
 

 

介護職員初任者研修シラバス 

 

科目番号・科目名 1 介護の職務の理解 

指導目標 

研修に先立ち、これからの介護が目指すべき、その人の生活を支える「住宅における

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。 

項目番号・項目名 

【全日】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

通信学習 

時間数 

講義内容・演習内容・通信学習課題の内容等 

①「介護」とは？ 2 2 0 

＜講師による講義の内容＞ 

1）法律の用語からみた「介護」 

2）介護保険制度で提供される介護サービス 

 ・介護サービスの概要 

 ・代表的な居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス 

 

②介護サービスの

仕事とは？ 
2.5 2.5 0 

＜講師による講義の内容＞ 

1）働く側からみた「介護の仕事」 

 ・特別養護老人ホーム 

 ・認知症高齢者グループホーム 

 ・居宅、施設の多様な働く現場におけるそれぞれの仕事内容 

2）利用者の立場からみた介護サービスの状況 

 ・事例紹介 

 ・高齢者夫婦が利用している介護保険サービス 

 ・介護サービスの意味するところ－「社会的な価値」をもつ仕事 

 

③介護の資格とキ

ャリアシステム 
1.5 1.5 0 

＜講師による講義の内容＞ 

1）介護福祉制度 

 ・法律上定められた「介護福祉士」 

 ・資格取得の方法など 

2）訪問介護員（ホームヘルパー）研修制度について 

3）介護サービス従事者の要請システム全般の見直し 

 ・介護職への入職段階－介護職員初任者研修課程修了段階 

 ・一定の実務経験後（実務 3 年以上）－介護福祉士養成施設卒業

（介護福祉士） 

 ・介護福祉資格取得後更に一定の実務経験後－認定介護福祉士段

階 

4）介護の職務の基本的理解 

 

合計時間数 6 6 0  

使用する教材・備

品等 

・介護職員初任者研修課程テキスト 1 

・ホワイトボード 

 



 

 

介護職員初任者研修シラバス 

 

科目番号・科目名 2 介護における尊厳の保持・自立支援 

指導目標 

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し、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及びやっ

てはいけない行動例を理解している。 

項目番号・項目名 

【全日】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

通信学習 

時間数 

講義内容・演習内容・通信学習課題の内容等 

①人権と尊厳を支

える介護 
5.5 1.0 4.5 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）人権と尊厳の保持 

 1）人権の考え方 

 2）人権尊重に関する国連での取り組み 

 3）わが国における基本的人権の保障 

  ・日本国憲法における基本的人権の保障 

  ・わが国における差別問題 

 4）医療福祉分野での人権 

  ・尊厳の保持  ・プライバシーの保護 

  ・自己決定権 

（2）ＱＯＬの考え方 

 1）ＱＯＬが求められた社会的背景 

 2）健康関連ＱＯＬ 

  ・ＱＯＬの全体像と人々の健康 

  ・健康概念とＱＯＬとの関係 

  ・代表的なＱＯＬ尺度とその項目 

 3）ＡＤＬからＱＯＬへ 

 4）高齢期のＱＯＬと介護 

  ・高齢期の特徴とＱＯＬ 

  ・高齢者のＱＯＬ改善事例 

 5）ＱＯＬの意義とこれからの課題 

（3） 

 ・ノーマライゼーションとは 

 ・ノーマライゼーションの理念の誕生 

 ・ノーマライゼーションの国際的展開 

 ・ノーマライゼーションの難しさ 

 ・ノーマライゼーションの発展－「憐れみ」から「人権」へ 

 ・ノーマライゼーションと介護 

 ・ノーマライゼーションに関連する概念 

（4）虐待防止・身体拘束禁止 

 ・高齢者虐待防止の歩み  ・高齢者虐待の種類 

 ・高齢者虐待の特徴    ・高齢者虐待のサイン 

 ・高齢者虐待の防止 

（5）個人の権利を守る制度の概要 

 1）高齢者の人権全般を守るための制度 

  ・人権擁護委員制度   ・民生委員制度 

  ・地域包括支援センター制度 

  ・介護保険苦情処理制度 

 2）判断能力の低下した高齢者の権利を守るための制度 



 

 

  ・成年後見制度    ・日常生活自立支援事業 

 3）悪徳商法などから高齢者の財産を守る制度 

 4）貧困による生活苦から高齢者を守る制度 

  ・生活保護制度    ・ホームレス対策 

 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

・人権と尊厳を支える介護に関する添削課題の提出 

五択一問題 

・高齢者のための国連原則について 

・ＱＯＬの考え方について 

・ノーマライゼーションについて 

・バリアフリーとユニバーサルデザインについて 

・高齢者虐待について 

・個人の権利を守る制度について 

記述問題 

・高齢者虐待について 

・人権侵害に対する個人の権利を守る 

②自立に向けた介

護 
3.5 0.5 3 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）自立支援 

 ・自立支援とは ・「お世話」の介護観からの脱却 

 ・残存能力の活用 

 ・本人の自己選択・自己決定を促し、尊重する 

 ・こころの自立 

 ・一人ひとりを個別的に理解し、支援していく 

（2）介護予防 

 1）高齢者の多数派は重度の要介護状態ではない 

 2）介護予防の視点 

 3）寝たきりは寝かせきりからつくられる 

 4）介護予防施策の推進 

 5）二次予防事業 

  ・運動器の機能向上  ・栄養改善 

  ・口腔機能の向上 

 6）地域全体で取り組む必要性 

 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

・自立に向けた介護に関する添削課題の提出 

五択一問題 

・自立支援について 

・介護予防について 

記述問題 

・介護サービスにおける自立支援について 

・自己選択、自己決定の効果について 

・高齢者の運動器の機能低下をもたらす原因について 

合計時間数 9 1.5 7.5  

使用する教材・備品

等 

・介護職員初任者研修課程テキスト 1 

・ホワイトボード 

 



 

 

介護職員初任者研修シラバス 

 

科目番号・科目名 3 介護の基本 

指導目標 

・介護職に求められる専門性と職業倫理の必要性に気づき、職務におけるリスクとそ

の対応策のうち重要なものを理解している。 

・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

支援を捉えることができる。 

項目番号・項目名 

【全日】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

通信学習 

時間数 

講義内容・演習内容・通信学習課題の内容等 

①介護職の役割、

専門性と多職種と

の連携 

2 1 1 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）介護環境の特徴の理解 

 1）利用者生活の拠点 

 2）少子高齢社会と介護システム 

 3）利用者を地域で支える 

  ・地域包括ケアの実現に向けて－地域が目指すべき地域包括ケ

アシステムとは 

  ・「地域包括ケアシステム」5つの視点 

（2）介護の専門性 

 1）介護の理念 

 2）介護の対象と目的・定義 

 3）介護実践の原則 

  ・自立支援 

  ・利用者の尊厳・基本的人権を尊重する 

  ・生活支援者として対人援助の原則を尊重する 

  ・利用者がこころのやすらぎを得る居場所づくり 

  ・潜在能力や意欲を引き出す介護 

  ・ライフスタイルの尊重 

  ・医療・福祉関係者との連携 ・介護倫理の尊重 

  ・科学的な理論、根拠に裏づけられた介護実践 

 4）「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正 

  ・「社会福祉士及び介護福祉士法」の主な改正点 

  ・介護福祉士の「責務（義務）」 

 5）求められる介護福祉像とは 

 6）介護職が実施できる医療的ケア 

（3）介護にかかわる職種 

 1）多職種連携の意義と目的 

  ・チームケアの必要性 ・事業所内のチームの意義 

  ・多職種からなるチームの意義 



 

 

  ・多職種からなるチーム   ・事例紹介 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

・介護職の役割、専門性と多職種との連携に関する添削問題の提出 

五択一問題 

・介護実践の原則について 

・社会福祉士及び介護福祉士法の改正について 

・チームケアにおける各種専門職について 

記述問題 

・地域包括ケアシステムについて 

②介護従事者の倫

理 
1 0.5 0.5 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）倫理観の必要性 

 ・介護職としての社会的責任 

 ・「倫理」の意味       ・法律の遵守責務 

（2）倫理綱領とは 

 ・倫理綱領とは何か 

 ・日本介護福祉士会の倫理綱領の解説 

 ・介護実践を行う場合に必要な「倫理的判断の視点」 

（3）事例紹介 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・日本介護福祉士会倫理綱領について 

記述問題 

・倫理的判断の 4つの視点について 

③介護職における

安全の確保とリス

クマネジメント 

2.5 1.0 1.5 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）介護労働における安全の確保 

 ・リスクマネジメントと危機管理の違い 

 ・リスクマネジメント関連用語と定義（ISO/IEC ガイド 51、

1999）   ・介護事故と労働災害 

（2）事故予防 

 ・不安全状態と不安全行動 

 ・事故の予防と危険感受性   ・高齢者の特性 

 ・作業環境管理、作業管理および健康管理 

（3）安全対策 

 ・安全教育 ・危険予知訓練（KYT） 

 ・リスクアセスメントとリスクマネジメント 

 ・現場で実施できるリスクアセスメント 

 ・介護事故が起こってしまったときの対応 

（4）感染対策 



 

 

 1）感染症の基礎知識 

  ・感染症とは  ・感染成立の三要素と予防対策 

  ・感染と発症（汚染→感染→増殖→発症） 

  ・潜伏期と保菌者 

 2）介護現場に関わる主な感染症 

 3）感染症対策に対する基本的態度 

 4）感染症予防の基本事項 

  ・基本事項    ・手洗い    ・うがい 

 5）介護職員の健康管理 

 6）空調などの設備の管理 

  ・空調機（エアコン）の点検・清掃 

  ・飲み水の管理（給水・給湯設備） 

 7）感染予防に基づいた介助 

  ・食事介助 

  ・排泄介助（おむつ交換を含む）  ・医療処置 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・高齢者の特性について  ・感染症対策について 

・感染症予防の基本事項について 

記述問題 

・リスクマネジメントについて 

・感染症の主な感染経路について 

④介護職員の安全

衛生 
0.5 0.5 0 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）介護職員のこころの健康管理 

 1）ストレッサーとストレス反応 

 2）職場のストレスモデル 

 3）労働者の心の健康の保持増進のための指針 

  ・メンタルヘルスケアの基本的考え方 

  ・4つのメンタルヘルスケアの推進 

 4）介護職員のこころの健康の保持増進 

（2）介護職員のからだの健康管理 

 ・腰痛とは 

 ・職場における腰痛予防対策の基本的な考え方 

 ・腰痛予防のための労働衛生管理 

合計時間数 6 3 3  

使用する教材・備

品等 

・介護職員初任者研修課程テキスト 1 

・ホワイトボード 

 



 

 

介護職員初任者研修シラバス 

 

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 

介護保険制度や障害者自立支援制度を担う一員として最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、その概要のポイントを列

挙できる。 

項目番号・項目名 

【全日】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

通信学習 

時間数 

講義内容・演習内容・通信学習課題の内容等 

①介護保険制度 4 0.5 3.5 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）介護保険制度創設の背景と目的 

 1）制度創設の背景 

  ・人口の高齢化と介護ニーズの増大 

  ・介護者の変化    ・高齢者医療費の増大 

  ・高齢者にかかる生活 

  ・福祉的サービスと医療サービスの一体化の必要性 

 2）制度創設の目的 

（2）介護保険制度の動向 

 1）介護保険制度の対象者（被保険者）、要介護認定者数などの

増加 

  ・介護保険制度の被保険者  ・要介護認定 

 2）介護費用の増、介護保険料の増 

 3）今後の動向と見通し 

 4）これまでの制度改正などの流れ 

 5）2012（平成 24）年改正の概要 

  ・法律改正における成立と施行の意味 

  ・改正の必要性とねらい 

  ・改正内容（介護保険法以外の関連法の改正を含む） 

（3）介護保険制度のしくみ①－保険システム、要介護認定、ケア

マネジメント 

 1）制度全体のしくみ 

  ・サービス利用に関して  ・サービス生産・供給に関して 

  ・制度における「負担と給付」の視点から 

  ・介護報酬と介護財源 

 2）保険システム 

  ・保険とは（一般論）  ・介護保険の場合 

 3）要介護認定 

  ・要介護認定の意味と必要性 

  ・要介護状態と要支援状態 ・要介護認定の流れ 

  ・認定からサービス利用までの流れ 

 4）ケアマネジメント、ケアプラン、ケアマネージャー 

  ・ケアマネジメントとは  ・ケアマネージャーとは 

（4）介護保険制度のしくみ②－介護報酬、財源、組織、その他 

 1）介護報酬 

  ・介護報酬とは    ・介護報酬のしくみ 

 2）介護財源 

  ・財源構成の概要  ・保険料  ・公費 

  ・財政安定化基金  ・その他 



 

 

 3）制度運営にかかる行政組織など 

  ・市町村の役割  ・都道府県の役割  ・国の役割 

  ・社会福祉協議会 ・民生委員（児童委員） 

 4）介護保険事業計画 

 5）その他 

  ・介護保険審査会、介護給付費審査委員会 

  ・情報公表制度  ・苦情対応 

 6）制度全体図 

（5）介護サービスの分類と種類 

 ・サービス利用者による介護サービスの分類 

 ・給付（サービスの費用）の種類による分類 

 ・サービスの提供場所による分類  

 ・介護サービスの種類 

（6）主な介護サービスの内容とサービス事業者・施設 

 1）要介護者を対象としたサービス（介護給付対象） 

  ・居宅サービス（12種類）   ・地域密着型サービス 

  ・施設サービス        ・その他のサービス（給付） 

 2）要支援者を対象としたサービス（予防給付） 

 3）介護サービス事業者・施設とその指定 

  ・サービス事業者の指定 

  ・施設の指定    ・指定の更新 

（7）保険給付以外の事業 

 1）地域支援事業 

  ・2006年改正で創設された地域支援事業 

  ・2012 年改正で新しく地域支援事業に追加された「介護予

防・日常生活総合支援事業」（2012年 4月から実施） 

 2）地域包括支援センター 

 3）保険福祉事業 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・介護保険制度創設の背景について 

・要支援、要介護認定について 

・介護財源について 

・介護保険給付について 

・介護保険給付以外の事業について 

記述問題 

・介護保険制度のサービスを受けられる人について 

・要介護状態と要支援状態について 

・介護保険制度における、事業者の指定，更新について 

②介護と医療の連携 1.25 0.25 1 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）介護における医療と福祉の連携 

 ・保健医療サービスと福祉サービス 

 ・居宅サービスにおける医療と福祉の連携 

 ・施設サービスなどにおける医療と福祉の連携 

 ・医療機関との連携   ・サービス提供者の意識 

（2）介護職と医行為 

 1）介護職の業務 

 2）医行為とは 



 

 

 3）医行為とそれ以外の行為との境界線 

 4）介護職員が行える医行為 

  ・たんの吸引などが認められる人   ・認められる行為 

（3）リハビリテーション 

 1）リハビリテーションとは 

 2）リハビリテーションの過程 

  ・急性期のリハビリテーション 

  ・回復期のリハビリテーション 

 ・維持期のリハビリテーション 

 3）リハビリテーションスタッフの役割 

 4）ＱＯＬ（生活の質）の向上 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・リハビリテーションについて 

記述問題 

・介護保険法改正について 

・急性期のリハビリテーションについて 

③障害者自立支援

制度 
1.25 0.25 1 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）障害者自立支援制度の背景 

 ・障害者の生活構造の理解 

 ・人間生活の「3 つの存在」と環境因子、主体性などとの相互関

係 

 ・障害者福祉の理念 

（2）障害者自立支援制度の基本的な構造 

 1）法律上の「障害者」の定義 

  ・障害者権利条約の「障害者」の定義 

  ・改正障害者基本法における「障害者」の定義 

  ・改正・障害者自立支援法における「障害者」の定義 

  ・改正障害者自立支援法の対象と手帳制度 

 2）改正障害者基本法における「基本原則」の概要 

 3）社会福祉基礎構造改革、障害者自立支援法（当初の法律）が

目指したもの 

 4）今後の「障がい者制度改革」に向けた動向 

（3）障害者自立支援制度のしくみと運営の現状 

 ・改正障害者自立支援法の目的、市町村の役割 

 ・障害福祉サービスの種類と内容 

 ・居宅介護、重度訪問介護など、ホームヘルプ事業の概要 

 ・サービス利用のプロセス 

 ・支給決定のプロセス、「サービス等利用計画」の作成 

 ・給付費の財源、および利用者負担の見直し 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

・障害者福祉理念の概要について 

・障害者の定義と手帳制度について 

・障害福祉サービスの種類と内容について 

記述問題 

・障害福祉サービスの訓練給付について 

 



 

 

④個人の権利を守

るその他の制度 
2.5 0.5 2 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）生活保護制度 

 1）生活保護の理念 

 2）生活保護のしくみ 

 3）生活保護の基本原理 

  ・国家責任の原理     ・無差別平等の原理 

  ・最低生活保障の原理   ・補足性の原理 

 4）生活保護の基本原則 

  ・申請保護の原則     ・基準・程度の原則 

  ・必要即応の原則     ・世帯単位の原則 

 5）保護の種類 

 6）保護施設 

 7）被保護者の」権利および義務 

 8）保護の実施 

（2）成年後見制度 

 1）成年後見制度の制定の経過 

 2）成年後見制度の概要 

  ・成年後見        ・保佐および補助 

  ・任意後見制度 

 3）介護保険と成年後見制度 

（3）日常生活自立支援事業 

 ・制度の概要   ・利用の手続き   ・費用 

（4）虐待防止制度 

 1）高齢者虐待防止法 

  ・高齢者虐待防止法制定の経過 

  ・高齢者虐待防止法の概要 

 2）障害者虐待防止法 

  ・障害者虐待の定義     ・制度の内容 

（5）その他の制度 

 1）年金制度 

  ・年金制度の役割      ・年金制度の概要 

  ・国民年金         ・厚生年金 

 2）医療保険 

  ・医療保険制度の概要  ・後期高齢者医療制度 

 3）消費者保護対策及び個人情報の保護対策 

  ・消費者保護対策    ・個人情報の保護 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・成年後見制度について 

・日常生活自立支援事業について 

・虐待防止法について     ・年金制度について 

記述問題 

・生活保護の基本原理、基本原則について 

・生活保護法における生活困窮者に対する扶助について 

合計時間数 9 1.5 7.5  

使用する教材・備

品等 

・介護職員初任者研修課程テキスト 1 

・ホワイトボード 

 



 

 

介護職員初任者研修シラバス 

 

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 

高齢者や障害者のコミュニケーション能力は一人ひとり異なることと、その違いを認

識してコミュニケーションを取ることが専門職に求められていることを認識し、初任

者として最低限の取るべき（取るべきでない）行動例を理解している。 

項目番号・項目名 

【全日】 

対面学習 

時間数 

【津新】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

通信学習 

時間数 

講義内容・演習内容・通信学習課題の内容等 

①介護におけるコ

ミュニケーション 
3 1.5 1.5 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）介護におけるコミュニケーションの意義、目的、役割 

 1）コミュニケーションとは 

 2）二者間のコミュニケーション過程の理解 

  ・双方向のコミュニケーション 

  ・非言語的コミュニケーション 

  ・トータルコミュニケーションの意義 

 3）介護職におけるコミュニケーションの基本 

（2）コミュニケーションの技法 

 1）質問の技法 

  ・質問時の留意点     ・質問の種類 

  ・留意する質問の種類 

 2）話を要約する技法 

 3）明確化にする技法 

 4）くり返しの技法 

 5）言い換えの技法 

 6）介護職として求められる相談の技術 

  ・相談面接におけるコミュニケーションの場面 

  ・対人援助における個別援助技術の基本原則－バイスティック

のケースワークの七原則 

（3）道具を用いたコミュニケーション 

 ・筆談や会話を補助する機器 

 ・聞くことを助ける機器 

 ・読むことを補助する機器 

（4）利用者・家族とのコミュニケーションの実際 

 ・利用者の思いを把握する 

 ・家族の思いを把握する 

 ・利用者の思いを家族が理解する支援に向けて 

 ・利用者と家族の思いが一致する支援に向けて 

（5）利用者の状況・状態に応じたコミュニケーションの実際 

 1）聴覚・言語障害者とのコミュニケーション 

 2）難聴者とのコミュニケーション 

 3）視覚障害のある人とのコミュニケーション 

 4）失語症のある人とのコミュニケーション 

  ・言語の理解に障害がある人 

  ・話すことに障害のある人 

  ・理解すること、話すことに障害のある人 

  ・構音障害のある人とのコミュニケーション 

 5）認知症のある人とのコミュニケーション 



 

 

 6）知的障害のある人とのコミュニケーション 

 7）精神障害のある人とのコミュニケーション 

  ・統合失調症      ・気分（感情）障害 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・非言語コミュニケーションついて 

・認知症のある人のコミュニケーションについて 

記述問題 

・閉じられた質問と開かれた質問について 

・バイスティックの 7原則について 

②介護におけるチ

ームのコミュニケ

ーション 

3 1.5 1.5 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）記録による情報の共有化 

 1）記録の意義・目的・事例検討 

 2）介護に関する記録の種類 

  ・フェイスシート  ・介護アセスメントシート 

  ・介護個別援助計画書（入所、通所、訪問それぞれで必要 

  ・ケアカンファレンス（サービス担当者・サービス調整会議議

事録） 

  ・介護経過記録・実施評価表（モニタリング表） 

  ・日常介護チェック表    ・業務日誌 

  ・事故報告書・ヒヤリハット 

 3）記録の書き方と留意点 

 4）プライバシーの保護と介護サービスの情報公開 

  ・個人情報の保護に関する法律 

  ・介護サービス情報の公表制度 

（2）介護サービスにおける報告、連絡、相談 

 ・意義と目的 

 ・報告、連絡、相談をしていく際の留意点 

（3）コミュニケーションを促す環境 

 ・ケアカンファレンス・事例検討 

 ・サービス担当者会議 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・記録の意義と目的について 

・介護に関する記録の種類について 

・記録の書き方と留意点について 

・報告、連絡、相談について 

記述問題 

・記録の目的について 

合計時間数 6 3 3  

使用する教材・備

品等 

・介護職員初任者研修課程テキスト 2 

・ホワイトボード 

 



 

 

介護職員初任者研修シラバス 

 

科目番号・科目名 6 老化の理解 

指導目標 
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している。 

項目番号・項目名 

【全日】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

通信学習 

時間数 

講義内容・演習内容・通信学習課題の内容等 

①老化に伴うここ

ろとからだの変化

と日常 

2.5 1 1.5 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）老化に伴うこころとからだの変化 

 1）老化のメカニズム 

 2）寿命 

 3）老化の特徴 

 4）老化によるこころとからだの変化と観察のポイント 

  ・体温   ・血圧   ・呼吸   ・脈拍 

  ・意識 ・顔色，表情  ・歯周病（歯槽膿漏） 

  ・嚥下 ・尿，便  ・掻痒症  ・むくみ 

  ・しびれ  ・言語機能の障害  ・視力の老化 

  ・聴覚の老化 ・関節痛 ・脱水 ・睡眠障害 

  ・低栄養  ・歩行障害 ・転倒 

  ・廃用症候群（生活不活発病）  ・めまい 

 5）知的能力の老化と特徴 

  ・知能の発達と老化 

  ・老年期における知能の特徴 

  ・老年期における知能の特徴としての「知恵」 

  ・老化に伴う知能低下防止 

（2）老化に伴うこころとからだの変化と日常生活 

 ・老化による日常生活への影響 

 ・国民生活基礎調査からみた高齢者の有訴者率と通院者率 

 ・身体的な老化と日常 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・寿命と老化の特徴について 

・知的能力の老化と特徴について 

記述問題 

・老化の特徴について 

・「流動性知能因子」と「結晶性知能因子」について 

②高齢者と健康 3.5 2 1.5 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）高齢者と健康 

 ・老人病と成人病、生活習慣病 

 ・代表的な死因と生活習慣病 

（2）高齢者に多い病気と日常生活上の留意点 

 1）老化に伴う疾患 

  ・体温   ・血圧   ・呼吸   ・脈拍 

  ・意識 ・顔色，表情  ・歯周病（歯槽膿漏） 

  ・嚥下 ・尿，便  ・掻痒症  ・むくみ 

  ・しびれ  ・言語機能  ・視覚  ・聴覚 



 

 

  ・関節痛  ・脱水  ・睡眠障害  ・低栄養 

  ・歩行障害  ・転倒 

  ・廃用症候群（生活不活発病）  ・めまい 

 2）代表的な生活習慣病 

  ・高血圧症   ・心疾患   ・脳血管疾患 

 3）その他の生活習慣病 

  ・糖尿病  ・腎臓病  ・肝臓病  ・痛風 

 4）老化による疾患と生活習慣病全般についてのおさらい 

 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・高齢者の健康について 

・老化による心と体の変化について 

記述問題 

・老人性高血圧の特徴について 

・心疾患の予防のための注意点について 

合計時間数 6 3 3  

使用する教材・備

品等 

・介護職員初任者研修課程テキスト 2 

・ホワイトボード 

 



 

 

介護職員初任者研修シラバス 

 

科目番号・科目名 7 認知症の理解 

指導目標 
介護において認知症を理解することの必要性に気づき、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している。 

項目番号・項目名 

【全日】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

通信学習 

時間数 

講義内容・演習内容・通信学習課題の内容等 

①認知症を取り巻

く状況 
0.5 0.5 0 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）認知症ケアの理念 

 ・「生活者」としての理解 

 ・認知症の人の世界を理解していく 

 ・利用者本人の「感情面」や「思い」をみていく 

②医学的側面から

みた認知症の基礎

と健康管理 

2 1 1 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）認知症の概念 

 1）認知症とは 

 2）認知症に似た状態 

  ・年齢相応のもの忘れ   ・せん妄  

  ・うつ状態 

 3）認知症の診断 

 4）認知症の評価スケール 

（2）認知症による障害 

 1）記憶障害 

 2）認知機能の障害 

  ・失見当（見当識障害）  ・失語 

  ・失認  ・失行 

  ・実行（遂行）機能障害 

 3）認知症の原因となる主な疾患 

  ・アルツハイマー病   ・脳血管性認知症 

  ・レビー小体病 

  ・前頭側頭葉変性病（ピック病） 

  ・慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症 

 4）若年性認知症と老年期認知症 

 5）認知用予防対策 

（3）健康管理 

 1）健康管理の重要性 

 2）健康管理のポイント 

  ・治療中の疾患の管理 

  ・良好な栄養状態と脱水予防 

  ・廃用症候群（生活不活発病）の予防 

  ・その他 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・認知症に似た症状について 

記述問題 

・見当識障害について 

・認知症について 



 

 

③認知症に伴うこ

ころとからだの変

化と日常生活 

2.5 1 1.5 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）中核症状 

（2）周辺症状 

 ・周辺症状の現れ方 

 ・ＢＰＳＤの出現要因 

 ・主なＢＰＳＤ 

 ・事例検討 

（3）認知症の利用者への対応 

 1）認知症の人とのコミュニケーション 

 2）基本的なケア 

 3）認知症の人と向かい合うために 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・認知症の周辺症状について 

・認知症ケアの基本について 

・認知症の人とのコミュニケーションについて 

記述問題 

・ＢＰＳＤを起こす原因 

④家族への支援 1 0.5 0.5 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）家族への支援 

 ・家族の介護負担感 

 ・家族介護者へのエンパワーメント 

 ・家族のレスパイト 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

・五択一問題 

・家族への支援について 

記述問題 

・家族のレスパイトの方法について 

合計時間数 6 3 3  

使用する教材・備

品等 

・介護職員初任者研修課程テキスト 2 

・ホワイトボード 

 



介護職員初任者研修シラバス 

 

科目番号・科目名 8 障害の理解 

指導目標 
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。 

項目番号・項目名 

【全日】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

通信学習 

時間数 

講義内容・演習内容・通信学習課題の内容等 

①障害の基礎的理解 0.5 0.25 0.25 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）障害の理念 

（2）ＩＣＦの考え方 

（3）障害者福祉の基本理念 

＜通信学習課題の内容＞ 

記述問題      ・ＩＣＦについて 

②障害の医学的側

面の基礎的知識 
2 1 1 

＜講師による講義の内容＞（ 

1）視覚障害 

 ・視覚障害の種類 ・視覚障害者への介護の留意点 

（2）聴覚・平衡機能障害 

 ・聴覚障害の種類 ・聴覚障害者への介護の留意点 

（3）音声・言語・咀嚼機能障害 

 ・障害の種類  ・介護の留意点 

（4）肢体不自由 

 ・肢体不自由の種類  ・介護の留意点 

（5）内部障害 

 ・内部障害の種類   ・介護の留意点 

（6）障害の受容 

（7）知的障害 

（8）精神障害     ・精神障害の種類 

（9）高次脳機能障害 

（10）発達障害 

 ・発達障害の種類   ・介護の留意点 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・視覚障害について   ・聴覚、平衡機能障害について 

・音声、言語、咀嚼機能障害について  ・内部障害について 

・精神障害について 

③家族の心理の理解 0.5 0.25 0.25 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）家族の心理 

 ・障害児，者の家族の心理   ・障害受容 

（2）家族への支援 

＜演習内容＞ 

・視力障害者歩行介助の実技 

＜通信学習課題の内容＞ 

記述問題    ・障害の受容について 

合計時間数 3 1.5 1.5  

使用する教材・備

品等 

・介護職員初任者研修課程テキスト 2 

・ホワイトボード  ・杖  ・アイマスク 



 



 

 

介護職員初任者研修シラバス 

 

科目番号・科目名 9 こころとからだのしくみと生活支援技術 

指導目標 

・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し、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立を尊重し、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。 

項目番号・項目名 

【全日】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

通信学習 

時間数 

講義内容・演習内容・通信学習課題の内容等 

こころとからだの

基礎的理解 
12 6 6 

 

①介護の基本的な

考え方 
3.5 1.5 2 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）理論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 

 ・介護サービスは何を目的に支援していくのか 

 ・介護に関わる法律上の規定や考え方 

 ・生活支援としての介護サービス 

 ・医療サービスと介護サービスに求められる役割の違い 

 ・利用者主体の介護 

 ・生活障害という視点 

 ・生活の質（ＱＯＬ）を高める視点の大切さ 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・介護サービスの目的と専門性について 

記述問題 

・介護サービスに従事する人に求められる能力について 

・求められる介護福祉像について 

・介護サービスの目的について     ・ＱＯＬについて 

②介護に関するこ

ころのしくみの基

礎的理解 

3.5 1.5 2 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）学習と記憶の基礎知識 

 ・記憶の働き       ・記憶のメカニズム 

 ・長期記憶の機能     ・忘却 

 ・記憶と加齢       ・記憶と学習 

（2）感情と意欲の基礎知識 

 ・感情の定義       ・感情の反応 

 ・感情の発生       ・感情と加齢 

 ・意欲（欲求）と動機づけ 

 ・マズローの欲求階層説 

（3）自己概念と生きがい 

 ・さまざまな老年期  ・自己概念  ・老年期と生きがい 

 ・老年期の人間関係と幸福感 

（4）老化や障害を受け入れる適応行動とその阻害要因 

 ・老化過程への適応     ・障害への心理的反応 

 ・障害受容と価値の転換   ・障害の自己受容と社会受容 

 ・支援に向けて 

 



 

 

 

 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・記憶の基礎知識について     ・感情の基礎知識について 

・老年期の人間関係の特徴について ・老化過程への適応について 

・障害への心理的反応について   ・障害の受容について 

記述問題 

・マズローの欲求階層説について 

③介護に関するか

らだのしくみの基

礎的理解 

5 3 2 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）人体の各部の名称と動きに関する基礎知識 

 1）人体の構造と機能 

  ・人体の構造       ・人体の機能 

 2）バイタルサイン（生命徴候） 

  ・体温   ・脈拍   ・血圧   ・呼吸 

（2）骨・関節・筋に関する基礎知識 

 ・からだの運動    ・骨格と関節 

 ・骨格筋（筋肉）の役割、神経との連動 

 ・ボディメカニクス  ・良肢位（機能的肢位） 

（3）中枢神経系と末梢神経系に関する基礎知識 

 1）神経系のしくみ 

 2）中枢神経系 

  ・中枢神経とは    ・構造と保護 

  ・脳の構成      ・脊髄の構造 

 3）末梢神経系 

  ・末梢神経系     ・体性神経とは 

  ・脳神経       ・脊髄神経      ・反射 

（4）自立神経と内部機関に関する基礎知識 

 1）自立神経 

  ・自立神経の機能 

  ・自立神経とホメオスタシス（生体恒常性） 

 2）自立神経と人体の内部器官の各機能 

  ・循環機能   ・呼吸機能    ・消化機能 

  ・排尿機能   ・生殖機能 

（5）こころとからだを一体的にとらえる 

 1）高齢者の健康とは 

  ・健康の概念   ・ＱＯＬとＡＤＬ  ・老いの意味 

 2）こころのしくみ 

  ・発達と課題   ・高齢者のこころとは 

 3）からだのしくみ 

  ・老化と加齢   ・高齢者の生理的特徴 

  ・高齢者の身体機能の評価 

 4）利用者を一体的にとらえる 

  ・尊厳ある介護  ・尊厳ある看取り 

 

＜演習内容＞ 

・基本動作の実技（立ち上がり・起き上がり・重心移動） 

・ボディメカニクスを活用した介助方法 

＜通信学習課題の内容＞ 



 

 

五択一問題 

・人体の構造について        ・人体の機能について 

・骨、関節、筋の基礎知識について  ・中枢神経系について 

・末梢神経系について        ・自立神経について 

・老化と加齢について 

記述問題 

・バイタルサインについて 

生活支援と住環境

整備 
7 7 0 

 

④生活と家事 4 4 0 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）家事と生活の理解 

 ・生活支援としての家事サービス 

 ・高齢者に対する生活支援の意味するところ 

 ・「生活」の再構築という視点     ・生活の大切な要素 

 ・残された能力を活用し、生活能力を高める介護の知識、技術 

 ・認知症高齢者への関わり 

 ・日々を充実することで生じてくる意欲 

 ・高齢者の多様性の尊重 ・くつろいで過ごすことのできる条件 

（2）家事援助に関する基礎的知識と生活支援 

 1）家事援助の方法 

  ・家事援助と生活支援   ・代表的なサービス内容 

 2）買い物支援のための基礎知識 

  ・買い物支援の意義    ・買い物支援で確認すること 

  ・金銭の管理 

 3）調理（食事）支援のための基礎知識 

  ・食生活のあり方  ・栄養の理解  ・１日の必要栄養素料 

  ・献立の作成    ・調理上の配慮 ・食品の保存、管理 

  ・衛生管理     ・調理、食事環境の整備 

 4）洗濯・衛生管理支援のための基礎知識 

  ・衣服の役割    ・衣服の素材 

  ・衣服の管理    ・衣服の選択 

 5）清掃支援のための基礎知識 

  ・安心して生活するための住生活の援助 

  ・住居の管理方法  ・居室環境の整備 

 

 

＜演習内容＞ 

・シーツ交換の実技 

⑤快適な居住環境

整備と介護 
3 3 0 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）快適な居住環境に関する基礎知識 

 1）快適な居住環境づくり 

  ・音 ・光 ・空調 ・換気 ・家具、生活財 

  ・その他、配慮したいこと 

 2）住居の安全と事故防止 

  ・住居内の事故防止に向けて ・住宅各所の環境整備ポイント 

  ・戸外での事故防止に向けて ・火災への備え   

  ・ガス漏れへの備え  ・地震への備え   ・その他の備え 

（2）高齢者・障害者と苦痛の居住環境整備と福祉用具に関する留

意点と支援方法 



 

 

 1）高齢者・障害者と苦痛の居住環境整備 

  ・入浴環境の整備と入浴に関わる福祉用具 

  ・認知症高齢者の行動特性や安全に配慮した生活環境 

  ・介護者である家族の健康を守る福祉用具（機器） 

 2）目的に合わせた適切な住宅改修や福祉用具の選択と使用 

 

 

＜演習内容＞ 

・福祉用具の使用法（ベッド、車いす） 

こころとからだの

しくみと自立に向

けた介護 

42 36 6 

 

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 

8 7 1 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）整容に関する基礎知識 

 1）身じたくの意義と目的 

 2）身じたくの介護の基本 

  ・尊厳を支える支援    ・自立を支援 

  ・楽しみを増やし質の高い生活を支援する ・社会参加の促進 

 3）衣服の役割 

  ・体温調整         ・皮膚の保護と衛生的機能 

  ・快適な生活の維持     ・個性の表現と社会生活の適応 

 4）衣服を選ぶときの配慮事項 

  ・吸湿性、通気性のよい素材 ・肌に刺激が少ない素材 

  ・伸縮性があり機能的な素材 ・からだにあったサイズ 

  ・脱ぎ履きしやすい靴    ・個性や価値観を表現する 

 5）身体状況にあわせた衣服の選択 

  ・身体機能の低下   ・尿漏れ、失禁   ・認知症 

 6）衣服の着脱の支援の基本と留意点 

  ・着脱準備    ・衣服の着脱の基本的手順 

  ・ベッドに臥床したまま衣服の着脱を行う手順 

（2）整容の支援技術 

 1）整容行動とは 

 2）洗面の意義・効果 

  ・洗面、洗顔   ・支援方法と留意点 

 3）整髪 

  ・頭髪      ・支援方法と留意点 

 4）爪の手入れ 

  ・爪切り 

  ・手指の爪切りの介助の手順と留意点 

  ・足指の爪切りの介助の手順と留意点 

  ・巻き爪、爪肥厚の手入れと留意事項 

 5）化粧 

 6）ひげ剃り 

  ・電気カミソリを使用する場合の支援方法と留意点 

  ・安全カミソリを使用する場合（※介護職員はカミソリ等のか

みそりでの介助はできません） 

 7）口腔ケア 

  ・口腔ケアの定義   ・口腔ケアの目的と効果 

  ・口腔ケアの方法   ・義歯 



 

 

 

 

＜演習内容＞ 

・衣類着脱の実技（自力・片まひ・全介助） 

・洗面の実技 ・口腔ケアの実技 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・衣服の役割と選ぶときの配慮事項について 

・衣服着脱時における支援について 

・整容の支援技術について     ・口腔ケアについて 

⑦移動に関連した

こころとからだの

しくみと自立に向

けた介護 

9 7 2 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）移動・移乗に関する基礎知識 

 1）移動の意義 

  ・移動の意義    ・移動を困難にする要因 

  ・移動介護の基本 

 2）廃用症候群（生活不活発病）とは 

 3）利用者の身体状況に応じた介護技術 

  ・まひの障害部位   ・関節可動域    ・その他 

 4）ボディメカニクスを知る 

  ・自然な動きを妨げない介助 

  ・「ボディメカニクス」８つの基本原理 

 5）安全・安楽な移動・移乗のために 

  ・良肢位を保つ   ・体位の種類 

（2）さまざまな移乗・移動に関する用具とその活用方法 

 1）安楽に関する道具・用具の種類 

  ・ベッド、マットレスなど 

 2）移乗・移動時の補助具 

  ・車いすの種類   ・移乗時に用いる福祉用具 

  ・杖        ・歩行器 

（3）介護職員にとって負担の少ない移動・移乗の方法 

 1）安楽な体位の保持のための介助手順 

  ・仰臥位における介助手順   ・側臥位における介助手順 

  ・半座位（ファーラー位）における介助手順 

  ・起座位における介助手順 

 2）体位変換 

  ・水平移動（手前から奥へ） ・水平移動（奥から手前へ） 

  ・上方向への移動 

  ・仰臥位から側臥位への体位変換（対面法・背面法） 

  ・仰臥位から端座位へ   ・端座位から立位へ 

 3）いすの介助 

  ・車いすの基本構造と点検項目  ・車いすの使い方 

  ・車いすを押す介助       ・移乗の介助 

 4）歩行介助 

  ・杖なし歩行の介助手順 

  ・杖を使用した歩行の介助手順（片まひのある場合） 

  ・歩行器による歩行介助     ・視覚障害者の歩行介助 

（4）移動と社会参加の留意点と支援 

 1）社会とのつながり 

  ・外出の効果        ・外出時の留意点 



 

 

 

＜演習内容＞ 

・体位変換、姿勢の実技  ・車いすの使用方法 

・移乗の介護の実技指導（車いす⇔ベッド） 

・車いすでの移動介護（坂道、段差、他） 

・歩行介助実技 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・まひの障害部位について       ・体位の種類について 

・移乗、移動時の補助具について    ・車いす介助について 

・歩行介助について     ・移動と社会参加のしえんについて 

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 6 1 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）食事に関する基礎知識 

 1）食事の意義と目的 

 2）食事に関連したこころとからだのしくみ 

 3）栄養素とその働き（栄養の理解） 

  ・栄養素の種類   ・炭水化物について ・脂質について 

  ・たんぱく質について・ビタミンについて ・無機質について 

 4）栄養素と食品の関係（食品の成分） 

  ・食品の種類と分類    ・食品の調理性 

 5）献立の立て方 

 6）食品の保存と食品の安全性 

  ・食品の保存       ・食品の安全性 

 7）調理の基本 

（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 

 1）食事環境の整備 

 2）食器・食具の工夫 

 3）食事介助の技法 

  ・食事介助の目的  ・姿勢  ・介助の実際 

（3）楽しい食事を阻害するこころとからだの要因の理解と支援方法 

 1）高齢者の食事 

  ・高齢者の身体機能と栄養   ・高齢者の食事と調理 

 2）疾患と食事 

  ・糖尿病予防の栄養・調理   ・高血圧症予防の栄養・調理 

  ・脂質異常症、動脈硬化予防の栄養、調理 

  ・骨粗鬆症予防の栄養、調理  ・便秘予防の栄養、調理 

（4）食事と社会参加の留意点と支援 

 ・食事と社会参加 

 

＜演習内容＞ 

・全介助への食事介助の実技  ・福祉用具を用いての食事の実技 

・ベッド上での食事、飲水の介助の実技 

・視覚障害者の食事介助の実技 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・栄養の理解について 

・食品の調理性について 

・食中毒について 



 

 

・食事介助の技法について 

・疾患と食事について 

 

 

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 

8 7 1 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）入浴、清潔保持に関する基礎知識 

 1）入浴・清潔を保つことの意義と目的 

  ・入浴の身体的意義   ・入浴の心理的意義 

  ・入浴の社会的意義 

  ・入浴がからだに及ぼす影響 

  ・清潔がもたらす影響と介護職員の関わり 

 2）入浴、清潔を保つことに関わるからだのしくみ 

  ・皮膚の機能としくみ ・皮膚の構造とその働き 

  ・皮膚の付属器官   ・皮膚の生理作用 

  ・分泌、排泄作用   ・皮膚の汚れのしくみ 

（2）さまざまな入浴用具と整容用具の活用方法 

 1）入浴補助用具 

  ・入浴用いす（シャワーチェア）  ・浴槽用手すり 

  ・浴槽内いす（浴槽台）・入浴台  ・浴室用すのこ 

  ・吸盤付き入浴用マット 

（3）さまざまな入浴・清潔を保つための方法 

 1）入浴 

  ・入浴介助の注意事項   ・入浴介助における観察の視点 

 2）入浴介助のポイント 

  ・片まひのある利用者の場合（一部介助） 

  ・全介助を要する利用者の介助（機械浴） 

 3）部分浴 

  ・手浴の介助      ・足浴の介助 

  ・陰部洗浄       ・洗髪の介助 

 4）清拭 

  ・清拭の進め方     ・からだの観察 

 5）整容（ひげ剃り、整髪、鼻・耳掃除、爪切り） 

（4）楽しい入浴を阻害するこころとからだの要因の理解と支援方法 

 1）こころの機能の低下が入浴・清潔に及ぼす影響 

 2）からだの機能の低下が入浴・清潔に及ぼす影響 

  ・皮膚機能の変化の影響と注意点 

  ・視覚機能の低下の影響と注意点 

  ・運動機能の低下の影響と注意点 

  ・高血圧や動脈硬化がある場合の注意点 

  ・心疾患や呼吸器疾患がある場合の注意点    ・その他 

 

 

＜演習内容＞ 

・入浴前後の健康チェック実技 

・浴槽を用いての入浴の実技（片まひ、全介助） 

・手浴、足浴、ケリーパッドでの洗髪実技  ・清拭、整容の実技 

＜通信学習課題の内容＞ 

五択一問題 

・入浴、整容に関する用具について 



 

 

・入浴介助の実際について 

・ベッド上での足浴の介助について 

・清拭について 

・からだの機能低下が入浴、清潔に及ぼす影響について 

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 6 1 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）排泄に関する基礎知識 

 1）排泄とは 

 2）排泄が及ぼす３つの側面 

  ・身体的意味  ・心理的意味  ・社会的意味 

 3）おむつ着用のマイナス面 

  ・ＱＯＬの低下      ・生きる意欲の低下 

  ・ＡＤＬの低下      ・介護量の増大 

  ・その他の影響 

 4）おむつは最終手段 

 5）排泄介護の基本視点は尊厳の保持と自立支援 

  ・プライバシーを確保し、尊厳と自立を支える 

  ・排泄の自立に向けた支援 

（2）さまざまな排泄環境整備と排泄用具の活用方法 

 1）排泄環境整備 

  ・安全で安心できるトイレ環境 

  ・恥ずかしくないトイレ環境 

  ・個性や能力にあわせた排泄支援ができる人的環境 

 2）排泄用具の活用方法 

  ・腰かけ便座     ・ポータブルトイレ 

  ・尿器        ・差し込み便器 

  ・パッド類      ・おむつ 

（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 

 1）爽快な排泄を阻害するこころの要因 

 2）爽快な排泄を阻害するからだの要因 

  ・排尿のメカニズム   ・排便のメカニズム 

 3）爽快な排泄を阻害するからだの要因 

  ・排尿障害（尿失禁） 

  ・排便障害と便秘の予防 

  ・失禁による心身への影響 

 4）排泄介護の実際 

  ・トイレ・ポータブルトイレ介助と留意点 

  ・全介助を要する利用者のおむつ交換の具体的方法 

  ・テープ止め紙おむつ交換の具体的方法 

  ・おむつ交換・パッド交換の介助の留意点 

  ・陰部洗浄の手順 

  ・尿器や差し込み便器での排泄 

  ・一部介助を要する利用者の尿器の介助（男性、女性） 

 

 

＜演習内容＞ 

・トイレ・ポータブルトイレでの介助方法の実技 

・リハビリパンツ、パット交換の実技 

・尿器、差込便器の使用方法  ・オムツ交換の実技 

＜通信学習課題の内容＞ 



 

 

五択一問題 

・排泄の基礎知識について    ・排泄の福祉用具について 

・排尿障害について 

・排便障害と便秘の予防について 

・排泄介護の実際について 

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 

3 3 0 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）睡眠に関する基礎知識 

 1）日常生活の生活パターン 

 2）睡眠とは 

  ・レム睡眠     ・ノンレム睡眠 

  ・レム睡眠とノンレム睡眠の関係 ・メラトニン 

 3）睡眠障害 

  ・入眠障害   ・中途覚醒    ・早朝覚醒 

 4）睡眠障害時の介助と援助方法 

 5）入眠儀式 

（2）さまざまな睡眠環境と用具の活用方法 

 1）寝室の環境 

  ・音  ・光  ・室温、湿度  ・空気環境 

  ・寝室の色調、配置 

 2）寝具・就寝時の衣類 

 3）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 

 1）快い睡眠を阻害するこころとからだの要因 

 2）就寝時の支援 

  ・安楽な姿勢の介助  ・褥瘡予防 

 

ターミナルケア 4 4 0  

⑫死にゆく人のこ

ころとからだのし

くみと終末期介護 

4 4 0 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）終末期に関する基礎知識とこころとからだのしくみ 

 1）死生観を育て利用者の死を受け止める 

 2）終末期ケアとは 

 3）高齢者が死にいたるプロセス 

 4）利用者ニーズに寄り添う看取りの要件 

（2）「死」に向き合うこころの理解 

 1）死に向き合う高齢者の心理 

  ・死にゆく人のこころの過程と死の受容 

  ・死にゆく人の精神的苦痛の種類と原因 

  ・精神的ケアの必要性と介護職員にできる苦痛の緩和ケア 

 2）看取りにおける介護職員の基本的態度 

（3）苦痛の少ない死への支援 

 ・苦痛を和らげる・緩和ケアのための環境づくり 

 ・多職種間の情報共有の必要性・家族の苦痛緩和 

 ・遺族へのグリーフケア     ・看取りにおける倫理観 

 

生活支援技術演習 10 10 0  

⑬専門性を活かし

た介護過程の展開 
1.5 1.5 0 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）介護過程の展開 

 1）介護過程に基づく介護展開 

 2）介護過程の基本的理解 



 

 

  ・基本的な視点        ・利用者理解の基本姿勢 

 3）介護過程の必要性 

  ・知識、経験を実践に生かす 

  ・介護過程を展開していくうえでの視点 

 4）介護過程の流れ 

 

⑭総合生活支援技

術演習（事例によ

る展開） 

8.5 8.5 0 

＜講師による講義の内容＞ 

生活場面、障害状況の異なる 4 人の事例を具体的な介護内容および

介護の留意点など、流れを通しての理解と技術の習得、今まで学習

してきた内容をふまえ、利用者の心身の状況にあわせた介護を提唱

する視点の習得を目指す。 

（1）事例概要 

（2）日常生活の状況 

（3）利用者本人や家族の思い、今後の支援の方向性 

（4）①片まひ、失語症 ②認知症 ③在宅に暮らす中軽度の認知

症 ④寝たきり状態にある利用者への介護サービスにおける

ポイント 

（5）総合生活支援技術演習 

（6）場面における介護のポイント 

（7）「支援の全体像」を話し合う 

 

 

＜演習実施内容＞ 

・食事介助 ・車いすからベッドへの移乗 

・ベッド上での足浴 ・シーツ交換 

・入浴誘導から脱衣まで ・失禁後の後始末から更衣 

・洗身から浴槽の出入り ・移動から口腔ケア 

・おむつ交換 ・衣類の着脱 ・ベッドへの移乗から安楽な体位 

合計時間数 75 63 12  

使用する教材・備

品等 

・介護職員初任者研修課程テキスト 3 ・ホワイトボード ・パソコン ・プロジェ

クター ・車いす ・ベッド ・シーツ ・枕 ・クッション ・肌布団 ・ポータ

ブルトイレ ・衣類 ・杖 ・タオル類 ・アイマスク ・歯ブラシ ・ヘアブラ

シ ・コップ ・オムツ ・パット ・リハビリパンツ ・尿器 ・差し込み便

座 ・ディスポザブル手袋 ・ガーグルベースン ・吸い飲み ・滅菌ガーゼ ・ビ

ニールシート ・お手拭 ・スポンジ歯ブラシ ・シャンプー ・リンス ・爪切

り ・ビニール袋 ・柄杓 ・新聞紙 ・バケツ ・とろみ剤 ・食器類 ・自助用

具 ・簡易浴槽 ・ストロー ・綿花 ・ドライヤー ・体温計 

 



 

 

介護職員初任者研修シラバス 

 

科目番号・科目名 10 振り返り 

指導目標 
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とともに、就

業後も継続して学習・研鑽する姿勢の形成、学習課題の認識をはかる。 

項目番号・項目名 

【全日】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

対面学習 

時間数 

【通信】 

通信学習 

時間数 

講義内容・演習内容・通信学習課題の内容等 

振り返り 4 4 0 

＜講師による講義の内容＞ 

（1）振り返り 

 1）初任者研修を通して学んだこと 

 2）介護職員として就業後も継続して学ぶべきこと 

  ・身につけるべき知識 

  ・身につけるべき技術 

  ・その他 

 3）根拠に基づく介護についての要点 

  ・利用者の自立を支援する介護のあり方 

  ・利用者の状態像に応じた介護と介護過程 

  ・身体、心理、社会面を総合的に理解するための知識の重要性

について 

  ・チームアプローチの重要性 

（2）就業への備えと研修終了後における継続的な研修 

 1）継続的に学ぶべきこと 

 2）研修終了後における継続的な編集について、具体的にイメー

ジできるような事業所等における実例（Ｏｆｆ－ＪＴ、ＯＪ

Ｔ）を紹介 

 

 

＜演習内容＞ 

実例を使い、グループディスカッションを行う 

合計時間数 4 4 0  

使用する教材・備

品等 

・介護職員初任者研修課程テキスト 3 ・ホワイトボード ・パソコン ・プロジェ

クター ・車いす ・ベッド ・シーツ ・枕 ・クッション ・肌布団 ・ポータ

ブルトイレ ・衣類 ・杖 ・タオル類 ・アイマスク ・歯ブラシ ・ヘアブラ

シ ・コップ ・オムツ ・パット ・リハビリパンツ ・尿器 ・差し込み便

座 ・ディスポザブル手袋 ・ガーグルベースン ・吸い飲み ・滅菌ガーゼ ・ビ

ニールシート ・お手拭 ・スポンジ歯ブラシ ・シャンプー ・リンス ・爪切

り ・ビニール袋 ・柄杓 ・新聞紙 ・バケツ ・とろみ剤 ・食器類 ・自助用

具 ・簡易浴槽 ・ストロー ・綿花 ・ドライヤー ・体温計 

 


