識全般を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

介護実践に必要なからだのしくみの基礎的な知識を、介護の流れを示しながら視聴覚教

材等を使って理解させ、具体的な身体の各部の名称や機能等が列挙できるように促す。	 

評価ポイント	 人体の構造や機能が列挙でき、なぜ行動が起こるのかを概説できる。	 

バイタルサインについて概説できる。	 

ＱＯＬ、ＡＤＬ、ＩＡＤＬについて概説できる。	 

4.生活と家事（通学 0.5 時間、通信 3.5 時間）	 

添削課題番号	 問 87～問 91	 

講義内容	 生活と家事の理解、生活援助の実践方法、利用者の主体性、能動性を引き出す自立支援

の方法を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

利用者にとって生活の充足を提供するうえで不満足を感じさせない技術が必要となる

ことへの理解を促す。	 

利用者を想定して、家事サービスの内容をグループワークで討議する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 
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評価ポイント	 家事援助の目的と支援のあり方について概説できる。	 

各サービスの留意点について概説できる。	 

5.快適な居住環境整備と介護（通学 0.5 時間、通信 3.5 時間）	 

添削課題番号	 問 92～問 95	 

講義内容	 高齢者、障害者の日常生活に適合する居住環境整備、バリアフリー、住宅改修、福祉用

具について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

快適な居住環境を整備するための知識や福祉用具の使い方への理解を促す。	 

快適な住環境を整備するための知識や福祉用具を、映像・資料等で紹介する。	 

高齢者体験セットなどで高齢者や障害者の不自由さを体験し福祉用具の必要性を理解

する。「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 快適な住環境づくりのポイントを概説できる。	 

福祉用具を介護の目的別に挙げ、使用法を概説できる。	 

6.整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 6 時間）（項目 6～11 につき実習 16

時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 身体状況に合わせた衣服の選択、着脱の方法、身支度、整容方法、洗面の方法について

解説し、実技指導を行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にて着脱介助の理解を深める。	 

クラスをグループに分け、練習ではペアを組む。	 

身体状況に合わせた衣服の選択、着脱、身支度、整容行動、洗面の方法の模範演技、反

復練習を行い、習得度の確認を行う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 装うことや整容の意義について概説でき、指示や根拠に基づいて部分的な介護を行うこ

とができる。	 

7.移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 6 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 移動・移乗に関する知識、安全安楽な姿勢保持の方法、ボディメカニクスの実践方法、

車いすの操作方法、車いすへの移乗方法、杖歩行の支援や、歩行補助具の使用法などを

解説し、実技指導を行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にて移動・移乗介助の理解を深める。	 

クラスをグループに分け、練習はペアを組む。	 

ベッド上での体位交換、起居動作、ポータブルトイレや車いすへの移乗方法、車いすの

基本的操作方法、移動用具、ボディメカニクスの応用、重心・重力の置き方、残存能力

の活用の仕方などについて講師が模範演技、反復練習を行い、習得度確認を行う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 体位交換と移動・移乗の意味と関連する用具・機能や様々な車椅子、杖などの基本的な

使用方法を概説できる。	 

体位交換と移動・移乗に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助を行う

ことができる。	 

8.食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 3.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 食事介助の方法、食事と健康、嚥下のメカニズム、誤嚥防止、福祉用具の活用方法、介

護食などについて解説し、実技指導を行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にて食事介助の理解を深める。	 

クラスをグループに分け、練習はペアを組む。	 

各自に紙コップ、スプーン、手ぬぐい、ハンドタオル、歯ブラシ、食材等をいくつか持

参させて、実践的は食事介助の練習を行う。	 
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介護食材、トロミ材を用意し、試食する。	 

食事介助の基本方法を講師が模範演技し、反復練習する。特に介護者の立ち位置、利用

者の姿勢をポイントとする。	 

映像などで嚥下のメカニズムを学習し、利用者の状況に合わせた食事介助の方法を模範

演技し、反復練習を行い、習得度確認を行う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 食事の意味と食事を取り巻く環境整備の方法が列挙できる。	 

食事に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助を行うことができる。	 

9.入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 3.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 入浴の介助方法、清潔保持の目的、手浴・足浴・洗髪、陰部洗浄、清拭方法等について

解説し、実技指導を行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にて全身清拭や部分浴の理解も深める。	 

クラスをグループに分け、練習はペアを組む。	 

入浴、清潔保持に必要な様々な入浴用具、整容用具を紹介する。	 

全身清拭、手浴、足浴、洗髪方法、ケリーパッドの作り方、ベッドの設営方法、室内環

境の整え方、清拭時の体の支え方を講師が模範演技し、実践練習を行う。	 

目、鼻腔、耳、爪の手入れの方法を学ぶ。	 

洗髪方法を学ぶ。	 

ベッド上での陰部洗浄の方法を学ぶ。	 

羞恥心、尊厳を守る環境整備、声掛け、気遣いの方法を学ぶ。	 

繰り返し練習を行い、練習を通して習得度を確認する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 入浴や清潔の意味と入浴を取り巻く環境整備や入浴に関連した用具を列挙できる。	 

入浴に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助を行うことができる。	 

10.排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 3.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 おむつ交換など排泄介助の方法、ポータブルトイレなど排泄用具の使用方法、プライバ

シーや心理的負担への配慮、尊厳の保持、トイレ介助などについて解説し、実技指導を

行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にて排泄の方法等の理解を深める。	 

クラスをグループに分け、練習ではペアを組む。	 

排泄環境整備の方法、排泄用具を紹介する。	 

おむつやパッドの吸収ポリマーの交換方法等を学ぶ。	 

ベッドからポータブルトイレへの移乗方法を学ぶ。	 

ベッド上でのおむつ交換の方法、差し込み便器、尿器の使用方法、陰部の清潔保持、洗

浄方法を学ぶ。	 

男性と女性の違いによる排泄介助のコツを学ぶ。	 

ベッドからトイレへの誘導、介助の方法を学ぶ。	 

羞恥心、尊厳を守る環境整備、声掛け、気遣いの方法を学ぶ。	 

繰り返し練習を行い、練習を通して習熟度を確認する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 排泄の意味と排泄を取り巻く環境整備、関連した用具を列挙できる。	 

排泄に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助を行うことができる。	 

11.睡眠に関したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 3.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 睡眠の知識、安眠のための環境整備、ベッドメイキング、褥瘡予防について解説し、実
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技指導を行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にてベッドメイキングや体位交換の理解を深める。	 

クラスをグループに分け、練習ではペアを組む。	 

快適な睡眠環境の作り方、睡眠用具の紹介、活用方法を紹介する。	 

睡眠のメカニズムを学ぶ。	 

ベッドの構造、機能、操作方法を学ぶ。	 

ベッドマット、枕、クッション、ベッド柵の使用法を学ぶ。	 

ベッドメイキング方法を学ぶ。	 

繰り返し練習を行い、練習を通して習熟度を確認する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 睡眠の意味と睡眠を取り巻く環境整備や関連した用具を列挙できる。	 

睡眠に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助を行うことができる。	 

12.死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期介護（通学 2.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 終末期に関する知識、死に至る過程、介護従事者の心構え、基本的態度について解説す

る。	 

指導の視点・

展開例	 

「死」に向かう生の充実と尊厳ある「死」	 について考えることができるように身近な

事例からの気づきを促す。	 

尊厳ある「死」についてグループワークで考え、介護職の役割の理解を深める。	 

事例を示し、利用者本人や家族に対してできることをアドバイスする。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 ターミナルケアの考え方、対応の仕方・留意点、本人・家族への説明と了解、介護職の

役割や多職種との連携（ボランティアを含む）について、列挙できる。	 

13.介護過程の基礎的理解（通学 5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 様々な介護事例を通して介護の目的、計画に沿ったサービス提供の重要性、具体的な展

開方法、チームアプローチなどについて解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

具体的な事例を通して介護過程の流れ、専門性を理解する。	 

生活の各場面での介護について、想定した利用者について一連の生活支援を提供する流

れの理解と技術の習得、利用者の心身の状況に合わせた介護を提供する視点の習得を目

指す。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 介護過程の基本的な流れ（アセスメント→介護計画の立案→介護サービスの提供→提供

した介護サービスの評価→再アセスメント）を概説できる。	 

14.総合生活支援技術演習（通学 6.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 利用者の具体的な事例を課題として、学習した介護技術を実践的に学ぶ。	 

指導の視点・

展開例	 

利用者の状況に応じて介護計画を立案できるようになるよう促す。	 

2 事例を準備し、グループ単位で課題に取り組み、介護計画の立案、実技を通して介護

手順の習得と技術習得レベルを確認し、介護後の見直しと今後の取り組みに向けた検討

を行う。	 

評価ポイント	 具体的な事例に基づく実践的な演習の主旨、目的、ご利用者の特徴を踏まえた介護計画

立案、介護サービス提供後の問題点への取り組みについて理解している。。	 
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10. 振り返り	 

目的	 	 研修全体を振り返り、本研修を通じて学んだことについて再確認を行う。	 

終業後も継続して学習・研鑽するする姿勢の形成、学習課題の認識を図る。	 

1.振り返り（通学 3 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 研修全体を体験学習（施設とデイサービスでの実習）も含めて振り返り、学習の習得状

況を確認する。今後継続して学習すべきことは何かを把握して、就業していくための準

備と継続的な学習の指針を得る。介護職の具体的なイメージを描いて、科目ごとに理解

不十分な点の見直しと学習を行い、さらに習得を深めていくよう指導する。	 

2.就業への備えと研修修了後における継続的な研修（通学 1 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 介護職員としての日々の仕事内容や体験談、ご利用者とのかかわり方、就業やその後の

介護の学習、自己研鑚の心得、目標、ステップアップの方向性、キャリアアップの制度

としくみなどについて指導する。	 
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●科目別担当教官名	 

日程 曜日 開始 終了 テキスト 科目 該当項目 講師 アシスタント

10:30 12:00 開校式・オリエンテーション

13:00 15:00 自習してみよう！

9:30 12:40 1-序章 多様なサービスの理解 1-（1）

13:30 16:40 1-序章 介護職の仕事内容や働く現場の理解 1-（2）

16:50 17:50 1-第3章
介護保険制度
障害者自立支援制度およびその他制度

4-（1）（3）

9:30 11:00 1-第1章
人権と尊厳を支える介護
自立に向けた介護

2-（1）（2）

11:10 13:10 1-第2章
介護職の役割、専門性と多職種との連携
介護職の職業倫理

3-（1）（2）

14:00 15:00 1-第2章
介護における安全の確保とリスクマネジメント
介護職の安全

3-（3）（4）

9:30 11:00 2-第1章 介護におけるコミュニケーション 5-（1）
11:10 12:40 2-第1章 介護におけるチームのコミュニケーション 5-（2）
13:30 15:00 2-第2章 老化に伴うこころとからだの変化と日常 6-（1）
15:10 16:40 2-第2章 高齢者と健康 6-（2）

9:30 10:30 2-第3章 認知症を取り巻く状況 7-（1）

10:40 12:40 2-第3章
医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理
認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活
家族への支援

7-（2）（3）（4）

13:30 15:00 2-第4章

障害の基礎的理解
障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援の基
礎的知識
家族の心理、かかわり支援の理解

8-（1）（2）（3）

15:10 16:40
「協同して事業を始める、働く場をつくる方法～ワーカーズ・コレクティブ
紹介」（ワーカーズ・コレクティブの概要、基礎的な事）

独自
ＷＮＪ岡田百合
子氏

9:30 11:30 3-第1章 介護の基本的な考え方 9-Ⅰ-（1）
11:40 13:40 3-第1章 介護に関するこころのしくみ基礎的理解 9-Ⅰ-（2）
14:30 16:30 3-第1章 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 9-Ⅰ-（3）
16:40 17:10 3-第2章 生活と家事 9-Ⅱ-（4）

9:30 13:10 3-第3章 食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 9-Ⅱ-（8）

14:00 14:30 3-第2章 快適な居住環境整備と介護 9-Ⅱ-（5） W .C oくるみ

14:30 15:00 1-第4章 医療との連携とリハビリテーション 4-（2）

9:30 12:40
13:30 16:40
9:30 12:40
13:30 16:40

9:30 13:10 3-第3章 入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 9-Ⅱ-（9）

14:00 17:40 3-第3章 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 9-Ⅱ-（10）

9:30 13:10 3-第3章 睡眠に関したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 9-Ⅱ-（11）

14:00 16:40 3-第4章 死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期介護 9-Ⅱ-（12）

16:50 17:20 実習オリエンテーション

9:00 18:00
9:00 18:00
9:30 12:40
13:30 15:30

15 8月23日 金 9:30 17:10 3-第5章 総合生活支援技術演習 9-Ⅲ-（14）

9:30 12:40 3-第5章 振り返り 10-（1）
13:30 14:30 就業への備えと研修修了後における継続的な研修 10-（2）
15:00 16:00 修了試験

11:00 12:00 「実践例紹介　ワーカーズ・コレクティブたすけあいぐっぴい」 独自 ＷＮＪ中村久子

13:00 15:00
起業について考えよう　ワーカーズ・コレクティブの始め方
ワークショップ形式で事業化について考えてみよう

独自
W NJ岡田百合
子氏

15:00 16:00 閉校式

通信学習　第1回提出分
通信学習　第2回提出分
通信学習　第3回提出分

㈱和心
四栗智美氏

16 8月29日 木
いきいき福祉
会　本間めぐみ
氏

ヒューマンサ
ポート湘南　松
沢明彦氏

17 8月30日 金

14 8月22日 木 3-第5章 介護過程の基礎的理解 9-Ⅲ-（13）

9-Ⅱ

10 7月23日 火
いきいき福祉
会　千田幸子
氏

12・13
7月25日～
8月21日

木～
水

実習

いきいき福祉会
安田朋代氏

11 7月24日 水

9-Ⅱ-（6）
W .C oソフィア和
田佳一氏

W .C oたすけあい戸
塚　石川昭子氏

9 7月19日 金 3-第3章 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 9-Ⅱ-（7）
W .C oふれあい都筑
盛淳子氏

整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

5 7月5日 金

8 7月18日

7 7月12日

W .C oのびのび
権藤千佳子氏

6 7月11日 木 	 
W .C oくるみ　酒
井嘉子氏

7月4日
第3回課題
提出

木
ＤａｙいしだＷ．
Ｃｏ陽だまり
長谷川ヨシイ氏

木 3-第3章

1 6月14日 金
いきいき福祉
会　倉橋譲氏

㈱和心
四栗智美氏

金 南相馬市立総
合病院　高橋
和弘氏

4

3
6月28日
第2回課題
提出

金

　
マイム介護セ
ンター　佐々木
将純氏

2
6月21日
第1回課題
提出

金
　
W .C oソフィア
和田佳一氏
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●科目別特徴	 

１．職務の理解	 

目的	 	 研修に先立ち、これからの介護がめざすべき、その人の生活を支える「在宅におけるケ

ア」等の実践について、介護職がどのような環境で、どのような形で、どのような仕事

を行うのか、具体的なイメージを持って実感し、以降の研修に実践的に取り組めるよう

になる。	 

1.多様なサービスの理解（通学 3 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 介護という職業について、介護保険制度下の在宅（居宅）サービス、および施設サービ

スの内容を中心とし、その他の福祉サービスについても解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

研修課程全体構成と相互の関連性がイメージできるようにし、効率的、効果的に学習で

きるような素地の形成を促す。	 

講義を踏まえ、施設の紹介映像などを利用して理解を深める。受講生より介護施設の見

学・訪問の体験談があれば、感想などの発表を行う。施設の種類を一覧表にまとめてみ

る。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 修了評価はなし	 

2.介護職の仕事内容や働く現場の理解（通学 3 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 居宅および施設における介護職の具体的な仕事内容、サービスを提供する現場の状況、

ケアプランから始まる介護サービス業務の流れを解説する。ビデオ映像なども活用す

る。	 

指導の視点・

展開例	 

講義を踏まえ、介護者の働く現場の紹介を、映像等を通して理解を深める。	 

受講生の介護体験を語らせ、「介護観」を分かち合う。	 

介護サービスの内容を一覧表にまとめてみる。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 修了評価はなし	 
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２．介護における尊厳の保持・自立支援	 

目的	 	 介護職が、利用者の尊厳のある暮らしを支える専門職であることを自覚する。	 

自立支援、介護予防という介護・福祉サービスを提供するにあたっての基本的視点およ

びやってはいけない行動例を理解する。	 

1.人権と尊厳を支える介護（通学 1 時間、通信 4 時間）	 

添削課題番号	 問 01～問 06	 

講義内容	 介護サービスの利用者の人権の尊重や尊厳の保持、QOL、ノーマライゼーションなどの

理論、身体拘束禁止や、個人情報保護などについて解説する。映像なども活用する。	 

指導の視点・

展開例	 

「高齢者のための国連原則」「高齢化に関する世界行動計画」を、全員で読み上げるな

ど、理解を促す。	 

受講生が身近に感じる偏見や差別について意見を出し合う。	 

高齢者、障害者とその家族への偏見や差別の具体例をもとに、グループディスカション

を行う。	 

事例の検討を通し、高齢者、障害者のこころの変化、ノーマライゼーションの実践を理

解する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 虐待の定義、身体的拘束およびサービス利用者の尊厳、プライバシーを傷つける介護に

ついての基本的なポイントを列挙できる。	 

2.自立に向けた介護（通学 0.5 時間、通信 3.5 時間）	 

添削課題番号	 問 07～問 09	 

講義内容	 利用者の自立・自律支援、残存能力の活用、自己表現の支援など、自立に向けた介護の

在り方、介護予防について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

具体的な例を示し、自立支援・介護予防という考え方に基づいたケアについて考え、自

立の概念に対する気付きを促すために、質疑応答やグループディスカッションを行う。	 

生きがいや尊厳、自立支援の理念を理解する。	 

施設利用者の心の変化、施設の取り組みに依る生きる意欲を引き出す支援について学

ぶ。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 介護の目標や展開について、尊厳の保持、ＱＯＬ、ノーマライゼーション、自立支援の

考え方を取り入れて概説できる。	 
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３．介護の基本	 

目的	 	 介護職に求められる専門性と職業倫理の必要性に気づく。	 

職務におけるリスクとその対応策の内、重要なものを理解する。	 

介護を必要としている人の個別性を理解し、その人の生活を支えるという視点から支援

を捉える事が出来る。	 

1.介護職の役割、専門性と多職種との連携（（通学 1 時間、通信 1 時間）	 

添削課題番号	 問 10～問 13	 

講義内容	 地域包括ケアの方向性、重度化防止、多職種からなるチームケアの重要性について解説

する。	 

指導の視点・

展開例	 

可能な限り具体例を示す等、介護職に求められる専門性に対する理解を促す。	 

介護の理念、専門職の 7 つの条件を基本に、体系的な理解を促す。	 

多職種で情報共有することが利用者にとってどのようなメリットをもたらすかについ

てグループディスカッションを行うなど意見を出し合う。	 

事例紹介により、看護士、介護職員、栄養士、理学療法士が果たした役割について質疑

応答などで出しあってみる。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 介護のめざす基本的なものは何かを概説でき、家族による介護と専門職による介護の違

い、介護の専門性について列挙できる。	 

介護職として共通の基本的な役割とサービスごとの特性、医療・看護との連携の必要性

について列挙できる。	 

2.介護職の職業倫理（通学 1 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 14～問 16	 

講義内容	 介護職の基本となる倫理、社会的責任、プライバシーの保護、利用者の主体性の尊重な

どについて解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

4 に記載。	 

評価ポイント	 介護職の職業倫理の重要性を理解し、介護職が利用者や家族等と関わる際の留意点につ

いて、ポイントを列挙できる。	 

3.介護における安全の確保とリスクマネジメント（通学 0.5 時間、通信 1 時間）	 

添削課題番号	 問 17～問 19	 

講義内容	 介護における安全性の確保、事故予防、安全対策、感染の原因や経路の遮断等、リスク

マネジメント全般を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

4 に記載。	 

評価ポイント	 生活支援の場で出会う典型的な事故や感染、介護における主要なリスクを列挙できる。	 

4.介護職の安全（通学 0.5 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 20～問 22	 

講義内容	 介護職自身の健康管理、ストレスマネジメント、腰痛予防、その他、健康管理全般の知

識、対策法について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

2～4 に関して、講師の体験事例から、具体的な場面での対応について話し合ってみる。	 

感染症予防対策を踏まえた手洗いやうがいの方法を演習してみる。	 

感染症予防対策用具の使い方を学ぶ。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 介護職に起こりやすい健康障害や受けやすいストレス、またそれらに対する健康管理、

ストレスマネジメントのあり方、留意点等を列挙できる。	 
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４．介護・福祉サービスの理解と医療の連携	 

目的	 	 介護保険制度や障害者総合支援制度を担う一員として 低限知っておくべき制度の目

的、サービス利用の流れ、各専門職の役割・責務について、その概要とポイントを理解

する。	 

1.介護保険制度（通学 0.5 時間、通信 5 時間）	 

添削課題番号	 問 23～問 27	 

講義内容	 介護保険法創設の歴史、制度の目的、保険制度の基本的なしくみ、介護給付、要介護認

定、およびケアマネジメントなどについて解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

介護保険制度の理念に対する理解を徹底する。利用者の生活を中心に考えるという視点

に立った理解を深める。	 

受講生在住地域の介護保険パンフレット等を収集し、内容に関する質疑応答を行う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 生活全体の支援の中で介護保険の位置づけを理解し、各サービスや地域支援の役割につ

いて列挙できる。	 

介護保険制度の理念と財源構成、保険料負担について列挙できる。	 

ケアマネジメントの意義について概説でき、代表的なサービスの種類と内容、利用の流

れについて列挙できる。	 

2.医療との連携とリハビリテーション（通学 0.5 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 28～問 32	 

講義内容	 医療と看護、介護の役割、連携、リハビリテーションの概念を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

リハビリテーションの現場に関わるスタッフの役割について理解する。	 

リハビリに必要な福祉用具を映像や現物で紹介する。	 

評価ポイント	 医療行為の考え方、一定の要件のもとに介護福祉士等が行う医療行為などについて列挙

できる。	 

3.障害者自立支援制度およびその他制度（通学 0.5 時間、通信 1 時間）	 

添削課題番号	 問 33～問 37	 

講義内容	 障害者総合支援法、個人情報保護法、成年後見制度、日常生活自立支援事業などについ

て解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

高齢障がい者の生活を支えるための基本的な考え方に基づき、代表的な福祉サービス

や、権利擁護・成年後見の制度の目的を理解する。	 

高齢者や障害者を支える制度にはどのようなものがあるか、すべてを一覧表にまとめ、

全体を把握できるようにする。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 高齢障がい者の生活を支えるための基本的な考え方を理解し、代表的な障害者福祉サー

ビス、権利擁護や成年後見の制度の目的・内容について列挙できる。	 
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５．介護におけるコミュニケーション技術	 

目的	 	 高齢者や障害者のコミュニケーション能力は一人一人異なることを理解し、その違いを

認識してコミュニケーションをとることが専門職に求められていることを認識する。	 

初任者として 低限の取るべき行動、とるべきではない行動を理解する。	 

１.介護におけるコミュニケーション（通学１.５時間、通信１.５時間）	 

添削課題番号	 問 38～問 41	 

講義内容	 介護におけるコミュニケーションの意義、傾聴、共感などの具体的な技法、利用者や家

族とのかかわり方、信頼関係形成の方法を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

利用者の心理や利用者との人間関係を著しく傷つけるコミュニケーションとその理由

について考えさせ、相手の心身機能に合わせた配慮が必要であることの気づきを促す。	 

トレーニングワークの実践でコミュニケーション技術の基本を習得する。	 

利用者や家族との信頼関係形成のためのグループディスカッションを行い、感想を発表

する。	 

評価ポイント	 共感・需要・傾聴的態度・気づきなど、基本的なコミュニケーション上のポイントにつ

いて列挙できる。家族が抱きやすい心理や葛藤の存在と介護における相談援助技術の重

要性を理解し、介護職として持つべき視点を列挙できる。	 

言語、視覚、聴覚障害者とのコミュニケーション上の留意点を列挙できる。	 

２.介護におけるチームのコミュニケーション（通学 1.5 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 42～問 45	 

講義内容	 介護における観察・記録の重要性、チーム内での情報の共有化、個別援助計画書、ヒヤ

リハット報告など、5Ｗ1Ｈの意義、ケアカンファランスの重要性を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

チームケアにおける専門職間でのコミュニケーションの有効性、重要性を理解するとと

もに、記録等を作成する介護職一人一人の理解が必要であることへの気づきを促す。	 

教科書の事例を検討し、チームにおける各介護職を結ぶ「記録」の重要性を学ぶ。	 

ケアカンファランスでの報告がその後のサービスに役立った実例を紹介し、報告資料を

見て実感を養う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 記録の機能と重要性に気づき、主要なポイントを列挙できる。	 
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６．老化の理解	 

目的	 	 加齢・老化に伴う心身の変化や疾病について生理的な側面から理解することの重要性に

気づき、自らが継続的に学習すべき事項を理解する。	 

1.老化に伴うこころとからだの変化と日常（通学 1.5 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 46～問 48	 

講義内容	 老化に伴う心身の機能の変化、日常生活への影響について、身体機能や精神的機能の変

化を中心に解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

老化に伴う心身の変化の特徴を理解し、日常生活への影響に気づく。	 

加齢によって起こる様々な変化と症状を受講生全員で洗い出してみる。	 

加齢とともに起きるこころとからだの変化の一覧表作りなどを行い、理解を深める。高

齢であっても能力が高まる事例の紹介も交え、理解の偏りがないように配慮する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 加齢、老化に伴う生理的な変化や心身の変化・特徴、社会面、身体面、精神面、知的能

力面などの変化に着目した心理的特徴について列挙できる。	 

2.高齢者と健康（通学 1.5 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 49～問 51	 

講義内容	 高齢者のかかりやすい疾病、日常生活面での注意点、循環器障害と対策、うつ病等の精

神疾患、誤嚥、肺炎などについて解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

高齢者に多い疾病の症状やその対応における留意点を学び、介護において生理的側面の

知識を身に付けることの必要性への気づきを促す。	 

高齢者に多い病気と日常生活上の留意点を一覧表などにまとめてみる。	 

日々の利用者の健康管理の方法についての話を聞いて見聞を深める。	 

「ふりかえり」を書いて、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 高齢者に多い疾病の種類と、その症状や特徴及び治療・生活上の留意点、及び高齢者の

疾病による症状や訴えについて列挙できる。	 

	 



29 
 

７．認知症の理解	 

目的	 	 介護において認知症を理解することの必要性に気付き、認知症の利用者を介護する時の

判断の基準となる原則を理解する。	 

1.認知症を取り巻く状況（通学 1 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 52、問 53	 

講義内容	 認知症ケアの理念であるパーソンセンタードケア、認知症ケアの視点を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

認知症の利用者の心理・行動の実際を示す等により、認知症の利用者の心理・行動を実

感できるよう工夫し、介護において認知症を理解することへの必要性への気づきを促

す。	 

評価ポイント	 認知症ケアの理念や利用者中心というケアの考え方について概説できる。	 

2.医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理（通学 0.5 時間、通信 1 時間）	 

添削課題番号	 問 54～問 56	 

講義内容	 認知症とは何かを、原因とその病態、原因疾患別ケアの方法、健康管理の方法、治療方

法を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

認知症を医学的側面から理解する。	 

認知症評価スケールを実際に使い体験してみる。	 

様々な認知症の症状に対し、どのようなケアが考えられるかグループごとに考えてみ

る。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 健康な高齢者の「物忘れ」と、認知症による記憶障害の違いについて列挙できる。	 

3.認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活（通学 0.5 時間、通信 1 時間）	 

添削課題番号	 問 57～問 60	 

講義内容	 認知症による生活障害、心理・行動の特徴、心理状態、不適切なケアについて、また一

方で適切なケアの具体的な方法、コミュニケーションの方法、認知症の進行に合わせた

ケアの方法を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

認知症の中核症状や周辺症状を知り、認知症の利用者への対応を理解する。	 

具体的なケースにより、認知症の利用者の介護における原則についての理解を促す。	 

認知症の原因疾患別の中核症状と周辺症状の一覧表などを作成して理解を深める。	 

非言語コミュニケーションの活用方法をおさらいして実践してみる。	 

評価ポイント	 認知症の中核症状と行動・心理症状（ＢＰＳＤ）等の基本的特性、及びそれに影響する

要因を列挙できる。	 

認知症の心理・行動のポイント、認知症の利用者への対応、コミュニケーションの取り

方、及び介護の原則について列挙できる。また同様に若年性認知症の特徴についても列

挙できる。	 

認知症の利用者の健康管理の重要性と留意点、廃用症候群予防について概説できる。	 

認知症の利用者の生活環境の意義やそのあり方について、主要なキーワードを列挙でき

る。	 

認知症の利用者とのコミュニケーション（言語、非言語）の原則、ポイントについて理

解でき、具体的なかかわり方（良い関わり方、悪い関わり方）を概説できる。	 

4.家族への支援（通学 1 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 61～問 63	 

講義内容	 認知症の利用者の家族とのかかわり、援助方法、介護負担の軽減方法（レスパイトケア）

について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

認知症の利用者家族への支援方法へ理解を深める。	 

事例をもとに、レスパイトケアについてグループ討議等を行う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 
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評価ポイント	 家族の気持ちや家族が受けやすいストレスについて列挙できる。	 

８．障がいの理解	 

目的	 	 障害の概念とＩＣＦ、障害者福祉の基本的な考え方について理解し、介護における基本

的な考え方について理解している。	 

1.障害の基礎的理解（通学 0.5 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 64～問 66	 

講義内容	 障害の概念、ＩＣＦの考え方、ノーマライゼーションについて解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

介護において障害の概念とＩＣＦを理解しておくことの必要性の理解を促す。	 

展開例は 3 に記載。	 

評価ポイント	 障害の概念とＩＣＦについて概説できる。	 

2.障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援の基礎的知識（通学 0.5 時間、通信

0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 67～問 70	 

講義内容	 身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身障害について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

高齢者の介護との違いを念頭に置きながら、それぞれの障害の特性と介護上の留意点に

対する理解を促す。	 

展開例は 3 に記載。	 

評価ポイント	 障害の内容・特徴及び障害に応じた社会支援の考え方について列挙できる。	 

3.家族の心理、かかわり支援の理解（通学 0.5 時間、通信 0.5 時間）	 

添削課題番号	 問 71～問 73	 

講義内容	 利用者の家族への支援方法、介護負担の軽減について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

利用者家族への支援方法や、介護負担の軽減についての理解を促す。	 

ＩＣＦの手法のおさらいをし、具体的な障害の事例をもとに分類手法を使った分析を行

ってみる。	 

受講生がペアを組み、視覚障害者の歩行介護の体験や筆談コミュニケーションを行って

みる。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 障害の受容のプロセスと基本的な介護の考え方について列挙できる。	 
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９．こころとからだのしくみと生活支援技術	 

目的	 	 介護技術の根拠となる人体の構造や機能に関する知識を習得する。	 

安全な介護サービスの提供方法等を理解し、基礎的な一部または全介助等の介護が実施

できる。	 

尊厳を保持し、その人の自立及び自律を尊重し、持てる力を発揮してもらいながらその

人の在宅・地域等での生活を支える介護技術や知識を習得する。	 

基本知識の学習の後に、生活支援技術等の学習を行い、介護施設及び居宅介護事業所で

の見学・実習を行う。 後に事例に基づく総合的な演習を行う。	 

1.介護の基本的な考え方（通学 2 時間、通信 2 時間）	 

添削課題番号	 問 74～問 76	 

講義内容	 ＩＣＦに基づく介護の理論、法的根拠に基づく介護について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

サービスの提供例の紹介等を活用し、利用者にとっての生活充足を提供し、かつ不満足

を感じさせない技術が必要となることへの理解を促す。	 

求められている介護者像をグループで話し合い、発表し合う。	 

利用者主体の介護について、良い例・悪い例を出し合い、ディスカッションする。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 要介護度や健康状態の変化に沿った基本的な介護技術の原則（方法、留意点、その根拠

等）について概説でき、生活の中の介護予防、及び介護予防プログラムによる機能低下

の予防の考え方や方法を列挙できる。	 

2.介護に関するこころのしくみの基礎的理解（通学 2 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 77～問 81	 

講義内容	 介護の実践に必要な人間のこころのしくみの基礎的理解、感情や意欲、生きがい、ここ

ろとからだの密接な関係性を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

介護実践に必要なこころのしくみの基礎的な知識を介護の流れを示しながら、視聴覚教

材等を使って理解を促す。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 記憶や感情のメカニズム、廊下や障害の需要、適応について概説できる。	 

マズローの欲求段階説について概説できる。	 

老年期の生きがいについて概説できる。	 

老化や障害への適応行動と阻害要因について概説できる。	 

3.介護に関するからだのしくみの基礎的理解（通学 2 時間、通信 1.5 時間）	 

添削課題番号	 問 82～問 86	 

講義内容	 人体の各部の名称、機能に関する基礎知識全般を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

介護実践に必要なからだのしくみの基礎的な知識を、介護の流れを示しながら視聴覚教

材等を使って理解させ、具体的な身体の各部の名称や機能等が列挙できるように促す。	 

評価ポイント	 人体の構造や機能が列挙でき、なぜ行動が起こるのかを概説できる。	 

バイタルサインについて概説できる。	 

ＱＯＬ、ＡＤＬ、ＩＡＤＬについて概説できる。	 

4.生活と家事（通学 0.5 時間、通信 3.5 時間）	 

添削課題番号	 問 87～問 91	 

講義内容	 生活と家事の理解、生活援助の実践方法、利用者の主体性、能動性を引き出す自立支援

の方法を解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

利用者にとって生活の充足を提供するうえで不満足を感じさせない技術が必要となる

ことへの理解を促す。	 

利用者を想定して、家事サービスの内容をグループワークで討議する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 
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評価ポイント	 家事援助の目的と支援のあり方について概説できる。	 

各サービスの留意点について概説できる。	 

5.快適な居住環境整備と介護（通学 0.5 時間、通信 3.5 時間）	 

添削課題番号	 問 92～問 95	 

講義内容	 高齢者、障害者の日常生活に適合する居住環境整備、バリアフリー、住宅改修、福祉用

具について解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

快適な居住環境を整備するための知識や福祉用具の使い方への理解を促す。	 

快適な住環境を整備するための知識や福祉用具を、映像・資料等で紹介する。	 

高齢者体験セットなどで高齢者や障害者の不自由さを体験し福祉用具の必要性を理解

する。「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 快適な住環境づくりのポイントを概説できる。	 

福祉用具を介護の目的別に挙げ、使用法を概説できる。	 

6.整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 6 時間）（項目 6～11 につき実習 16

時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 身体状況に合わせた衣服の選択、着脱の方法、身支度、整容方法、洗面の方法について

解説し、実技指導を行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にて着脱介助の理解を深める。	 

クラスをグループに分け、練習ではペアを組む。	 

身体状況に合わせた衣服の選択、着脱、身支度、整容行動、洗面の方法の模範演技、反

復練習を行い、習得度の確認を行う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 装うことや整容の意義について概説でき、指示や根拠に基づいて部分的な介護を行うこ

とができる。	 

7.移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 6 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 移動・移乗に関する知識、安全安楽な姿勢保持の方法、ボディメカニクスの実践方法、

車いすの操作方法、車いすへの移乗方法、杖歩行の支援や、歩行補助具の使用法などを

解説し、実技指導を行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にて移動・移乗介助の理解を深める。	 

クラスをグループに分け、練習はペアを組む。	 

ベッド上での体位交換、起居動作、ポータブルトイレや車いすへの移乗方法、車いすの

基本的操作方法、移動用具、ボディメカニクスの応用、重心・重力の置き方、残存能力

の活用の仕方などについて講師が模範演技、反復練習を行い、習得度確認を行う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 体位交換と移動・移乗の意味と関連する用具・機能や様々な車椅子、杖などの基本的な

使用方法を概説できる。	 

体位交換と移動・移乗に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助を行う

ことができる。	 

8.食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 3.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 食事介助の方法、食事と健康、嚥下のメカニズム、誤嚥防止、福祉用具の活用方法、介

護食などについて解説し、実技指導を行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にて食事介助の理解を深める。	 

クラスをグループに分け、練習はペアを組む。	 

各自に紙コップ、スプーン、手ぬぐい、ハンドタオル、歯ブラシ、食材等をいくつか持

参させて、実践的は食事介助の練習を行う。	 
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介護食材、トロミ材を用意し、試食する。	 

食事介助の基本方法を講師が模範演技し、反復練習する。特に介護者の立ち位置、利用

者の姿勢をポイントとする。	 

映像などで嚥下のメカニズムを学習し、利用者の状況に合わせた食事介助の方法を模範

演技し、反復練習を行い、習得度確認を行う。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 食事の意味と食事を取り巻く環境整備の方法が列挙できる。	 

食事に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助を行うことができる。	 

9.入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 3.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 入浴の介助方法、清潔保持の目的、手浴・足浴・洗髪、陰部洗浄、清拭方法等について

解説し、実技指導を行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にて全身清拭や部分浴の理解も深める。	 

クラスをグループに分け、練習はペアを組む。	 

入浴、清潔保持に必要な様々な入浴用具、整容用具を紹介する。	 

全身清拭、手浴、足浴、洗髪方法、ケリーパッドの作り方、ベッドの設営方法、室内環

境の整え方、清拭時の体の支え方を講師が模範演技し、実践練習を行う。	 

目、鼻腔、耳、爪の手入れの方法を学ぶ。	 

洗髪方法を学ぶ。	 

ベッド上での陰部洗浄の方法を学ぶ。	 

羞恥心、尊厳を守る環境整備、声掛け、気遣いの方法を学ぶ。	 

繰り返し練習を行い、練習を通して習得度を確認する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 入浴や清潔の意味と入浴を取り巻く環境整備や入浴に関連した用具を列挙できる。	 

入浴に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助を行うことができる。	 

10.排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 3.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 おむつ交換など排泄介助の方法、ポータブルトイレなど排泄用具の使用方法、プライバ

シーや心理的負担への配慮、尊厳の保持、トイレ介助などについて解説し、実技指導を

行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にて排泄の方法等の理解を深める。	 

クラスをグループに分け、練習ではペアを組む。	 

排泄環境整備の方法、排泄用具を紹介する。	 

おむつやパッドの吸収ポリマーの交換方法等を学ぶ。	 

ベッドからポータブルトイレへの移乗方法を学ぶ。	 

ベッド上でのおむつ交換の方法、差し込み便器、尿器の使用方法、陰部の清潔保持、洗

浄方法を学ぶ。	 

男性と女性の違いによる排泄介助のコツを学ぶ。	 

ベッドからトイレへの誘導、介助の方法を学ぶ。	 

羞恥心、尊厳を守る環境整備、声掛け、気遣いの方法を学ぶ。	 

繰り返し練習を行い、練習を通して習熟度を確認する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 排泄の意味と排泄を取り巻く環境整備、関連した用具を列挙できる。	 

排泄に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助を行うことができる。	 

11.睡眠に関したこころとからだのしくみと自立に向けた介護（通学 3.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 睡眠の知識、安眠のための環境整備、ベッドメイキング、褥瘡予防について解説し、実
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技指導を行う。	 

指導の視点・

展開例	 

実技演習にてベッドメイキングや体位交換の理解を深める。	 

クラスをグループに分け、練習ではペアを組む。	 

快適な睡眠環境の作り方、睡眠用具の紹介、活用方法を紹介する。	 

睡眠のメカニズムを学ぶ。	 

ベッドの構造、機能、操作方法を学ぶ。	 

ベッドマット、枕、クッション、ベッド柵の使用法を学ぶ。	 

ベッドメイキング方法を学ぶ。	 

繰り返し練習を行い、練習を通して習熟度を確認する。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 睡眠の意味と睡眠を取り巻く環境整備や関連した用具を列挙できる。	 

睡眠に関するからだのしくみが理解され、指示に基づいて介助を行うことができる。	 

12.死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期介護（通学 2.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 終末期に関する知識、死に至る過程、介護従事者の心構え、基本的態度について解説す

る。	 

指導の視点・

展開例	 

「死」に向かう生の充実と尊厳ある「死」	 について考えることができるように身近な

事例からの気づきを促す。	 

尊厳ある「死」についてグループワークで考え、介護職の役割の理解を深める。	 

事例を示し、利用者本人や家族に対してできることをアドバイスする。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 ターミナルケアの考え方、対応の仕方・留意点、本人・家族への説明と了解、介護職の

役割や多職種との連携（ボランティアを含む）について、列挙できる。	 

13.介護過程の基礎的理解（通学 5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 様々な介護事例を通して介護の目的、計画に沿ったサービス提供の重要性、具体的な展

開方法、チームアプローチなどについて解説する。	 

指導の視点・

展開例	 

具体的な事例を通して介護過程の流れ、専門性を理解する。	 

生活の各場面での介護について、想定した利用者について一連の生活支援を提供する流

れの理解と技術の習得、利用者の心身の状況に合わせた介護を提供する視点の習得を目

指す。	 

「ふりかえり」を書き、学習内容をまとめる。	 

評価ポイント	 介護過程の基本的な流れ（アセスメント→介護計画の立案→介護サービスの提供→提供

した介護サービスの評価→再アセスメント）を概説できる。	 

14.総合生活支援技術演習（通学 6.5 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 利用者の具体的な事例を課題として、学習した介護技術を実践的に学ぶ。	 

指導の視点・

展開例	 

利用者の状況に応じて介護計画を立案できるようになるよう促す。	 

2 事例を準備し、グループ単位で課題に取り組み、介護計画の立案、実技を通して介護

手順の習得と技術習得レベルを確認し、介護後の見直しと今後の取り組みに向けた検討

を行う。	 

評価ポイント	 具体的な事例に基づく実践的な演習の主旨、目的、ご利用者の特徴を踏まえた介護計画

立案、介護サービス提供後の問題点への取り組みについて理解している。。	 
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１０．振り返り	 

目的	 	 研修全体を振り返り、本研修を通じて学んだことについて再確認を行う。	 

終業後も継続して学習・研鑽するする姿勢の形成、学習課題の認識を図る。	 

1.振り返り（通学 3 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 研修全体を体験学習（施設とデイサービスでの実習）も含めて振り返り、学習の習得状

況を確認する。今後継続して学習すべきことは何かを把握して、就業していくための準

備と継続的な学習の指針を得る。介護職の具体的なイメージを描いて、科目ごとに理解

不十分な点の見直しと学習を行い、さらに習得を深めていくよう指導する。	 

2.就業への備えと研修修了後における継続的な研修（通学 1 時間）	 

添削課題番号	 なし	 

講義内容	 介護職員としての日々の仕事内容や体験談、ご利用者とのかかわり方、就業やその後の

介護の学習、自己研鑚の心得、目標、ステップアップの方向性、キャリアアップの制度

としくみなどについて指導する。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



36 
 

	 



37 
 

●演習の実技内容・備品、指導体制	 

科⽬目９．こころとからだのしくみと⽣生活⽀支援技術
９－６ 　整容に関連したこころとからだのしくみと⾃自⽴立立に向けた介護
・身体状況に合わせた衣服の選択、着脱の方法、身支度、　　　

・整容方法、洗面の方法について

・実技演習にて着脱介助の理解を深める。

・クラスをグループに分け、練習ではペアを組む
・身体状況に合わせた衣服の選択、着脱、。身支度、整容行動、

	 	 洗面の方法の模範演技、反復練習を行い、習熟度の確認を行う。

９－７ 　移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと⾃自⽴立立に向けた介護
・移動・移乗に関する知識、安全安楽な姿勢保持の方法、　　　

　ボディメカニクスの実践方法、車いすの操作方法、車いすへの

　移乗方法、杖歩行の支援や、歩行補助具の使用法など。

・実技演習にて移動・移乗介助の理解を深める。

・クラスをグループに分け、練習ではペアを組む

９－８ 　⾷食事に関連したこころとからだのしくみと⾃自⽴立立に向けた介護
・食事介助の方法、食事と健康、嚥下のメカニズム、誤嚥防止、福祉

　用具の活用方法、介護食などについて解説し、実技指導を行う。

９－１４総合⽣生活⽀支援技術演習
・利用者の具体的な事例を課題として、学習した介護技術を実践的に学ぶ。
・利用者の状況に応じて介護計画を立案できるようになるよう促す。
・2事例を準備

＜備品＞ベッドおよび関連一式、車いす、杖、歩行器、
ポータブルトイレ、浴槽他入浴用具

・ベッド上での体位交換、起居動作、ポータブルトイレや車いすへの
移乗方法、車いすの基本的操作方法、移動用具、ボディメカニクスの応用、
重心・重力の置き方、残存能力の活用の仕方などについて講師が模範演技、
反復練習を行い、習得度確認を行う。

・実技演習にて食事介助の理解を深める。
・クラスをグループに分け、練習はペアを組む。
・各自に紙コップ、スプーン、手ぬぐい、ハンドタオル、歯ブラシ、
食材等をいくつか持参させて、実践的は食事介助の練習を行う。
・介護食材、トロミ材を用意し、試食する。
・食事介助の基本方法を講師が模範演技し、反復練習する。

９－９⼊入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみと⾃自⽴立立に向けた介護

・入浴の介助方法、清潔保持の目的、手浴・足浴・洗髪、
陰部洗浄、清拭方法等について解説し、実技指導を行う。
・実技演習にて全身清拭や部分浴の理解も深める。
・クラスをグループに分け、練習

・おむつ交換など排泄介助の方法、ポータブルトイレなど
排泄用具の使用方法、プライバシーや心理的負担への配慮、
尊厳の保持、トイレ介助などについて解説し、実技指導を行う。

９－11睡眠に関連したこころとからだのしくみと⾃自⽴立立に向けた介護
・睡眠の知識、安眠のための環境整備、ベッドメイキング、
褥瘡予防について解説し、実技指導を行う。
・実技演習にてベッドメイキングや体位交換の理解を深める。
・クラスをグループに分け、練

９－１０排泄に関連したこころとからだのしくみと⾃自⽴立立に向けた介護



38 
 

●通信	 

●科目別通信・事前・事後学習とする内容及び時間	 

	 

●通信課程の教材・指導体制・指導方法・課題	 

	 通信課程の教材：初任者研修課程テキスト	 全３巻（発行：日本医療企画）	 

	 指導体制・指導方法・課題：シラバスを参照ください	 

	 

●修了評価	 

●修了評価の方法、評価者、再履修等の基準	 

1. 受講生各 1 部の振り返りチェックシートを準備し、通信課題の評価と、科目・項目ごとに評価のポ
イントに沿った理解度・再確認が必要な事項について担当講師が記入し、申し送りを行う。定めら

れた課程をすべて終了し、振り返りチェックシートに「×」判定がない者に対し、合格と認定する。	 

2. 通信課題の添削問題については、科目ごとに 6 割以上の得点を以て合格とする。得点が満たない受
講生には、再提出により指導を行う。	 

3. 生活支援技術演習については、習得度評価シートを準備し、項目ごとに実技試験に依る修了評価を
行う。習得度評価シートに「C」判定がないことを評価基準とし、基準に達していない受講生に対し

ては補講を行う。定めた評価基準に達した者に対し、合格と認定する。	 

4. 現場実習については、実習評価シートにおいて、「C」判定がないことを評価基準とし、基準に達し

＊通信はすべて事前学習となります。
＜通信のある科目及び時間＞
２．介護における尊厳の保持・自立支援
２－１人権と尊厳を考える介護（通信４時間）
２－２自律に向けた介護（通信３．５時間）
３．介護の基本
３－１介護職の役割、専門性と多職種との連携（通信１時間）
３－２介護職の職業倫理（通信０．５時間）
３－３介護における安全の確保とリスクマネジメント（通信１時間）
３－４介護職の安全（通信０．５時間）
４．介護・福祉サービスの理解と医療の連携
４－１介護保険制度（通信５時間）
４－２医療との連携とリハビリテーション（通信１．５時間）
４－３障害者自立支援制度およびその他制度（通信１時間）
５．介護におけるコミュニケーション技術
５－１介護におけるコミュニケーション（通信1.5時間）
５－２介護におけるチームのコミュニケーション（通信1.5時間）
６．老化の理解
６－１老化に伴うこころとからだの変化と日常（通信1.5時間）
６－２高齢者と健康（通信１．５時間）
７．認知症の理解
７－１認知症を取り巻く状況（通信０．５時間）
７－２医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理（通信１時間）
７－３認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活（通信１時間）
７－４家族への支援（通信０．５時間）
８．障がいの理解
８－１障害の基礎的理解（通信０．５時間）
８－２障害の医学的側面、生活障害、心理、行動の特徴、
　　　　　かかわり支援の基礎的知識（通信０．５時間）
８－３家族の心理、かかわり支援の理解（通信０．５時間）
９．こころとからだのしくみと生活支援技術
９－１介護の基本的な考え方（通信２時間）
９－２介護に関するこころのしくみの基礎的理解（通信１．５時間）
９－３介護に関するからだのしくみの基本的理解（通信１．５時間）
９－４生活と家事（通信３．５時間）
９－５快適な住環境整備と介護（通信３．５時間）
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ていない受講生に対しては補講を行う。定めた評価基準に達した者に対し、合格と認定する。	 

5. 修了試験において、6 割以上の得点を以て、合格と認定する。 
	 

●実習施設	 

●協力実習機関の名称・住所等	 

	 

●協力実習機関の介護保険事業の概要	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

施設種別 実習機関名 住所
通所介護事業所 こもれびの里　今泉 福島県相馬郡新地町小川字川向９－１
通所介護事業所 新地町デイサービスセンター 福島県相馬郡新地町小川字川向１８
通所介護事業所 相馬市デイサービスセンター 福島県相馬市小泉字高池３５７
通所介護事業所 そうま・ほっとサロン 福島県相馬市今田字大竹３４
通所介護事業所 相馬福祉会デイサービスセンタ－ 福島県相馬市小泉字高池７１８
指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム新地ホーム 福島県相馬郡新地町小川字川向１８
指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム相馬ホーム 福島県相馬市小泉字高池７１８
指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム長寿荘 福島県南相馬市原町区小川町４０９
指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム福寿園 福島県南相馬市原町区高見町２－７０
指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム万葉園 福島県南相馬市鹿島区西町３－３

実習機関名 介護保険事業の概要

こもれびの里　今泉

（方針）指定通所介護事業所は、要介護状態となった場合においても利用者が可能な限りその居宅にお
いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び
機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族
の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
（特色）希望者で運動に支障のない利用者は、介護予防の運動に参加できます。

新地町デイサービスセンター

（方針）１.要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう、入浴・排泄・食事の介護等、日常生活上必要な世話及び機能訓練を行う。
2.地域との結びつきを重視し、保健・医療・福祉サービスを提供する者との緊密な連携を図り、総合的な
サービスの提供に努めるものとする。
(特色）(1)利用者個人の尊重と尊厳をもったサービス提供に努めます。
(2)自立支援を念頭におき、個々の利用者の残存機能を活かした介護サービスを提供いたします。
(3)介護サービスの質の向上と適正なサービス提供に努めます。

相馬市デイサービスセンター

（方針）ご契約者(ご利用者)様の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むこと
ができるよう、入浴、排泄、食事の介助、その他生活全般にわたる援助及び機能訓練を行うとともに、通
所介護事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図
り、総合的なサービスの提供に努めます。
『自分らしく、自分のペースで、自分の生活を』
（特色）当施設は、総合福祉センターに併設、冷暖房完備、ユニバーサルデザインのフロアです。
送迎車両を6台配置し、ご利用者様の乗車時間を短縮して身体的負担を軽減、センター到着後にお茶で
一服、リラックスした後にバイタルチェックを実施。
入浴は午前の利用です。
入浴(一般浴と機械浴2台を設置)で寛いでいただき、休憩時間は、ご利用者様同志の交流後に昼食とな
ります。
食事は、レトルト食品を極力使用しないで、2人の栄養士が真心をこめて調理し、出来立てを提供してい
ます。
帰りには、お茶とおやつを召し上がっていただきます。
毎月のお誕生会の他、レクリエーションは、四季折々に季節感を味わっていただくため、外出レク(観桜
会、ショッピング、海浜ドライブ、紅葉狩り等)を実施しています。
敬老週間には、古希、喜寿、傘寿、米寿に該当するご利用者様に賀寿状と記念品を差し上げています。

そうま・ほっとサロン

（方針）利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活が営むことができる
よう、入浴、排泄、食事の介護等、日常生活上必要な世話及び機能訓練を行うとともに、サービスの提供
にあたっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえてサービスの提供
に努めます。
（特色）10名までの小規模デイサービスです。
昔ながらの民家を改修し、ご自宅と同じような雰囲気の中で、ほっとくつろげる時間を大切に、おひとりお
ひとりにあった一日を過ごして頂いております。
認知症のケアに特に重点を置き、音楽療法や回想琺など色々な手法を取り入れながら認知症予防と悪
化予防に努めております。
スタッフは、認知症の症状の緩和やそれぞれの能力が引き出せるような対応ができるよう常に心がけて
おります。
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●協力実習機関の実習担当者名	 

相馬福祉会デイサービスセンタ－

（方針）利用者の心身の状況を的確に把握し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行う。
（特色）ご利用者様、ご家族の方のニーズに沿った、きめ細やかなサービスを提供いたします。

特別養護老人ホーム新地ホーム

（方針）基本理念	 人間尊重と尊厳をもった、利用者権利による自立支援サービスの提供を目指す。
（特色）その人なりの生活を第一に考え、個人の尊厳と尊重、権利と安全性を優先に介護にあたります。
また、家族や地域との交流を持ち、広がりのある生活づくりを支援します。

特別養護老人ホーム相馬ホーム

（方針）施設は、老福法第2条及び第3条に規定する基本的理念に基づき、特別養護老人ホームの設備
及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第46号)及び指定介護老人福祉施設の人員、設備及び
運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第39号)に定めるもののほか、施設に入所した介護を要する
者(以下「入所者」という。)の介護及び福祉の万全を図るよう運営するものとする。
（特色）ベテランの職員割合が高い

特別養護老人ホーム長寿荘

（方針）介護状態にある高齢者に対し、適正な指定介護老人福祉施設サービスを提供することを目的と
する。
入所者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう努めるものとする。
施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って施設サービスを提供するように努
めるものとする。
（特色）・動物とのふれあい事業(CAPP)	 毎月第2木曜日	 14:30～15:30	 ・本人の誕生日による誕生会の実
施	 ・職員による理髪のサービス

特別養護老人ホーム福寿園

（方針）・施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、サービ
スを提供し、利用者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って施設サービスを提供します。
・明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係市区町村、関係機
関等との密接な連携を図ります。
（特色）利用者の皆様を敬愛し安心して生活できる施設サービスを提供いたします。
利用者から選ばれる事業所として情報の開示、利用者の安全確保のための各種委員会設置、ニーズへ
の対応、よりよい生活環境の整備と共に職員の研修にも力を入れております。

特別養護老人ホーム万葉園

（方針）・事業所は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置い
て、入浴、排泄、食事等の介護、相談援助、社会生活上の便宜の供与、その他日常生活上の援助、機
能訓練、健康管理及び療養上の援助を行うことにより、ご利用者がその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるように努めます。
・事業所は、介護保険法等の趣旨に沿ってご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に
立って施設サービスを提供するように努めます。
・事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市区町
村、地域の保健、医療、福祉サービスとの密接な連携を図り、施設サービスの提供に努めます。
（特色）利用者の皆様を敬愛し安心して生活できる施設サービスを提供いたします。
利用者から選ばれる事業所として情報の開示、利用者の安全確保、ニーズへの対応、よりよい生活環境
の整備と共に職員の資質向上を図ります。
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●実習プログラム内容、プログラムの特色	 

●実習プログラム内容	 	 

＊下記の実習プログラム内容については、実施例となります。特別養護老人ホーム、	 

デイサービスにおいて、プログラム内容の詳細についてはそれぞれの施設によって	 

異なる場合があります。	 

	 

こもれびの里・今泉：菅野真和、加藤みゆき、四栗智美、藤原峰子、武田恵子

新地町ﾃ ｲ゙ｻ ｰﾋ ｽ゙ ｾ ﾝﾀｰ：加藤美智子、長里真理子
相馬市ﾃ ｲ゙ｻ ｰﾋ ｽ゙ ｾ ﾝﾀｰ：森武彦、岩本泰志、鴇田幸一、中尾優香、太田浩子

そうま・ほっとサロン：水戸幹子、池田裕美
相馬福祉会デイサービスセンター：渡部典治
特別養護老人ホーム新地ホーム：岡田清子、佐々木浩美、目黒利江

特別養護老人ホーム相馬ホーム：渡部三枝子、菊地明美、柳澤昇

特別養護老人ホーム長寿荘：高玉政博、渡部真文、青田幸恵

特別養護老人ホーム福寿園：阿部雅志
特別養護老人ホーム万葉園：刀根友美、酒井美和、斎藤真由美、荒一正
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特別養護老人ホーム 
介護保険上の名

称 
介護老人福祉施設 

施設の機能 身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居

宅においてこれを受ける事が困難な要介護者に対し入�浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。 
施設の概要・特

徴 
開設の経緯・施設の作りの特徴・入�居者の特徴・支援（介護）者の特徴、運営

方法、パートナー（介護職員）等の働き 
主な実習の内容 ・利用者とのコミュニケーション 

・利用者へのパートナー等の声掛け、支援（介護）の様子の観察、考察 
・食事介助の体験（嚥下時状態のよい利用者についてのみ） 
・入�浴介助の体験（一般よくまたは機械浴のいずれかの外介助） 
・排せつ介助の見学（利用者・パートナーが許可し、可能な状況の場合のみ） 
・特養業務の理解 

実習時間 9：30～18：30（昼食休憩 13：00～14：00） 
実習の流れ 9：20  1Ｆフロアーに集合。手洗い・うがい 

9：30  健康チェック、施設案内 
9：45  午前の実習 
13：00  昼食休憩 
14：00  午後の実習 
18：00  「実習の記録シート」の記入� 
18：30  「実習の記録シート」のコピーをとり、原本を総務室（事務室）野
所定のトレイに提出して終了。 
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●プログラムの特色	 

１．実際の介護現場を体験する	 

（1）	 各介護事業所で提供されている介護サービスの現場を体験し、パートナー（介護職員）・ヘルパ
ー（訪問介護員）等の仕事内容を把握します。 

（2）	 支援（介護）の専門家であるパートナー（介護職員）・ヘルパー（訪問介護員）等が、利用者に
どのようにコミュニケーションをとり、どのような対応をしているのかを観察し、体験します。 

（3）	 講座で習得した知識・技術・態度・姿勢等を実践的に応用する能力を養います。 
（4）	 利用者とのコミュニケーション等を通して、利用者を理解し、利用者個別の支援（介護）のあ

り方を考えます。 
(5)自分が介護の仕事に真剣に取り組む事ができるかどうかを自己評価します。 
 

２．実習の記録をつける 
実習中は、1 日 1 枚「介護実習記録」を記入します。記入後は、自分用にコピーをとってから、所
定の場所又は担当者にその日のうちに提出します。 

	 	 記録をつける意味  

（1）	 記録をつけることで、実習を振り返り、学んだことを確認します。 
（2）	 観察したことや体験したことを文章化する（可視的＝見えるようにする）ことで、考察する（深

く考える）ことができます。 
（3）	 翌日以降の実習に、学んだことや反省・課題を活かすことができます。 
（4）	 介護職員として必要な記録をとる練習になります。 
（5）	 実習担当者からコメント（評価）をもらうことで、自らの体験を客観的に見つめなおし、実習

により得たものを発展させるきっかけとなります。 
（6）	 記入内容により、実習生の実習内容や実習態度・意欲等を評価します。 

 
 

デイサービス 
介護保険上の名

称 
通所介護 

施設の機能 居宅で暮らす要介護者を老人デイサービスセンターに通わせ、その施設におい

て入�浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練等を行う。 
施設の概要・特

徴 
開設の経緯・施設の作りの特徴・入�居者の特徴・支援（介護）者の特徴、運営

方法、パートナー（介護職員）等の働き 
主な実習の内容 ・利用者とのコミュニケーション 

・利用者へのパートナー等の声掛け、支援（介護）の様子の観察、考察 
・食事支援やレクリエーションの体験 
・送迎車への同乗による利用者の居宅での生活の様子の観察・考察 
・デイサービス業務の理解 

実習時間 8：30～17：30（昼食休憩 13：00～14：00） 
実習の流れ 8：20  1Ｆフロアーに集合。手洗い・うがい、健康チェック 

8：45  午前の実習（送迎車に同乗） 
13：00  昼食休憩 
14：00  午後の実習 
17：15ころ  送迎車の添乗から戻ったら「実習の記録シート」の記入� 
17：45ころ  実務担当者による振り返り後、「実習の記録シート」のコピーを
とり、原本を総務室（事務室）の所定のトレイに提出して終了。 
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●実習中の指導体制・内容（振り返り、実習指導等） 
	 	 １．実習の心がまえ 

勝手な判断はしません	 利用者に関する情報は、一切口外しません（秘密保持）。  
（1）	 実習先では、実習担当者の指示に従って行動します。 
（2）	 自分勝手な判断で利用者へ介助を行ったり、器具や物品等を使ったりしません。 
（3）	 利用者から移動介助・外出介助・買い物・家事援助等の要望があった場合は、必ず実習担当者

に引き継いでください。 
（4）	 食事や水分の摂取等には個人差があります。利用者にとっては、健康上摂取を制限されている

場合や認知症等により摂取した事をすぐに忘れてしまっている場合もあります。利用者から要望

があった場合は、必ず実習担当者に引き継いでください。 
（5）	 利用者に金品を渡したり、受け取ったり、実習生個人の住所を伝える等の行為は一切禁止です。

金品の受け取りを断れない場合等、困ったときは必ず実習担当者に相談します。 
（6）	 利用者に事故を負わせた場合、または利用者や施設の物品等を破損した場合は、直ちに実習担

当者に伝えて指示を仰ぎます。 
（7）	 記録物（介護計画書、ケース記録等）の閲覧については、実習担当者に申し出で、許可が出た

場合は可能です。 
（8）	 実習中に知り得た利用者に関する情報は、決して口外しません（家族・友人に対しても話しま

せん）。 
 

	 社会常識を自覚し、礼儀正しく振舞います。  

（1）	 実習が効果的に行えるように、この講座で学んだ事をテキストや資料・ノート等で復習します。 
（2）	 実習の 2 日前までに、実習先の場所・連絡先・行き方・持ち物・注意事項等を再確認して準備

を整えておきます。 
（3）	 当日は、集合時間より 5分以上早く到着します。 
（4）	 遅刻・早退は認められません。 
（5）	 受け入れて下さる利用者・施設・ヘルパー等がいるからこそ実習が実施できるのです。「実習を

させて下さい」という謙虚な気持ちで実習に臨みます。 
（6）	 自分から進んであいさつします。特に利用者には、目線の高さを合わせて気持ち良くあいさつ

します。 
（7）	 いつも丁寧な言葉で話します。 
（8）	 利用者・ヘルパー等に対しては、たとえ年下であっても、どんな時でも敬語で話します。 
（9）	 利用者に対しては、名字で「○○さん」と呼びます。決して「おじいちゃん」「おばあちゃん」

などとは言いません。 
（10）	 利用者へは、ゆっくり大きな声で話しかけます。決して子ども扱いの言葉で話しません。 
（11）	 私語（私的な会話）は厳禁です。休憩時間以外は、実習生どうし及びヘルパー等とも私語はし

ません。 
（12）	 特養及びデイサービスでの実習中にメモをとるときは、利用者（家族を含む）から離れたとこ

ろで手短に取ります。 
（13）	 実習担当者に指示されるのを待つのではなく、常に積極的に指示を仰ぎ、自らの目標に向けて、

実習を作り上げていきます。 
（14）	 支援（介護）の第一歩は、利用者への理解から始まります。利用者とのコミュニケーションを

大切にし、時間が空いた時は、自ら進んで利用者と話します。 
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	 身だしなみを整えます  

（1）	 特養・デイサービスでの実習中の服装は、上はポロシャツ、下は動きやすい綿のパンツにスニ
ーカー。 

（2）	 特養・デイサービスでの実習の場合は、施設のロッカールームで着替えることもできます。そ
の場合は集合予定時刻より 10分早く到着します。 

（3）	 いずれの実習でもきれいな靴下を着用します（ストッキングは不可）。 
（4）	 長い髪は束ねておきます。 
（5）	 つめは短く切り、マニュキュアはつけません。 
（6）	 髭はきれいに剃っておきます。 
（7）	 化粧は薄めにし、香水はつけません。 
（8）	 アクセサリー（ネックレス・イアリング・ピアス・指輪・時計等）はつけません。 
 

	 持ち物  

（1）	 実習中は、エプロンを着用します。メモ帳と筆記用具等の入るポケットがついているものが便
利です。 

（2）	 この【実習の手引き】、「介護実習記録」、「健康チェックシート」、マスク、メモ帳、筆記用具、
昼食、飲み物は忘れず持参します。 

（3）	 貴重品は持ち込みません。（紛失しても責任は負いかねます。） 
（4）	 自分が持参した荷物や昼食等のごみは、必ず持ち帰ります。 
（5）	 携帯電話は電源を切り、カバンの中に入れておきます。休憩時間以外は使用しません。 

 

	 その他  

（1）	 喫煙はできる限り控えます。ただし、休憩時間のみ決められた場所では可能です。喫煙時には
必ず携帯灰皿を使用し、吸い殻は持ち帰ります。喫煙後の臭いにも気をつけます。 

（2）	 実習時間中に実習先施設及び訪問先から離れることは認めません。やむを得ない事情により離
れる場合は、必ず実習担当者に事前に断ります。 

（3）	 実習先や利用者に迷惑をかける行為や、実習生として相応しくない態度・言動が見られた場合
には、実習を中止することあります。その場合、修了証明書は発行できません。 

（4）	 利用者保護の観点から、感染症の拡大防止等のために実習を延期する場合があります。 
（5）	 実習が延期になった場合、代わりの実習日を再調整します。しかし実習期間中に実施できない

場合があります、その場合は、実習が終了次第、修了証明書を発行します。 
 

２．実習の記録 
実習中は、1 日 1 枚「介護実習記録」を記入します。記入後は、自分用にコピーをとってから、所
定の場所又は担当者にその日のうちに提出します。 

	  

	 記録をつける意味  

(6)記録をつけることで、実習を振り返り、学んだことを確認します。 
（7）観察したことや体験したことを文章化する（可視的＝見えるようにする）ことで、考察する（深

く考える）ことができます。 
（8）以降の実習に、学んだことや反省・課題を活かすことができます。 
(9)	 介護職員として必要な記録をとる練習になります。 
(10)実習担当者からコメント（評価）をもらうことで、自らの体験を客観的に見つめなおし、実習に

より得たものを発展させるきっかけとなります。 
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(11)記入内容により、実習生の実習内容や実習態度・意欲等を評価します。 
 

	 「介護実習記録」の記入の仕方  

（1）	 講座での学びや自らの課題をもとに、「実習目標」を前日までに立てます。 
（2）	 実習生氏名欄から「実習目標」を前日までに記入して、実習先にシートを持参します。 
（3）	 実習開始時に、実習担当者に「実習目標」を伝えます。 
（4）	 「実習内容」欄には、実習した内容を時間の流れに沿って記入します。 
（5）	 「気づいたこと、考えたこと」欄には、実習を通して学んだことの意義や考察（深く考えたこ

と）を加えて記入します。（単なる報告や感想を書くのではありません。） 
（6）	 表現（利用者やパートナー・ヘルパー等に対しては敬語を、自分に対しては謙譲語を）に気を

付けて、書き言葉で記入します。 
（7）	 利用者名を書く必要があるときは、イニシャルで記入します。 
（8）	 黒色ボールペンで誤字脱字の内容に記入します。間違ってしまった場合は、横二重線で訂正し

ます。誤字脱字が心配な方は、鉛筆またはノート等への下書きをお勧めします。 
（9）	 「1日を振り返って」欄には、自分が立てた目標について達成できたこと、できなかったことを

振り返り（反省）、なぜそうなったかを考察（深く考え）し、これからの取り組み方や今後の目

標などを書きます。 
 
●協力実習機関におけるのべ人数 

	 	 通所介護事業所：20名	 指定介護老人福祉施設：２０名 
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●講師情報 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

●実績情報	 

●過去の研修実施回数（年度ごと）	 

	 	 2012 年度	 １回開催しました（宮城県亘理郡山元町）	 ＊２級ヘルパー養成講座開催	 

	 

●過去の研修延べ参加人数（年度ごと）	 

	 	 2012 年度	 参加人数 15 名（宮城県亘理郡山元町）	 

● 名前、略歴、現職、資格

長谷川　ヨシイ（ハセガワ　ヨシイ）
（略歴）内科、外科看護、一般内科看護　　　（現職）福祉クラブ生協　Ｄａｙいしだ
（資格）准看護婦、看護婦

酒井　嘉子（サカイ　ヨシコ）
（略歴）訪問介護員、サービス提供責任者、介護職員基礎研修非常勤講師
（現職）ＮＰＯ法人　多摩家事介護ワーカーズコレクティブくるみ
（資格）訪問介護員２級、介護福祉士、介護支援専門員

和田　佳一（ワダ　ケイイチ）
（略歴）訪問介護員、施設介護員　（現職）NPO法人　ワーカーズコレクティブ　ソフィア
（資格）介護福祉士　認知症ケア専門士　介護教員講習会修了／介護福祉士実習指導者講習会修了

佐々木　将純（ササキ　マサヨシ）
（略歴）介護員、訪問介護員　（現職）マイム介護センター
（資格）介護福祉士、レクレーションインストラクター

四栗　智美（ヨツグリ　トモミ）
（略歴）介護職　　　（現職）株式会社　和心
（資格）介護福祉士

高橋和弘（タカハシ　カズヒロ）
（略歴）リハビリテーション　　　（現職）南相馬市立総合病院
（資格）作業療法士、住環境コーディネーター２級

石川昭子（イシカワ　アキコ）
（略歴）ヘルパー、サービス提供責任者、管理者
（現職）ＮＰＯ法人ワーカーズコレクティブたすけあい戸塚
（資格）ホームペルパー２級、介護福祉士、視覚障害者ガイドヘルパー、全身性障害者ガイドヘルパー

盛　淳子（モリ　アツコ）
（略歴）訪問介護ヘルパー　　　　　（現職）ＮＰＯ法人ワーカーズコレクティブふれあい都筑
（資格）ヘルパー２級、介護福祉士

権藤　千佳子（ゴンドウ　チカコ）
（略歴）看護師　　　（現職）生活リハビリクラブ茅ヶ崎
（資格）看護婦免許、高校教諭（看護）

千田　幸子（チダ　サチコ）
（略歴）介護職、居宅介護支援事業管理者、特別養護老人ホーム副施設長、夜間対応型訪問介護管理者
（現職）特別養護老人ホームラポール三ツ沢施設長代理
（資格）介護福祉士、介護支援専門員、介護福祉士養成実習指導者

安田　朋代（ヤスダ　トモヨ）
（略歴）介護職、生活相談員　　　　（現職）社会福祉法人いきいき福祉会
（資格）介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員

松沢　明彦（マツザワ　アキヒコ）
（略歴）介護業務、施設運営リーダー、生活相談員、介護課長、福祉講習講師、福祉システム工学非常勤講師
（現職）ヒューマンサポート湘南、福祉クラブ生協、神奈川工科大学
（資格）介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員

本間　めぐみ（ホンマ　メグミ）
（略歴）介護職員、サービス提供責任者、介護支援専門員　　　　　　　　（現職）社会福祉法人いきいき福祉会
（資格）介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員
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●連絡先等	 

●申込み・資料請求先	 

	 	 本研修担当者：佐藤慶介	 電話：080-3307-4130 まで	 

	 

	 	 

	 ●法人の苦情対応者名・役職・連絡先	 

	 	 蓜島一臣・事務局長・電話：022-748-6336 まで	 

	 

	 ●事業所の苦情対応者名・役職・連絡先	 

	 	 蔵石誠・福島事務局担当・電話：070-5096-8654 まで	 

	 

	 ●質を向上させるための取り組み	 

	 ●研修生満足度調査情報（アンケート、研修生の声など）	 

	 	 研修終了時にアンケート実施を予定しています。	 	 


