
介護職員初任者研修に関する情報公開 

 

研修機関について 

開 講 の 目 的 
介護を通じて高齢者や障害者の生活を支え、その質を向上させるため、 

理念・技能をそなえた人材を育成し、地域の福祉に貢献する。 

研修機関 

住 所 〒876-0811 大分県佐伯市鶴谷町 2-1-10 

名 称 学校法人 文理学園 日本文理大学附属高等学校  

代 表 者 日本文理大学附属高等学校 校長 田中 英明 

研修責任者 商業科こども・福祉コース主任 立木 穣太郎 

 

シラバス 

科目番号・科目名 １．職務の理解 

指導目標 

①介護保険制度で提供されるサービスの概要 

②介護職員からの介護サービス 

③利用者からの介護保険サービス 

④介護の資格とキャリアシステム 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(1)多様なサービスと

理解 
３ 

《講義内容》 

1）多様なサービスと理解 

（介護保険制度サービスの理解、介護保険以外のサービスの理解） 

ＤＶＤ鑑賞 

(2)介護職の仕事内容

や働く現場の理解 
３ 

《講義内容》 

１）介護職の仕事内容や働く現場の理解 

（介護職がどのような環境で、どのような形で仕事を行うかを理解） 

２）サービス提供者からの仕事の理解 

（居宅・施設の多様な働く現場の仕事内容、サービス提供現場の理解、 

利用者の立場から各個人別の介護サービスの理解） 

ＤＶＤ観賞 

《演習内容》 

介護職の仕事について、班体制を用いてディスカッションを行う。 

（合計時間数） ６  

 

科目番号・科目名 ２． 介護における尊厳の保持・自立支援介護における尊厳の保持・自立支援 

指導目標 

① 人権の考え方を通じて尊重する態度の形成。 

② 利用者の尊厳概念に対する意識の促進。 

③ ＱＯＬとノーマライゼーションの概念の理解。 

④ 虐待防止・身体拘束禁についての理解。 

⑤ 人権擁護制度について理解の深化。 

⑥ 自立に向け残存能力の活用し個別の支援方法の理解。 

⑦ 介護予防の考え方の理解。 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(1)人権と尊厳を支え

る介護 
５ 

《講義内容》 

1）人権と尊厳の保持 

（人権尊重の取り組みと人としての尊厳を支える介護とは何かを学ぶ） 



２）ＩＣＦ、ＱＯＬの考え方 

（介護職分野におけるＩＣＦ、ＱＯＬの考え方を学ぶ） 

３）ノーマライゼーション 

（ノーマライゼーションの考え方を知り、その理念の意図を学ぶ） 

４）虐待防止・身体拘束禁止 

（自立を妨げる虐待防止身体拘束禁の理解し、問題に気付く） 

５）個人の権利を守る制度概要 

（人権擁護制度を理解、高齢者する支援おこなう基礎、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） 

《演習内容》 

「事例」よりグループディスカションを班体制で行う。 

(2)自立にむけた介護 ４ 

《講義内容》 

1）自立支援 

（自立支援の理念をふまえ残存能力を活用し利用者がその人らしい生活

を個別的に継続的に提供する） 

２）介護予防 

（介護予防を理解し、利用者の生活能力や意欲を引き出していく支援方

法を考察） 

（合計時間数） ９  

 

科目番号・科目名 ３．介護の基本 

指導目標 

① 介護職員の専門的な役割。 

② 多職種との連携協働でチームケア必要性意義。 

③ 介護職業倫理感の必要性。 

④ 介護職員の安全確保とリスクマネジメント。 

⑤ 介護職員の安全衛生で健康管理。 

項目番号・項目名 時間数  

(1)介護職の役割、専

門性と多職種との連

携 

２ 

《講義内容》 

１）介護環境の特徴の理解 

（訪問介護と施設介護サービスの違い、利用者を地域で支援する専門的

知識） 

２）介護の専門性 

（介護職の専門性の意義、理念の捉え方、多職種との連携と協働の必要

性とチームケア重要性の理解） 

３）介護に関わる職種 

（異なる専門性を持つ多職種の理解、チームアプローチ） 

(2)介護職の倫理 ２ 

《講義内容》 

１）職業倫理 

職業倫理観の必要性 

倫理綱領の説明 

《演習内容》 

「事例」よりグループディスカションを班体制で行う。 

(3)介護における安全

の確保とリスクマネ

ジメント 

 

１ 

《講義内容》 

１）介護労働における安全の確保 

リスクマネンジメトの習得。 

２）事故予防、安全対策 



介護職員の事故予防と安全確保、利用者の安全対策。 

３）感染症対策 

感染症の原因と経路、正しい知識の習得 

(4)介護職の安全 １ 

《講義内容》 

１）介護職員の安全対策、感染症予防 

メンタルヘスケア、ストレスマネジメント 

２）介護職員のからだ健康管理 

腰痛予防、手洗い、うがいの励行 

《演習内容》 

 ボディメカニクスの基礎、手洗い手順 

（合計時間数） ６  

 

科目番号・科目名 ４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携 

指導目標 

① 介護保険制度の理念を理解。 

② 介護保険の具体的サービスの理解 

③ 障がい者総合支援制度、その他の制度のサービスの理解 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(1)介護保険制度 ３ 

《講義内容》 

１）介護保険制度の創設背景と目的 

２）介護保険制度の動向 

３）介護保険制度のしくみ 

（介護保険制度のしくみ、ケアマネジメント、介護報酬、財源など） 

４）介護サービスの分類と種類 

５）主な介護サービスの内容と事業者・施設 

６）保険給付以外の事業 

 （地域支援事業、地域包括支援センター、保健福祉事業など） 

(2)医療との連携とリ

ハビリテーション 

 

３ 

《講義内容》 

１）介護における医療と福祉の連携 

（保険医療サービスと福祉の説明、居宅と施設の医療福祉の連携） 

２）介護職と医療行為 

（介護の業務と医療行為の説明） 

３）リハビリテーション 

 （リハビリテーションの分類と種類の理解） 

(3)障がい者自立支援

制度およびその他制

度 

 

３ 

《講義内容》 

１）障がい者の福祉総合制度及び他制度 

（障がい者の自立支援制度の理解、ＩＣＦ） 

２）障がい者の自立支援制度の基本的な構造 

（「障がい」の定義から制度の理解） 

３）障がい者の自立支援制度のしくみと運営の現状 

 （制度の改正、障がい者サービスの種類と内容、財源）  

（合計時間数） ９  

 

 

 

 



科目番号・科目名 ５．介護におけるコミュニケーション技術 

指導目標 

①利用者とのコミュニケーションで信頼関係の形成に不可欠であることを促す。 

② チームケアにおける専門職間でのコミュニション有効性、重要を理解し報告、

連絡、相談が必要であると理解を促す。 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(1)介護におけるコミ

ュニケーション 
３ 

《講義内容》 

１）介護におけるコミュニケーションの意義、目的役割 

（利用者へのコミュニケーション、言語的と非言語的） 

２）コミュニケーションの技法 

（利用者に応じた技法の習得、バイスティックの７つの原則の理解） 

３）道具を用いたコミュニケーション 

（失語症、難聴視覚障がいの応じたコミュニケーション） 

４）利用者・家族とのコミュニケーション実際 

（利用者・家族それぞれの思いを把握する重要性） 

５）利用者の状況・態に応じたコミュニケーション技術実 

（障がい者とのコミュニケーション技術） 

《演習内容》 

グループでの高齢者、障害を想定したコミュニケーション 

(2)介護におけるチー

ムのコミュニケーシ

ョン 

３ 

《講義内容》 

１）記録による情報の共有化 

（記録の意義・目的、介護に関する記録の重要性、個別援助計画書事故

報告書、ヒヤリハット５Ｗ１Ｈ） 

２）介護サービスにおける報告、連絡相談 

（報告、連絡相談の意義を理解） 

３）コミュニケーションをうながす環境 

（ケアカンファレンスの重要性、情報の共有化、サービス担当者会議の

重要性の理解） 

（合計時間数） ６  

 

科目番号・科目名 ６．老化の理解 

指導目標 
① 高齢者のこころとからだの変化を個人別に理解する重要性を学ぶ。 

② 高齢者の多い疾病の種類と症状や特徴、治療、生活上の留意点を理解する。 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(1)老化に伴うこころ

とからだの変化と日

常 

３ 

《講義内容》 

１）老化に伴う心身の変化 

（老化のメカニズム、寿命、特徴知的能力） 

２) 老化に伴う心身の変と日常生活 

（日常生活への影響、有訴率と通院率、老化現象） 

(2)高齢者と健康 ３ 

《講義内容》 

１）高齢者と健康 

（老化病、生活習慣病、５大死因） 

２) 高齢者に多い病気と日常生活上の留意点 

 （老化に伴う疾患と生活習慣病の種類と症状） 

（合計時間数） ６  



科目番号・科目名 ７．認知症の理解 

指導目標 

① 認知症の利用者の心理・行動より残された意欲・態度に着目し、その人の世界

を理解する。 

② 認知症による障がいの理解を学ぶ。 

③ 複数の事例より、認知症の利用者の介護における原則を学ぶ。 

項目番号・項目名 時間数  

(1)認知症を取り巻く

状況 
２ 

《講義内容》 

１）認知症ケアの理念 

 （残された意欲、能力に着目した認知症ケアの重要性） 

 DVD鑑賞 

(2)医学的側面から見

た認知症の基礎と健

康管理 

２ 

《講義内容》 

１）認知症の概念 

 （認知症という疾患を理解する。認知症の診断方法を理解） 

２）認知症による障がい 

 （認知症の症状、原因疾患） 

３）健康管理の重要性 

 （栄養管理、清潔管理） 

(3)認知症に伴うここ

ろとからだの変化と

日常生活 

１ 

《講義内容》 

１）中核症状、周辺症状、BPSD 

２）認知症の利用者への対応 

 （コミュニケーションの原則、基本的なケア、生活改善） 

３）認知症の利用者への対応 

 （基本的な対応、受容、基本的ケア） 

《演習内容》 

グループディスカションを班体制で行う。 

(4)家族への支援 １ 

《講義内容》 

１）家庭への支援 

  （認知症の受容過程での援助法、事例検討） 

《演習内容》 

グループディスカションを班体制で行う。 

（合計時間数） ６  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目番号・科目名 ８．障がいの理解 

指導目標 

① 介護においての障がいの概念とICFの理解 

② 障がいの医学的理解 

③ 家族への理解、かかわり支援の理解 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(1)障がいの基本的理

解 
１ 

《講義内容》 

１）障がいの概念とICFの考え方 

２）障がい者の基本理念 

 （ノーマライゼーション、高齢者と障がいの違い） 

《演習内容》 

事例を通してグループディスカションを班体制で行う。 

(2)障がいの医学的側

面、生活障がい、心理・

行動の特徴、かかわり

支援等の基本的知識 

１ 

《講義内容》 

１）障がいを抱える人の理解 

 （身体障がい、知的障がい、精神障がい、その他の障がいの理解） 

《演習内容》 

障がいを抱える人の参加制約と公的サービス。 

(3)家族の心理、かか

わり支援の理解 
１ 

《講義内容》 

１）家族への心理 

  （障がいの受容の受容性） 

２）家族への支援 

  （社会資源の活用） 

（合計時間数） ３   

 

 

 

科目番号・科目名 ９．ころろとからだのしくみと生活支援技術 【 基本知識の学習 】 

指導目標 

① 専門職として介護の目的、倫理を学ぶ。 

② 高齢者や障がい者の心の変化を把握し、その人らしく生きてくための生きがい

等について考える。 

③ からだのしくみを学習し、高齢者の生活を支援する介護を学ぶ。 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(1)介護の基本的な考

え方 
４ 

《講義内容》 

１）倫理と法的根拠に基づく介護 

  （介護に関する専門的知識・技術の必要性、倫理に基づく介護、倫

理に基づく介護） 

《講義内容》 

 ICFの活用方法 

(2)介護に関するここ

ろのしくみの基礎的

理解 

５ 

《講義内容》 

１）学習と記憶の基礎知識 

（記憶の理解） 

２）感情と意欲の基礎知識 

 （感情について学ぶ。意欲の動機づけ） 

３）自己概念の生きがい 

４）老化や障がいを受入れる適応行動とその阻害要因 



(3)介護に関するから

だのしくみの基礎的

理解 

４ 

《講義内容》 

１）人体の各部の名称と動きに関する基礎知識 

２）骨、間接、筋肉に関する基礎知識 

３）中枢神経と体幹神経に関する基礎知識 

４）自律神経と内部器官に関する基礎知識 

５）こころとからだの総合的な基礎知識 

（合計時間数） １３   

 

科目番号・科目名 ９．ころろとからだのしくみと生活支援技術 【 生活支援技術の講義・演習 】 

指導目標 

① 専門職として介護の目的、倫理を学ぶ。 

② 高齢者や障がい者の心の変化を把握し、その人らしく生きてくための生きがい

等について考える。 

③ からだのしくみを学習し、高齢者の生活を支援する介護を学ぶ。 

④ 専門職として法律上の規程から介護の目的、倫理を学ぶ。 

⑤ 高齢者や障がいのさまざまなこころ変化を把握し、記憶、意欲の基礎知識とそ

の人らしく生きていく為の生きがいや意欲につ学ぶ。 

⑥ 高齢者の人体の構造や働きについて学ぶ。 

⑦ からだのしくみを学習し、高齢者の生活を支援する介護を学ぶ。 

⑧ 事例をとおして整容の目的や支援方法を学ぶ。また、身支度の意義と目的を理

解したうえで介護を提供できるように学ぶ。 

⑨ 高齢者・障がい者に安全な移動・移乗を可能するための介護技術や福祉用具に

ついて学ぶ。 

⑩ 介護職員の介護の負担からない技術を習得する。 

⑪ 食事に関する介護職員の業務は、高齢者とって生活基盤となる大切なものであ

ため、高齢者のからだの変化を知り食事の介護技術を食事という生活の援助と捉

え、その生活を支援する技術の根拠を身近に理解する。 

⑫ 入浴や清潔保持は、高齢者のからだだけでなく、こころにとっても大切である

ことを理解させる。 

⑬ 排泄は人間生きていく中で、大切行為あるが人に見られたくない行為でもあ

る。排泄の意義と目的を理解したうえで専門的は細やかな介護を提供できるように

する。 

⑭ 睡眠の基礎知識として睡眠のメカニズムを学習し、利用者に心地よい睡眠を確

保する環境と用具を活方法学ぶ。そして、睡眠の阻害する環境およびこころとから

だ要因を理解する。 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(4)生活と家事 ３ 

《講義内容》 

１）家事と生活の理解 

２）家事援助に関する基礎的知識と生活支援 

《演習内容》ベッドメイキング 

(5)快適な居住環境整

備と介護 
３ 

《講義内容》 

１）快適な居住環境に関する基礎知識 

２）高齢者・障がい特有の居住環境整備 

３）と福祉用具に関する留意点と支援法 

ＤＶＤ観賞 

《演習内容》 

福祉用具の活用 



(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 

６ 

《講義内容》 

１）整容に関する基礎知識 

２）整容の支援技術 洗面、 

（整髪爪の手入れ化粧、髭剃り、衣類の選択・着脱衣類の着脱場面にお

ける安全へ配慮自助具・補の利用、口腔ケア） 

《演習内容》顔の拭き方、爪手入れ、衣服着脱、口腔ケアと観察 

(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 

７ 

《講義内容》 

１）移動・移乗に関する基礎知識 

（廃用症侯群、まひ、関節可動域、ボディメカニクス、体位など） 

２）さまざまな移乗・移動に関する道具とその活用 

（ベッド、マットレス、車椅子、杖、歩行器など） 

３）介護職員にとって負担の少ない移動。移乗の支援法 

（介護者の負担の少ない介助） 

４）移動と社会参加の留意点と支援体位変換技術 

《演習内容》 

安楽な体位の保持技術、体位変換、車いすの介助、歩行介助（肢体不自

由者、視覚障がい）、 移乗の演習 

(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 

７ 

《講義内容》 

１）食事に関する基礎知識 

（食事をする意味、咀嚼・嚥下のメカニズム、栄養素とそ働き） 

２）食事環境の整備・食事に関連した用具・食器の活用方法と食事形態

とからだのしくみ（食事に関した福祉用具の活と介助方法） 

３）楽しい食事を阻害するころとからだの要因の理解と支援方法 

（高齢者の食事、調理法疾患と食事） 

４）食事と社会参加の留意点支援 

（誤嚥性の留意点） 

《演習内容》 食事介助の演習、（片マヒ、視覚障がい） 

(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 

７ 

《講義内容》 

１）入浴、清潔保持に関する基礎知識 

２）さまざまな入浴用具と整容用具の活用方法 

３）さまざまな入浴・清潔を保つための方法 

（体調の確認、羞恥心や遠慮の配慮） 

(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 

７ 

《講義内容》 

１）排泄に関する基礎知識（排泄とは、排泄のメカニズム） 

２）さまざまな排泄環境整備と排泄用具の活用方法 

３）爽快な排泄を阻害するこころとからだの要因の理解と支援方法 

《演習内容》 

ポータブルトイレや尿器、片マヒのトイレ介助、オムツ交換等 

(11)睡眠に関連した

こころとからだのし

くみと自立に向けた

介護 

６ 

《講義内容》 

１）睡眠に関する基礎知識（睡眠の大切さを学ぶ。） 

２）さまざまな睡眠環境に関する道具とその活用 

（寝室環境、寝具、福祉用具の活用） 

３）快い睡眠を阻害するこころとからだの要因の理解と支援方法 

（安楽な姿勢、褥そう予防） 

《演習内容》１）～３）の実技演習 

（合計時間数） ４６  



科目番号・科目名 ９．ころろとからだのしくみと生活支援技術 【 生活支援技術の講義・演習 】 

指導目標 

① 死にいく人の尊厳を守り、その人らしい死をむかえるための介護するために終

末期の基礎知識を習得し、死にいたる過程とともに、高齢者と家族の心理を理解し、

支える介護方法を学ぶ。 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(12)死にゆく人に関

連したこころとから

だのしくみと終末期

介護 

６ 

《講義内容》 

１）終末期ケアとは 

（終末期関する基礎知識ところからだのしくみ） 

２）「死」に向き合うころの理解 

３）苦痛の少ない死へ支援 

《演習内容》 

演習に基づいて介護職員の役割を理解、DVD鑑賞 

（合計時間数） ６   

 

科目番号・科目名 ９．ころろとからだのしくみと生活支援技術【 総合生活支援技術演習 】 

指導目標 
① 生活場面、障がい状況の異なる利用者事例を通し生活支援を提供する理解と技

術の習得、利用者の心身状況にあわせた介護を提供する視点と技術の修得。 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(13)介護過程の基礎 ５ 

《講義内容》 

１）介護過程の目的、意義展開 

２）介護過程とチームアプローチ 

《演習内容》 

アセスメントと介護計画の立案 

(14)総合生活支援技

術演習 
５ 

《演習内容》 

事例検討 

(ア) 居宅サービス 

(イ) 認知症グループホーム 

(ウ) 施設サービス 

（合計時間数） １０  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目番号・科目名 10．振り返り 

指導目標 

① 在宅、施設の何れ場合であっても「利用者生活根拠に共居る」と言う意識をもっ

て、その状態における模擬演習（身だしなみ、言葉使いを含む。）を行い、業務にお

ける基本的態度の視点をもって介護を行えるよう理解させる。 

② 研修を通じて学んだこと、継続して学ぶべきことを演習等で受講者自身に表出・

言語化させたうえで、利用者の生活を支援する根拠に基づく介護の要点ついて講義

等により再確認させる。 

③ 修了後も継続的に学習することを前提、介護職が身つくべき知識や技術の体系

再掲るなどして、受講者一人ひとりが今後何を継続的に学習すべきか理解でように

する。 

④ 最新知識、次のステップに向けて課題を受講者が認識できるようにする。 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

(1)振り返り ２  

(2)就業への備えと研

修終了後における継

続的な研修 

２ 

《講義内容》 

１）進路指導 

《演習内容》 

 介護職に就いている本校卒業生を紹介し、職業意識を高める。 

（合計時間数） ４  

 

科目番号・科目名 【 施設実習 】 

指導目標 ①講演で学んだ項目を各福祉現場で実践し、介護職の現場を理解する。 

項目番号・項目名 時間数 講義内容・演習内容 

施設実習 １８ 
 

（合計時間数） １８  

 

科目番号・科目名 （１１） 人権啓発に関する基礎知識 

指導目標 ① 人権への取り組み等の啓発を理解する。 

項目番号・項目名 時間数  

①人権啓発に関する

基礎知識 
２ 

《講義内容》 

人権問題を通じて根本から一ひとりの利用者と接することが出来る。 

（合計時間数） ２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



実習先一覧 

実習施設名 

社会医療法人 小寺会 

介護老人保健施設 鶴見の太陽 
南海医療センター附属介護老人保健施設 

佐伯市 特別養護老人ホーム豊寿苑 
社会福祉法人 双樹会 

特別養護老人ホーム 花みずき 

社会医療法人 長門莫記念会 

介護老人保健施設 和の風 
ヘルパーステーション遊友館 

社会医療法人 長門莫記念会 

介護老人保健施設 鶴望野 

佐伯市社協 

ヘルパーステーション「やよい」 

社会医療法人 長門莫記念会 

ホームヘルパーステーション鶴望野 

佐伯市社協 

ディサービスセンター「やよい」 

社会医療法人 長門莫記念会 

長門ディサービスセンター 

佐伯市社協 

ヘルパーステーション「さいき」 

医療法人明石会  

訪問介護曽根 

社会医療法人 小寺会 

通所リハビリテーション 佐伯の太陽 

 

 

 


