
 

授  業  概  要 

 

科目名 

ビジネスマナー 

授業の種類 

講義 

授業担当者 

 坪川 昌美・福田 康之 

授業回数 

１５回 

時間数（単位数） 

３０時間（２単位） 

配当学年・時期 

１学年・前期 

必修・選択 

 必須科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 社会人、組織人としての基礎的なマナーを習得する。 

  

［授業全体の内容の概要］ 

接遇・ビジネスマナーを通じて、組織体のあり方や対人関係のあり方を学ぶとともに、 

組織（会社）の中でより良い人間関係を構築するためのノウハウを学ぶ。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

社会人・組織人としてのマナーや態度を身につけ、介護福祉士としてチームケア及び利用者

家族への配慮を習得する。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

 

コマ数 

１ 接遇・ビジネスマナーの意義とあり方 

２ 身だしなみ・挨拶とお辞儀 

３ 言葉遣いと対人関係のあり方①（敬語の種類と使い方） 

４ 言葉遣いと対人関係のあり方②（間違えやすい敬語） 

５ 言葉遣い（接遇表現）と組織の理解 

６ 来客対応・接遇マナー 

７ 電話対応（受け取り方・取り次ぎ方） 

８ 指示の受け方、報告の仕方 

９ 慶弔の心得とマナー 

１０ 会議の知識、文書作成（１） 

１１ 文書作成（２） 

１２ 文書の取り扱い、郵便の知識 

１３ 上司との関係と報告・連絡・相談の違い 

１４ 人柄と良識、クレーム対応 

１５ 社会人としての一般常識、総復習 

 

 ※１～８  福田 康之 

 ※９～１５ 坪川 昌美 

[使用テキスト・参考文献] 

・介護福祉スタッフのマナー基本テキスト 

（日本能率協会マネジメントセンター） 

・介護のための接遇講座（中央法規） 

[単位認定の方法及び基準] 

・試験またはレポートによって、総合的に評

価 

 



 

授  業  概  要 

 

科目名  

生活文化論 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

坪川 昌美 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

 １年生・前期 

必修・選択 

 選択科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 介護福祉士としての生活文化理解と共感ができる。介護を必要とする人を理解する。 

［授業全体の内容の概要］ 

 グループワークや課題などを通して、身近な歴史について理解すると同時に、高齢者の方々

が昔はどのような苦労をされていたのか理解をする。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

 高齢者の方の苦労を理解することにより、共感的態度を得る。また、時代的背景を理解する

ことにより、介護福祉士としての知識を高める。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

１   オリエンテーション 

２～４ 新潟の歴史を学ぶ 

５、６ みなとぴあ見学（高齢者の基本的理解） 

 ７   みなとぴあ見学のまとめ 

８、９ 高齢者への昔の生活インタビュー（尊厳を支える介護） 

10、11 高齢者インタビュー 発表 

12、13 戦時中の生活について（高齢者の基本的理解） 

14、15 郷土料理と戦争中の食事について（高齢者の基本的理解） 

16、17 郷土料理の試食 

18～22 回想法について 

23～27 日本の行事について 

28、29 昔の遊び（グループワーク） 

30   まとめ 

［使用テキスト・参考文献］ 

・日本民族学  福田アジオ他 

出版社名  吉川弘分館 

［単位認定の方法及び基準］ 

・参加態度、レポートによって、総合的に

評価 

 
 



授  業  概  要 

 

科目名  

 人間の尊厳と自立 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

橋本 瑞江 

授業回数 

１５回 

時間数（単位数） 

３０時間（２単位） 

配当学年・時期 

 １学年・後期 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 「人間」の理解を基礎として、人間としての尊厳の保持と自立・自律した生活を支える必要性

について理解し、介護場面における倫理的課題について対応できるための基礎となる能力を養

うことを目的・ねらいとする。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

① 生活支援の重要な方法として、介護における生活支援技術があるが、その中で人間の尊厳と

自立がどのように生かされているかを具体的な生活場面の事例をもとに、高齢者や障害を有

する人々の尊厳の保持と自立について基本となる考え方を学ぶ。 

② 個人の権利としての人権を理解した上で、利用者の権利侵害の背景や権利擁護、また利用者

の自立のあり方について考え、事例を通じて、介護における尊厳保持と自立支援をみていく。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

① 人々の尊厳と自立について基本的な考え方を理解できる。 

② 利用者の権利擁護と介護における自立支援について ICFの考え方をもとに理解できる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

１ オリエンテーション（人間の尊厳とは何か考える） 

２ 人間を理解するということ・自立の意義 

３ 自立と自律・人間の尊厳と自立 

４ 尊厳と自立をめぐる歴史と仕組み 

５ 人間の尊厳と自立に関する諸規定 

６ 復習 

７ 人間の尊厳・自立と生活 

８ 介護における権利擁護と人権尊重 

９ 利用者の権利侵害が起こる状況 

１０ 権利侵害の背景と利用者への権利擁護 

１１ 介護における自立支援 

１２ 復習 

１３ ICF・自立への意欲と動機づけ 

１４ 介護における尊厳の保持・自立支援 

１５ まとめ 

［使用テキスト・参考文献］ 

・日本介護福祉士養成施設協会編『介護福祉士養成

テキスト第１巻 人間の尊厳と自立』法律文化社 

［単位認定の方法及び基準］ 

・参加態度、確認試験、試験によって総合

的に評価 
  



授  業  概  要 

 

科目名 

 こころとからだのしくみⅠ 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

土屋 容子 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

１学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や

心理的側面への配慮について理解する。 

［授業全体の内容の概要］ 

こころとからだの両面から利用者の状態がどのような要因から引き起こされているか、その

根拠となる知識を習得する。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

人体の構造や機能の基本的な知識を身に着け、こころとからだは相互に影響し合い、意欲や

行動などに影響を及ぼすことを理解する。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

こころのしくみの理解 

＜人間の欲求の基本的理解＞ 

  １ 基本的・社会的欲求、自己概念と尊厳 

  ２ 自己概念に影響する要因、自立への意欲・自己実現 

＜こころのしくみに関する諸理論＞ 

  ３ 学習・記憶・思考のしくみ 

  ４ 感情のしくみ 

  ５ 意欲・動機付け・適応のしくみ 

  ６ 復習 

からだのしくみの理解 

７ 生命の維持・恒常性のしくみ（体温、呼吸、脈拍、血圧、その他） 

＜人体部位の名称とからだの部位の役割＞ 

８ 細胞・遺伝  

９ 脳・神経 

１０ 骨・筋肉 

１１ 感覚器 

１２ 呼吸器 

１３ 消化器 

１４ 泌尿器 

１５ 生殖器・内分泌 

１６ 循環器① 

１７ 循環器② 

１８ 血液・リンパ 

１９ 演習、復習 

２０ からだの動き（骨・関節・筋肉の動きと神経のはたらき、ボデメカニクス） 

 

身じたくに関連したこころとからだのしくみ 

＜身じたくに関連したこころとからだの基礎知識＞ 

２１ 身じたくの行為の生理的意味  

２２ 爪・毛髪の構造と機能 

２３ 口腔の清潔のしくみ、口臭のしくみ 



＜機能の低下・障害が及ぼす整容行動への影響＞ 

２４ 口腔の清潔に関する機能低下・障害の原因、口腔の清潔への影響 

２５ 生活場面におけるこころとからだの変化の気づきと医療職との連携 

 

移動に関連したこころとからだのしくみ 

＜移動に関連したこころとからだの基礎知識＞ 

２６ 移動行為の生理的意味（重心の移動、バランス、良肢位、その他） 

２７ 安全・安楽な移動（歩行のしくみ、その他） 

姿勢・体位の保持のしくみ（立位座位） 

２８ 筋力・骨の強化のしくみ 

＜機能の低下・障害が及ぼす移動への影響＞ 

２９ 移動に関する機能低・障害下の原因 

 骨折、廃用症候群、褥瘡、運動が及ぼす身体への負担、その他 

３０ 生活場面におけるこころとからだの変化の気づきと医療職への連携 

    復習 

［使用テキスト・参考文献］ 

・介護福祉士養成講座「こころとからだのしく

み」 中央法規 

 

［単位認定の方法及び基準］ 

・試験またはレポートによって総合的に評

価 

 



 

授  業  概  要 

 

科目名 

 コミュニケーション技術 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

橋本 瑞江 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

 ６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

 １学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 介護を必要とする者の理解や援助的関係、援助コミュニケーションについて理解するととも

に、利用者やその家族、あるいは多職種恊働におけるコミュニケーション能力を身につける。 

［授業全体の内容の概要］ 

① 介護におけるコミュニケーションの意義、目的、役割の基本を学ぶ。 

② 介護場面における利用者・家族とのコミュニケーションの実際を学ぶ。 

③ 介護におけるチームのコミュニケーションの技法の実際を学ぶ。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

介護を必要とする者の理解や援助的関係、援助的コミュニケーションについて理解するととも

に、利用者や利用者家族、あるいは多職種協働におけるコミュニケーション能力を身に付ける。 

① 介護におけるコミュニケーションの意義・目的・役割について理解し、自分の言葉で説明で

きる。 

② 利用者様・家族との関係作りについて理解する。 

③ さまざまなコミュニケーション技術について理解し、実際に体験することでそれらを習得す 

る。 

④ 感覚機能、運動機能、認知・知覚機能が低下している利用者様の状態について理解し、それ

に応じたコミュニケーション技法について学び、習得する。 

⑤ 介護におけるチームのコミュニケーションに必要な記録や報告等について学び、その技術 

を習得する。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

１ オリエンテーション 

２ 自己覚知・他者理解 

３ 敬語の使い方 

４ コミュニケーションの基本姿勢、介護場面における家族とのコミュニケーション 

５ 確認テスト① 

６ 非言語コミュニケーション・笑顔の作り方 

７ 聴く態度 

８ 創造性のあるコミュニケーション、介護におけるコミュニケーションの意義、目的、役割の

基本を学ぶ 

９ 障害のある利用者とのコミュニケーション、介護場面における利用者とのコミュニケーショ 

ン 

１０ 障害別コミュニケーション２ 

１１ 確認テスト② 

１２ 記録の書き方 



１３ 記録練習１ 

１４ 記録練習２ 

１５ 記録練習３介護におけるチームのコミュニケーション 

１６ 確認テスト③ 

１７ コミュニケーション実践練習①認知症 介護場面における利用者とのコミュニケーション 

１８ コミュニケーション実践練習②認知症 

１９ コミュニケーション実践練習①視覚障害者 

２０ コミュニケーション実践練習②視覚障害者 

２１ コミュニケーション実践練習①聴覚障害者 

２２ コミュニケーション実践練習②聴覚障害者 

２３ コミュニケーション実践練習①知的障害者 

２４ コミュニケーション実践練習②知的障害者 

２５ 確認テスト④ 

２６ コミュニケーション実践練習①チーム 介護場面におけるチームのコミュニケーション 

２７ コミュニケーション実践練習②チーム 

２８ コミュニケーション実践練習③チーム 

２９ コミュニケーション実践練習④チーム 

３０ まとめ 

［使用テキスト・参考文献］ 

・日本介護福祉士養成施設協会編『介護福祉士養

成テキスト第３巻 コミュニケーション技術』

法律文化社 

・コミュニケーション技術  

中央法規出版株式会社   

・外国人のためのやさしく学べる介護のことば 

中央法規出版株式会社 

［単位認定の方法及び基準］ 

・参加態度、試験またはレポートによって、

総合的に評価する。 

 

 



 

授  業  概  要 

 

科目名 

 介護の基本Ⅰ 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

橋本 瑞江 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

 ６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

 １学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 「介護の基本Ⅰ」では、介護の実践は介護を必要とする人を「生活する人」として受け止め、

１人１人の利用者の意向や生き方、生活習慣など「その人らしさ(個別性)」を大切にする視点

の理解と、自立に向けた介護の理解の重要性を学ぶことをねらいとする。 

［授業全体の内容の概要］ 

① 生活そのものの理解と生活は１人１人違うということを理解し、そこから介護を必要とす

る人がどういう人でどういった生活をしているのかを考える視点について、具体的な事例

を用いて展開し理解を深める。 

② 考える視点を持つことが、その人らしさの理解につながり、その人らしさがいかに大切で

あるのかを視聴覚教材などを用いて学ぶ。 

③ 介護とは何かを教科書から学び、自立に向けた介護とは何かを演習を通じて学びを深める。

そこから介護福祉士の基本視点について実際の介護場面から理解する。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

１ 介護の意義と役割について理解する。 

２ 介護を必要とする人のくらしとその人らしさとは何か理解し、利用者のみならず、家族等

に対する精神的支援や援助のために、実践的なコミュニケーション能力を養う。 

３ 介護実践の基本的姿勢と視点を身につけ、介護サービスを提供する対象、場によらず、あ

らゆる介護場面に汎用できる基本的な介護の知識・技術を養う。 

４ 自立に向けた介護の必要性について理解し、介護福祉士としての多様な介護現場で利用 

者の生活でリスクマネジメント等、安全に配慮した介護を実践する能力を養う。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

１ オリエンテーション 

２ 生活（社会生活）とは 

３ 生活時間からみた生活 

４ ライフステージからみた生活 

５ 確認試験 

６ 介護の歴史 

７ 介護問題の背景 

８ 社会福祉士及び介護福祉士法  介護福祉士の役割と機能 

９ 専門職としての介護福祉士 

１０ 確認試験 

１１ 介護とは  ケアワークの対象 介護を必要とする人の理解 

１２ ケアワークの定義と内容 

１３ 介護福祉と関連領域・リハビリテーション 



１４ 確認試験 

１５ ケアワークの原則 

１６ 介護における対人援助の原則 

１７ 介護における対人援助の技術  

１８ コミュニケーションと集団援助  

１９ 確認試験 

２０ 自立にむけた介護  

２１ 個別ケア  

２２ ＩＣＦの考え方 

２３ 人間の多様性・複雑性 

２４ 高齢者の身体生活支援 

２５ 高齢者の精神機能の老化 

２６ 認知症高齢者 

２７ 障がい者 

２８ 身体的支援の視点 

２９ 生活環境の整備 

３０ 諸外国における介護福祉 

［使用テキスト・参考文献］ 

・日本介護福祉士養成施設協会編『介護福祉士養

成テキスト第２巻 介護の基本／介護過程』 

法律文化社 

・最新介護福祉全書、介護の基本Ⅰ  

メジカルフレンド 

・外国人のためのやさしく学べる介護のことば 

中央法規出版株式会社 

［単位認定の方法及び基準］ 

・参加態度、試験、確認テスト、出欠状況に

よって総合的に評価する。 

 



授  業  概  要 

 

科目名 

介護過程Ⅰ 

授業の種類 

講義 

授業担当者 

笛木 泰子 

授業回数 

４５回 

時間数（単位数） 

９０時間（６単位） 

配当学年・時期 

１学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

  他の科目で学習した知識や技術を総合して、介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切

な介護サービスの提供ができる能力を養う。 

［授業全体の内容の概要］ 

①他の科目で学習した専門的知識・技術を統合できるよう学ぶ。 

 ②介護過程の意義、目的、内容の理解ができるよう、介護の実践活動がどのような過程を経

て行われるのか、その過程の考え方や構成要素について、身近な事例から理解ができるよ

う行う。 

 ③ＩＣＦ概念等を取り入れながら、様々な角度から介護過程の実際を学べるよう行う。さら

に、実習との関連を考慮し実践例に基づいた介護過程が展開できる思考過程を養う。 

1 介護過程演習事例では、利用者を総合的視点で捉えられるよう様々な事例を例示し、介護

過程の実践的展開し、利用者を取り巻く社会的環境の変化に対応できる援助について学

ぶ。 

2 介護過程とチームアプローチについて実践的展開ができる援助を学ぶ。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

①介護過程とは、個々のニーズを的確に把握することで、介護を計画的に実践・評価をする

ことの連続であるということを理解する。 

 ②把握すべき事実の内容を理解し、達成すべき課題に向けて必要な介護実践の内容を計画で

きるようになる。 

 ③介護サービス利用者が生活する環境を考慮し、その時その場で最善の支援ができるよう、

既存のサービス、社会資源を活用した介護過程を展開できるようになる。 

 ④専門職の一員として他職種との連携を行うことの必要性が理解できるようになる。 

 ⑤介護過程の展開における評価の重要性を理解し、その評価が妥当なものであるかどうかの

判断、また他者の計画の正当な評価ができるようになる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

介護過程の展開 

１ 「介護過程」の展開を学ぶ前に（オリエンテーション） 

２ 「介護過程」の意義①（目的） 

３ 「介護過程」の意義②（目標） 

４ 演習「旅行計画の立案」 

５ 介護過程の展開：アセスメント 

６ アセスメントに必要な「事実」の捉え方 

７ アセスメントに必要な「事実」の捉え方 

８ アセスメントに必要な「事実」の捉え方 

９ アセスメントに必要な「事実」の捉え方－ＩＣＦの視点 

１０ アセスメントに必要な「事実」の捉え方－ＩＣＦの視点 

 

介護過程の実践的展開 

１１ 情報の整理 

１２ 情報の整理と分析（サークルチャート） 

１３ 介護過程の中の「事実」の捉え方 



１４ 介護過程の中の「事実」の捉え方 

１５ 介護過程の中の「事実」の捉え方 

１６ 介護過程の中の「事実」の捉え方 

１７ 演習 事例から「事実」を整理し情報を整理する① 

１８ 演習 事例から「事実」を整理し情報を整理する② 

１９ 捉えた「事実」を解釈するために－コミュニケーション 

２０ 捉えた「事実」を解釈するために－コミュニケーション 

２１ 捉えた「事実」を解釈するために－生活背景の理解 

２２ 捉えた「事実」を解釈するために－生活背景の理解 

２３ 捉えた「事実」を解釈するために－生活背景の理解 

２４ 捉えた「事実」を解釈するために－現状の高齢者生活の理解－ 

２５ 演習 「情報の整理をする」 

２６ 演習 アセスメント方式の記入方法 

２７ 演習 アセスメント方式の記入方法（アセスメント方法） 

２８ 演習 アセスメント方式の記入方法（アセスメント方法） 

２９ 演習 アセスメント方式 の記入方法（課題の分析） 

３０ 演習 アセスメント方式の記入方法（課題の分析） 

３１ 演習 アセスメント方式の記入方法（計画の立案方法） 

３２ 演習の記入方法（計画の立案方法） 

３３ アセスメント結果による「計画の立案」方法～事例から学ぶ～ 

３４ アセスメント結果による「計画の立案」方法～事例から学ぶ～ 

３５ アセスメント結果による「計画の立案」方法～事例から学ぶ～ 

３６ アセスメント結果による「計画の立案」方法～事例から学ぶ～ 

３７ 利用者中心の生活継続とは 

～以降随時、事例から実際の個別支援計画を立案する～ 

３８ 利用者中心の生活継続とは 

３９ 利用者中心の生活継続－介護過程の展開（生活環境の変化） 

４０ 利用者中心の生活継続－介護過程の展開（生活環境の変化） 

４１ 利用者中心の生活継続－介護過程の展開（生活環境の変化） 

４２ 利用者中心の生活継続－介護過程の展開（生活環境の変化） 

４３ 利用者中心の生活継続－介護過程の展開（サービス提供計画の理解） 

４４ 利用者中心の生活継続－介護過程の展開（サービス提供計画の理解） 

４５ 利用者中心の生活継続－介護過程の展開（サービス提供計画の理解） 

[使用テキスト・参考文献] 

・日本介護福祉士養成施設協会編『介護福祉士養

成テキスト第２巻 介護過程』 法律文化社 

・事例で読み解く介護過程の展開 中央法規 

[単位認定の方法及び基準] 

・試験または提出課題によって、総合的に

評価 

 



授  業  概  要  

 

科目名  

 介護実習Ⅰ 

授業の種類 

 実習 

授業担当者 

笛木泰子・橋本瑞江・福田康之 

授業回数 

８時間×２６日 

時間数（単位数） 

２０８時間（４単位） 

配当学年・時期 

１学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 ①利用者の居室整備や身体的介護または、授業で学んだことの「統合」と「応用」の力をつけ、介

護福祉に関する理解、再確認し、実践する基礎能力を習得する。 

②介護実習では、人間関係を形成しながら慣れ親しんだ地域社会で暮らす高齢者や障害者のあ

る利用者に対して、施設利用等に際しても、その人らしさを維持しながら生活する状況につ

いて理解する。 

③日常生活を送る上で、継続ができるよう個別ケアの実践の重要性を理解する。 

④実習施設、事業等の体験を通し施設機能、基本的ケアを学ぶ。 

 ⑤基本的生活支援技術を実践し、利用者の状況に応じた介護技術を適切に行えるよう実習を行

う。 

 ⑥実習施設・居宅サービス事業所等のカンファレンスに参加し、介護をする上で必要な他の職

種の役割について学び、生活支援の一員としての介護福祉士の役割について学ぶ 

 

［授業全体の内容の概要］ 

個々の生活リズムや個性を理解するという観点から様々な生活の場において個別ケアを理

解し、利用者・家族とのコミュニケーションの実践、介護技術の確認、他職種協働や関係機関

との連携を通じてチームの一員としての介護福祉士の役割について理解する学習とする。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

①介護実習における体験の意味づけが理解でき、利用者の日々の状況に応じた、適切な介護と

は何かを学ぶとともに、介護理念・倫理について理解をし、マナー、職務規程を守ることが

できる。 

②利用者の日常生活や生活環境、疾病・障害等を理解することで、多様な施設、事業所の役割、

他職種の役割、介護職の業務の流れを理解できる。 

③利用者の様々な暮らし方、住まいなどの日常生活があることについて理解し、生活の場にお

いて、その利用者とのコミュニケーションを通して人間関係の形成を行い、状況に応じた適

切な生活支援技術とは何かについての判断力を養う。 

④基本的な介護技術を確認し身につけることで、障害特性や利用者のニーズに応じた介護方法

を習得する。また、提供される介護内容の必要性を理解できる。 

⑤障害形態別に応じた、個別ケアの実施を行うための必要介護方法が理解でき、他職種協働や

関係機関との連携、専門職としての視点等について、カンファレンスや事例検討に参加する

ことで理解できる。 

⑥住み慣れた地域で生活を継続するための、利用者の主体的な介護サービスの選択の援助方法

が理解できる。 

⑦利用者の個別性を尊重した自立支援を展開するための、居住環境における支援体制のあり

方、福祉用具福祉機器の知識や活用能力を理解することができる。 



［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

介護実習Ⅰ－１（地域密着型実習）（３２時間） 

① 小規模多機能型居宅介護または認知症対応型共同生活介護施設での日常生活の理解するこ

とで、一人ひとりのライフスタイルの多様性を学ぶ。 

 

介護実習Ⅰ－２（居宅：通所介護）（３２時間） 

① 所介護事業所（デイサービス）、通所リハビリテーション事業所（デイケア）、認知症対応

型通所介護が行われている事業所において、実習指導者のもと、通所の特性を学び、利用

者から親しまれる態度、コミュニケーション方法等を学ぶ。 

② 利用者同士の人間関係維持の援助、家族と職員の関係、連絡方法について指導を受ける。 

③ 機能訓練やレクリエーション活動の支援、または行事等を企画し実施する。 

 

介護実習Ⅰ－３（入所施設実習）（１４４時間） 

利用者の特性、事業所特性・機能を理解する。 

①「その人らしさ」が発揮できる日常生活を支援し、継続できるよう個別ケアの重要性を理解

する。 

② 利用者とのコミュニケーションを通した人間関係の形成を行い、状況に応じた適切な生活

支援技術とは何かについて理解する。 

③ 障害レベルに応じて求められる介護方法、それを援助する福祉用具の知識や活用能力を身

につけ、習得する。 

［使用テキスト・参考文献］ 

・新・介護福祉士用養成講座 編 10 

「介護総合演習・介護実習」中央法規インターライ

方式ケアアセスメント医学書院 

［単位認定の方法及び基準］ 

・全介護実習日程の８０％の出席 

・実習指導者による評価 

・担当教員による評価 

上記を総合的に評価する 

 

 



授  業  概  要 

 

科目名 

 介護総合演習Ⅰ 

授業の種類 

 演習 

授業担当者 

福田康之・坪川昌美 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

 ６０時間（２単位） 

配当学年・時期 

 １学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

1 介護実習に必要な基本的な知識・技術を、実践するための具体的方法を学ぶ。 

2 介護実習での学びをより深められるよう、利用者理解（自立支援）、介護施設や事業所、

チームケア（他職種協働）に関する知識を得るとともに、介護福祉士に必要な基礎能力を

養う。 

3 学生が持つ関心対象や疑問・不安等に焦点をあて、自信を持って実習に臨むようになる。 

4 実習での自己の実践内容を分析・考察し、自己覚知へとつなげ、高い専門性と倫理を養

う。 

5 実践内容を、さまざまな生活ニーズを持った利用者に対し、多様なサービス提供の場で実

践できる応用力を養う。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

①講義で学んだこと、生活支援技術等の演習で学んだことが、実習先や将来介護福祉士とし

て現場に出たときに役立てられるようにする。 

 ②介護現場では、どのように一人ひとりの利用者の生活支援に役立てているのかということ

を、学内の学びとリンクできるように進める。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

①通所・入所・居宅等の介護施設の概要と利用者の生活像を整理・理解でき、介護福祉士と

しての役割を明確化できる。 

 ②利用者理解に必要な基本的コミュニケーション方法や介護福祉士としてのマナーを習得す

る。 

③実習のイメージ作りを膨らませ、自身の目標・課題を明確化することができる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

１ どのような介護福祉士になりたいのか そのためには何が必要か 

２ 実習の目的・到達目標 

３ 実習の種類と概要（要綱のオリエンテーション） 

４ 実習先の発表・場所等を調べる 

５ ビジネススタイルチェック 

６ マナーの基本 

７ ビジネススタイルチェック（スーツ登校） 

８ 実習先の概要（入所系） 

９ 実習先の概要（通所系） 

１０ まとめ 

１１ 実習先の概要（地域密着系） 

１２ 実習中のコミュニケーション技術演習① 

１３ 実習中のコミュニケーション技術演習② 

１４ 実習記録の練習① 

１５ 実習記録の練習② 

１６ 個人票の作成・実習先を調べる 

１７ 写真撮影の最終チェック 



１８ 写真撮影（１組 2 限、２組４限） 

１９ 実習Ⅰ－１、実習Ⅰ－２の流れ、カンファレンスの方法 

２０ 記録物の配布 

２１ 実習計画書・誓約書の作成 

２２ 実習計画書の作成（実習でしてみたいこと３０個記入） 

２３ 前期期末考査 

２４ 実習計画書の作成（実習前試験） 

２５ 実習計画書の作成（実習前試験） 

２６ 事前オリテ（オリテ・宣誓式準備 

２７ 事後オリテ  

２８ 実習報告会準備① 

２９ 実習報告会準備② 

３０ 実習報告会準備③ 

［使用テキスト・参考文献］ 

・最新 介護福祉養成講座 １０ 

 介護総合演習・介護実習 第 2 版 

 中央法規出版 

［単位認定の方法及び基準］ 

・試験またはレポートによって、総合的に

評価 

 



授  業  概  要 

 

科目名 

 社会の理解 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

橋本 瑞江 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

 ６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

 １学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 人間が生きていくために必要な家族や地域社会とのかかわり、現代のライフスタイルの変

化、そこから派生するさまざまな社会問題に対して、介護分野からどのように生活をしてい

くかを理解する。また、介護実践に必要な知識という観点から、介護保険や障害者自立支援

法を中心に、社会保障の制度、施策についての基礎的な知識を養う。その他、利用者の権利

擁護の視点、職業倫理観についても養う。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

1 個人が自立した生活を営むということを理解するため、個人、家族、近隣、地域社会の単

位で人間を捉える視点を養い、人間の生活と社会の関わりや、自助から公助に至る過程に

ついて学習する。 

2 わが国の社会保障の基本的な考え方、歴史と変遷、しくみについて学習する。 

3 介護に関する近年の社会保障制度の大きな変化である介護保険制度と障害者自立支援制度

について、介護実践に必要な観点から基礎的知識を学習する。 

4 介護実践に必要とされる観点から、個人情報保護や成年後見制度などの基礎的知識を学習

する。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

1 生活支援や福祉の体系を理解することができる。 

2 社会保障の役割や意義、理念と範囲、社会保障の発展の歴史、制度全体のしくみ、社会保

障の発展の歴史、制度の全体のしくみ、現代社会における社会保障の位置づけと今後の課

題について理解できる。 

3 介護保険制度の基本的な制度のしくみや運用について理解できる。 

4 障害者の自立支援に向けての基本的な体系を理解できる。 

5 介護実践に関わる諸制度にはどんなものがあるのか習得できる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

１ オリエンテーション 

２ 介護保険制度の創設 

３ 介護保険制度の理念と目的・介護保険制度の動向と改正ポイント 

４ 介護保険制度のしくみ 

５ 確認テスト 

６ サービス内容（居宅） 

７ サービス内容（居宅） 

８ サービス内容（地域密着） 

９ サービス内容（施設） 

１０ 確認テスト 

１１ 介護認定の流れ 

１２ 地域支援事業・介護保険制度における組織、団体の役割 

１３ まとめ 

１４ 中間試験 

１５ 障害者自立支援制度ができるまで 



１６ 障害者総合支援法・障害福祉サービス利用の流れ 

１７ 自立支援給付のサービス内容・地域生活支援事業 

１８ 確認テスト 

１９ 家族・地域・社会構造とライフスタイルの変化・生活と福祉 

２０ 社会保障制度 

２１ 社会保障制度のしくみ 

２２ 医療保険制度 

２３ 年金保険 

２４ 確認テスト 

２５ 社会扶助・生活保護 

２６ 高齢者に関する関連諸施策・障害者に関する関連諸施策 

 児童に関する関連諸施策 

２７ 個人情報保護法・苦情解決制度 

２８ 成年後見制度 

２９ 高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法 

３０ まとめ 

［使用テキスト・参考文献］ 

・日本介護福祉士養成施設協会編『介護福祉士 

養成テキスト第１巻 人間の尊厳と自立／社 

会の理解』法律文化社 

・最新介護福祉全書、社会の理解 

 メジカルフレンド 

［単位認定の方法及び基準］ 

・試験またはレポートによって総合的に評価す

る。 

 



授  業  概  要 
 

科目名 

人間関係とコミュニケーション 

授業の種類 

講義 

授業担当者 

橋本 瑞江 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

１学年・通年 

必修・選択 

 必須科目 

［授業の目的・ねらい］ 

  介護実践のために必要な人間の理解や、他者への情報の伝達に必要なコミュニケーション能

力を養うための学習とする。また、介護職のチームの中で専門職としての役割を発揮できるよ

う、チームマネージャーについて学ぶ。 

［授業全体の内容の概要］ 

介護福祉士として、また人間として関係づくりの基本を学びよりよい援助ができる。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

①コミュニケーション障害者を含む他者との人間形成ができる。 

 ②様々な状況に応じてコミュニケーション技法を活かすことができる。  

③コミュニケーションの基礎を学び、その大切さを知り、円滑な人間関係作りを支援できる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

１，２ 関係づくりのための人間の理解①(個々人の認知世界) 

３，４ 関係づくりのための人間の理解②(ストレスを考える) 

５，６ 関係づくりのための人間の理解③(利用者のとらえ方) 

７，８ 関係づくりのための人間の理解④(認知のズレや偏りを演習を通して理解する) 

９ 人間関係の形成①(人間関係のさまざまな広がり) 

１０ 人間関係の形成②（様々な視点から人間関係を考える） 

１１ 人間関係の形成③（ファミリーマップを描いてみよう） 

１２ 人間関係の形成④(エコマップを描いてみよう) 

１３ コミュニケーションの基礎①(コミュニケーションとは) 

１４ コミュニケーションの基礎②（コミュニケーションの目的と方法） 

１５ コミュニケーションの基礎③(コミュニケーションを促す環境) 

１６ コミュニケーションの基礎④(様々なコミュニケーションを演習を通して体験する) 

１７ コミュニケーションの技法と実際①(コミュニケーション技法を知る) 

１８ コミュニケーションの技法と実際②(各種コミュニケーション技法と実際) 

１９ コミュニケーションの技法と実際③(コミュニケーション技法を活かす) 

２０ ケアを展開するためのチームマネジメント（リーダーが目指すケアとは） 

２１ 施設の現状・介護リーダーの現状 

２２ 物的環境と人的環境 

２３ 介護実践におけるチームマネジメント 

２４ チームマネジメントについて 人材育成・組織①（新人研修と職員育成） 

２５ チームマネジメントについて 人材育成・組織②（組織体のあり方） 

２６ 組織目標に向けたチームマネジメント①（看護・介護の共同） 

２７ 組織目標に向けたチームマネジメント②（医療職との連携） 

２８ 会議の運営方法 



２９ コミュニケーションを使ったチームマネジメント 

３０ まとめ 

[使用テキスト・参考文献] 
・日本介護福祉士養成施設協会編『介護福祉士

養成テキスト第１巻 人間の尊厳と自立／社

会の理解』法律文化社 

・外国人のためのやさしく学べる介護のことば 

中央法規出版株式会社 

・リーダーのためあのケア技術論 関西看護出

版 

[単位認定の方法及び基準] 
・参加態度、試験またはレポートによって総合

的に評価 

 



授  業  概  要 

 

科目名  

 生活支援技術Ⅰ 

授業の種類 

演習 

授業担当者 

笛木 泰子 

授業回数 

９０回 

時間数（単位数） 

１８０時間（６単位） 

配当学年・時期 

 １学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律を尊重し、潜在能

力を引き出し、見守ることも含めた自立支援と、1 人 1 人合わせた個別ケアを意識した適切な

介護技術を用いて、安全に援助できる技術や知識について習得する。 

［授業全体の内容の概要］ 

 技術演習を中心にし、適宜実技試験を実施しながら技術の効果的な定着を図る。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

 介護福祉士として実務につくための基本的な介護技術・態度の達成を目標とする。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

生活支援とは何か 

１   生活支援についての理解①（生活支援における介護福祉士の役割） 

 

居住環境の整備 

２、３ 自立に向けた居住環境の整備の意義と目的、生活空間と介護と居住環境のアセスメ

ン   

    ト 

４～７ ビデオ、実技演習：ベッドメイキング 

 

身支度の介護 

８   自立に向けた身じたくの意義と目的（生活習慣と行動と装いの楽しみ、利用者の状

態・状況に応じた身じたく） 

９、10 ビデオ、実技演習：着脱の介護のポイント 

11、12 着脱の介護の実際、衣服の清潔 

13、14 着脱介助(グループ演習)  

 

自立に向けた移動の介護 

15、16 自立に向けた移動の意義と目的 

17、18 運動・移動の 5原則、ボディメカニクス、寝返りの介助 

18～20 歩行介助、二人での移動介助の方法（施設での介護技術） 

21、22 車椅子の構造と介助方法、ストレッチャーの構造と介助方法 

23、24 ベッド上の座位、端座位から立位への介助 

25、26 椅子からの立ち上がり介助 

27   機能維持の運動と訓練学習への援助、つどい、外出、遠出の意義 

28～31 移動の介助(グループ演習) 

 

自立に向けた入浴・清拭保持の介護 

32   自立に向けた入浴の意義と目的 

33、34 身体の清拭法・身体細部の清潔保持（眼、耳、鼻、爪等） 

35～38 入浴の介護 家庭浴・シャワー浴の介助 

 

家庭生活に関わる基本知識と家事の介護 

39、40 家庭生活の理解 



41   家庭生活の営み 

42   家事の支援の意義と目的 

43   家事支援における介護技術 

 

寝返りの介護 

44   寝返りの介助の意義と目的、褥瘡の予防と対処  

45、46 寝返りの介助(グループ演習) 

 

自立に向けた排泄の介護 

47～50 排泄の意義と目的 

51、52 トイレでの排泄介助（トイレ誘導、排泄前後の介助） 

53、54 ポータブルトイレ等用具を使用した排泄介助とプライバシー保護 

55、56 排泄のしくみと機能を生かす介護（排泄の自立度に応じた介護と衣類等用具） 

57   排泄の障害と介護（失禁や便秘への対応、排泄自立への配慮と介助） 

58、59 おむつ交換の方法（布おむつ・紙おむつ） 

60、61 おむつ体験と体験発表会 

62   排泄の介護応用編１ グループワークによる介護技術研究  

 

自立に向けた食事の介護 

63   食事の意義と目的 

64   生活のなかでの食事とは（楽しく食事できる環境と食器用具類の整え） 

65   食事の介護技術のポイント（姿勢や口腔の状態に適した介助） 

66、67 食事介助の実践演習（好みへの配慮、食事量の観察、適したスピード） 

68、69 誤嚥防止、脱水防止ケア（誤嚥時の緊急ケア概要、脱水の症状の理解誤嚥を防ぐ介

護 

技術（嚥下の状態や姿勢や動作能力と変化）） 

70   食事の介護応用編 グループワークによる介護技術研究 

 

口腔ケアの介助 

71   口腔ケアの意義と目的 

72   口腔ケアの実践演習 

 

終末期の介護 

73   終末期の介護の理解 

74   終末期のケア①(エンゼルケアなど) 

75   終末期のケア②（ジョクソウ、体位の工夫） 

 

緊急時の対応と他職種連携 

76   バイタルサインについて 

77   心肺蘇生法と急変時の対応（講義） 

78、79 心肺蘇生法と急変時の対応(実技) 

80   急変時の対応(知識) 

81   他職種との連携 

 

睡眠の介護 

82   睡眠の意義と目的 

 

福祉用具の概要と活用 

83   福祉用具の意義と概要 

84   福祉用具の選択、活用及び管理に関する援助 

85   福祉用具を使った実践演習 



86～88 福祉レクリエーションの活用 

 

生活支援技術の活用 

89～90 生活支援技術の活用(生活支援技術の活用方法のグループワーク演習) 

［使用テキスト・参考文献］ 

・日本介護福祉士養成施設協会編『介護福祉士養

成テキスト第３巻 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ』 

法律文化社 

・介護福祉士養成講座編集委員会『介護福祉士養

成講座 6 生活支援技術Ⅰ』中央法規 

・介護実技研究会『2016 介護福祉士国家試験実技

試験のチェックポイント』中央法規 

［単位認定の方法及び基準］ 

・試験またはレポートによって総合的に評

価 

 



授  業  概  要 

 

科目名  

 認知症の理解 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

福田 康之 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

 ６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

 １学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 認知症に関する基礎知識を習得するとともに、認知症のある人の体験や意志表示が困難な特

性を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

認知症のある人が、尊厳を持ち人生を継続していくためには、支援にあたる人たちの認知症

の病気や日常生活への影響の理解、それらを緩和するための介護のあり方について学ぶ。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

1 認知症の原因となる主な疾病を説明できる。 

2 認知症の中核症状と特徴的な行動・心理症状を説明できる。 

3 認知機能の変化が生活に及ぼす影響を理解する事ができる。 

4 認知症介護の視点・ケアの原則について学び、基本姿勢を習得する。 

5 認知症家族・介護者への支援のあり方を習得する。 

6 ICF やパーソンセンタードケアの概念を理解し、「その人らしさ」を大切にする介護のあり

かたを考察することができる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

１ 認知症を取り巻く状況 

２ 医学的な側面からみた認知症 

３ 認知症の診断と治療 

４ 中核症状の理解と具体的な対応 

５ 行動・心理症状の理解と具体的な対応 

６ 認知症と間違えられやすい状態 

７ 認知症と間違えられやすい物忘れの症状 

８ 認知機能の変化が生活に及ぼす影響 

９ 環境が与える影響 

１０ 認知症介護に対するかかわりの基本 

１１ 介護する人の心構え 

１２ 認知症ケアとアセスメント 

１３ 認知症に伴うこころとからだの変化と日常 

１４ 認知症の原因と種類 

１５ 中間試験 

１６ 認知症の症状と経過 

１７ 認知症の人を取り巻く人・物 

１８ 若年性認知症と支援のあり方 

１９ 認知症の人を取り巻く連携体制 

２０ 認知症ケア：非薬物療法 

２１ 認知症の人の心理 

２２ 周辺症状の理解と対応 

２３ 認知症と家族への支援 

２４ 認知症の人とその家族の現状 



２５ コミュニケーションの基本と手法 

２６ 認知症におけるコミュニケーション 

２７ 言葉を超えたコミュニケーション 

２８ 生活を支える制度 

２９ アクティビティケアの基本 

３０ 事例から学ぶ（症状の改善事例） 

［参考文献］ 

・最新 介護福祉養成講座 １３ 

 介護総合演習・介護実習 第 2版 

 中央法規出版 

［単位認定の方法及び基準］ 

・試験またはレポートによって、総合的に

評価 

 



授  業  概  要 

 

科目名 

 発達と老化の理解 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

土屋 容子 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

 ６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

 １学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 発達の観点からの老化を理解し、老化に関する心理や身体機能の変化の特徴に関する基礎知識

を習得する。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

 人間の成長と発達の基礎的理解を心身の発達や成長・成熟、生理的変化、老化に伴う心身の変

化の理解。それが日常生活に及ぼす影響、老年期の発達と成熟に見られる家族・地域での役割

の変化、喪失体験、就労の変化による経済不安など、高齢者の気持ちを学ぶ。高齢者の健康や

生活や時代背景がわかる視聴覚教材の活用や高齢者体験グッズを用いて体験することにより

学生が具体的イメージを持って高齢者を理解できるようにする。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

・人間の成長と発達の基本的理解から老化期の発達、課題について理解できる。 

・老化を受容し新たな価値形成をしていく過程や成熟していく過程の中から高齢者の人格と尊

厳を守る個別ケアの基本を理解する。 

・高齢者に多い疾病を理解して生活支援に繋げることができる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

人間の成長と発達の基礎的理解 

 １ 発達の定義、人体の特徴と成り立ち 

 ２ 各時期の発達段階の特徴（乳児期・学童期・思春期・青年期・成人期） 

 ３ 各時期の発達段階の課題（乳児期・学童期・思春期・青年期・成人期） 

 ４ 発達段階説と発達課題 

 ５ 発達と個人差 

 

老年期の発達と成熟 

 ６ 老年期の定義 

 ７ 老年期の発達と課題 

 ８ 人格の尊重、老いの価値、喪失体験、セクシュアリティその他 

 ９ 演習問題 

 

老化に伴うこころとからだの変化と日常生活 

＜老化に伴う心身の変化の特徴＞ 

１０ 防衛反応（反射神経）の変化 

１１ 回復力（抵抗力）の変化 

１２ 適応力（順応力）の変化 



１３ その他 

＜老化に伴う心身の機能の変化と日常生活への影響＞ 

１４ 身体的機能の変化と日常生活への影響 

１５ 知的・認知機能の変化と日常生活への影響 

１６ 精神的機能の変化と日常生活への影響 

１７ 演習問題 

＜高齢者の心理＞ 

１８ 老化、障害を受け止める高齢者の気持ち 

１９ 経済的不安や社会や家庭での役割を失う高齢者の気持ち 

２０ 友人との別れを受け止める高齢者の気持ち 

 

高齢者と健康 

＜高齢者の疾病と生活上の留意点＞ 

２１ 高齢者の症状の現れかたの特徴 

２２ 高齢者の体の不調の訴え（痛い、かゆみ、不眠、冷え、その他） 

２３ 高齢者に多い病気 ① 

２４ 高齢者に多い病気 ② 

２５ 高齢者に多い病気 ③ 

２６ 高齢者に多い病気 ④ 

２７ 高齢者に多い病気 ⑤ 

２８ 高齢者に多い病気とその日常生活上の留意点 

２９ 保健医療職との連携 

３０ 事例及び演習問題 

［使用テキスト・参考文献］ 

・介護福祉士養成講座「発達と老化の理解」 

中央法規 

［単位認定の方法及び基準］ 

・参加態度、試験またはレポートによって

総合的に評価 

 



授  業  概  要 

 

科目名 

 医療的ケア 

授業の種類 

 演習 

授業担当者 

土屋 容子 

授業回数 

１０回 

時間数（単位数） 
・経管栄養６時間（４コ

マ） 

・喀痰吸引・心肺蘇生法 

９時間（６コマのうち 

１コマ心肺蘇生法） 

配当学年・時期 

 ２学年・後期 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

基本研修で経管栄養、喀痰吸引及び救急蘇生法の必要な技術を習得する。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

・経管栄養のケア実施。（５回以上） 

・喀痰吸引のケア実施（５回以上） 

・救急蘇生法（１回） 

＊必要に応じて補習を行う。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

・経管栄養が実施手順に沿って確実に実施できる。 

・喀痰吸引及び救急蘇生法が実施手順に沿って確実に実施できる。 

 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

１ 経管栄養法 経鼻経管栄養法、胃瘻経管栄養法 ① 

２ 経管栄養法 経鼻経管栄養法、胃瘻経管栄養法 ② 

３ 経管栄養法 経鼻経管栄養法、胃瘻経管栄養法 ③ 

４ 経管栄養法 経鼻経管栄養法、胃瘻経管栄養法 ④ 

 ５ 喀痰吸引法 鼻腔・口腔喀痰吸引、気管カニューレ内吸引 ① 

 ６ 喀痰吸引法 鼻腔・口腔喀痰吸引、気管カニューレ内吸引 ② 

 ７ 喀痰吸引法 鼻腔・口腔喀痰吸引、気管カニューレ内吸引 ③ 

 ８ 喀痰吸引法 鼻腔・口腔喀痰吸引、気管カニューレ内吸引 ④ 

 ９ 喀痰吸引法 鼻腔・口腔喀痰吸引、気管カニューレ内吸引 ⑤ 

１０ 救急蘇生法  

 

［使用テキスト・参考文献］ 

・介護福祉士養成講座「医療的ケア」 

 中央法規 

［単位認定の方法及び基準］ 

・技術演習の評価項目の基準により総合的

に評価 

 



授  業  概  要 

 

科目名 

 医療的ケア 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

土屋 容子 

授業回数 

３４回 

時間数（単位数） 

 ５１時間（３単位） 

配当学年・時期 

 ２学年・後期 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

医療職との連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施できるよう、必要な知識・技術を習得

する。医療的ケアの意義を理解し、チーム医療の一員として介護福祉士の役割を理解する。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

喀痰吸引および経管栄養における、解剖生理的な基礎知識から実施の際の留意点や緊急 

時の対応などの実践的な知識、そして手順・技術の知識を学ぶ 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

・医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な知識・技術を習得する。 

・実地研修の導入に向けて基礎研修の知識と技術を習得する。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

医療的ケア実施の基礎 

Ⅰ．人間と社会 

 １ 個人の尊厳と自立 

 ２ 医療の倫理 

 ３ 利用者や家族の気持ちの理解 

 

Ⅱ．保健医療制度とチーム医療 

 ４ 保健医療に関する制度 

 ５ 医行為に関する法律 

 ６ チーム医療と介護職員との連携 

 

Ⅲ．安全な療養生活 

 ７ 喀痰吸引や経管栄養の安全な実施 

 ８ 救急蘇生（演習含む） 

 

Ⅳ．清潔保持と感染予防 

９ 感染予防 

１０ 職員の感染予防 

１１ 療養環境の清潔、消毒法 

１２ 消毒と滅菌 

１３ 手洗い、うがい（演習含む） 

 

Ⅴ．健康状態の把握 

１４ 健康状態を知る項目（バイタルサインなど） 

１５ バイタルサイン（演習含む） 

１６ 急変状態について 



 

経管栄養（基礎的知識・実施手順） 

Ⅵ．高齢者および障害児・者の経管栄養概論 

１７ 消化器系のしくみとはたらき 

１８ 消化・吸収とよくある消化器の症状 

１９ 経管栄養とは 

  注入する内容に関する知識 

２０ 経管栄養実施上の留意点 

  子どもの経管栄養について 

２１ 経管栄養に関係する感染と予防 

  経管栄養を受ける利用者や家族の気持ちと対応、説明と同意 

２２ 経管栄養により生じる危険、注入後の安全確認  

  急変・事故発生時の対応と事前対策 

 

Ⅶ．高齢者および障害児・者の経管栄養実施手順解説 

２３ 経管栄養で用いる器具・器材とそのしくみ、清潔の保持 

経管栄養の技術と留意点 ① 

２４ 経管栄養の技術と留意点 ② 

２５ 経管栄養に必要なケア 

  報告および記録 

 

喀痰吸引（基礎的知識・実施手順） 

Ⅷ．高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論 

２６ 呼吸のしくみとはたらき 

２７ いつもと違う呼吸状態 

２８ 喀痰吸引とは 

・人工呼吸器と吸引 

・子どもの吸引について 

・吸引を受ける利用者や家族の気持ち対応、説明と同意 

２９ 呼吸器系の感染と予防（吸引と関連して） 

３０ 喀痰吸引により生じる危険、事後の安全確認 

急変・事故発生時の対応と事前対策 

 

Ⅸ．高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 

３１ 喀痰吸引で用いる器具・器材とそのしくみ、清潔の保持 

喀痰吸引の技術と留意点 ① 

３２ 喀痰吸引の技術と留意点 ② 

３３ 喀痰吸引に必要なケア、報告および記録 

３４ まとめ 

［使用テキスト・参考文献］ 

・介護福祉士養成講座「医療的ケア」 

 中央法規 

［単位認定の方法及び基準］ 

・参加態度、試験またはレポート及び演習

によって総合的に評価 

 



授  業  概  要 

 

科目名 

 こころとからだのしくみⅡ 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

土屋 容子 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

２学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

1 介護実践に必要な知識という観点から、からだとこころのしくみについての知識を養う。

介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点

や心理的側面への配慮について理解する。 

2 こころとからだの両面を見ていくことにより残存能力、潜在能力を引き出し利用者の尊厳

の尊重と自立を援助するための適切な介護方法を導き出す。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

こころとからだの両面から利用者の状態がどのような要因から引き起こされているか、その

根拠となる知識を習得する。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

人体の構造や機能の基本的な知識を学び、こころとからだは相互に影響し合い、意欲や行動

などに影響を及ぼすことを理解する。どのような状態があっても、その人が望む環境の中で

「活動」「参加」し続けられるような援助ができるようにする。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

食事に関連したこころとからだのしくみ 

＜食事に関連したこころとからだの基礎知識＞ 

１ 体をつくる栄養素、１日に必要な栄養量・水分量 

２ 演習、その他  

＜食べることに関連したからだとこころのしくみ＞ 

３ 食べることの生理的意味 

４ 食べるしくみ（解剖・生理 その他） 

５ 食欲、おいしさを感じるしくみ、のどが渇くしくみ 

＜機能低下障害を及ぼす食事への影響＞ 

６ 食べることに関する機能の低下・障害の原因 

７ 機能の低下・障害が及ぼす食事への影響 

＜生活場面におけるこころとからだの変化の気づくと医療職との連携＞ 

８ 日常生活における誤嚥予防・嚥下障害に気づく観察のポイント 

脱水予防・脱水に気づく観察のポイント その他 

９ 演習、復習 

 

入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみ 

＜入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみの基礎知識＞ 

１０ 皮膚保持の生理的意味 

１１ 皮膚保持に関連したからだの器官 その他 

＜清潔保持に関連したこころとからだのしくみ＞ 

１２ リラックス、爽快感を感じるしくみ その他 

１３ 皮膚の汚れのしくみ 発汗のしくみ 

＜機能の低下・障害が及ぼす入浴、清潔保持への影響＞ 

１４ 入浴、清潔保持に関する機能低下・障害の原因 

１５ 機能の低下・障害が及ぼす入浴、清潔保持への影響（かゆみ、かぶれ、褥瘡その他） 



１６ 入浴が及ぼすからだへの負担  

生活場面におけるこころとからだの変化の気づきと医療職との連携 

１７ 演習、復習 

 

排泄に関連したこころとからだのしくみ 

＜排泄に関連したこころとからだのしくみの基礎知識＞ 

１８ 排泄の生理的意味（解剖・生理 その他） 

１９ 便・尿の性状、便・尿の生成のしくみ その他 

＜排泄に関連したこころとからだのしくみ＞ 

２０ 排尿のしくみ 排便のしくみ 

２１ 機能低下・障害が及ぼす排泄への影響、排泄に関連する機能低下の原因 

２２ 機能低下・障害が及ぼす排泄への影響（便秘、下痢、失禁、その他） 

   日常生活で便秘・下痢に気づくための観察のポイント 

日常場面におけるこころとからだの変化の気づきと医療職との連携 

２３ 演習、復習 

 

睡眠に関連したこころとからだのしくみ 

＜睡眠に関連したこころとからだの基礎知識＞ 

２４ 睡眠のしくみ 睡眠の生理的意味 睡眠時間と生活 

２５ 睡眠リズム睡眠に関連したからだの器官、その他 

＜機能の低下・障害が及ぼす睡眠への影響＞ 

２６ 睡眠に関する機能低下・障害の原因、機能の低下・障害が及ぼす睡眠への影響 

２７ 生活場面におけるこころとからだの変化の気づきと医療職との連携、その他、復習 

 

死にゆく人のこころとからだのしくみ 

＜死を理解する＞ 

２８「死」の捉え方、生物学的、法律的、臨床的な死 

 終末期から危篤、死亡時のからだの理解、身体の機能低下の特徴、死後の身体的変化 

＜死に対するこころの理解＞ 

２９ 死に対する恐怖・不安 「死」を受容する段階 

医療職との連携 医療の実際と介護の連携 

３０ 復習 まとめ 

［使用テキスト・参考文献］ 

・介護福祉士養成講座「こころとからだのしく

み」 中央法規 

 

［単位認定の方法及び基準］ 

・試験またはレポートによって総合的に評

価 

 



授  業  概  要 

 

科目名 

 介護の基本Ⅱ 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

橋本 瑞江 

授業回数 

６０回 

時間数（単位数） 

１２０時間（８単位） 

配当学年・時期 

 ２学年 通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 ①介護を必要とする利用者を「生活する人」として捉え理解を深め、人間の多様性及び高齢

者の暮らしの実際や障害がある人への理解を深め、利用者の生活環境の考え方を学び、生

活の観点から知識を深めることを目標とする。 

 ②多職種協働やケアマネジメントなどの制度のしくみを踏まえ、具体的な事例について介護

過程を展開できる能力を養う。そのことから介護サービスの概要と介護サービスの提供の

場の特性を理解する。 

 ③「尊厳の保持」「自立支援」の考えを理解するとともに生活の観点から捉える 

  ための学習を行う。 

  介護における安全やチームケアについて理解するための学習をする。 

［授業全体の内容の概要］ 

 ①誰もが人間としての尊厳が守られ、生活者として主体的に生きることを可能にするための

人間尊重を基盤とした「介護観」（「人権保障としての介護」）を、授業全体として、

「共に学び合う行為」として理解し、育む。 

②介護従事者の安全に関する理念や理論、知識を学び、介護従事者自らの健康、安全が保障

できる知識を深め、実践できるよう、介護における安全確保するための知識・技術、事故

防止や安全の対策、感染対策、緊急時対応、介護従事者の健康管理等について学ぶ。 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

 ①介護実践における「主体性の尊重」や「自己決定の尊重」の大切さを基に、「利用者主

体」の考え方と介護保険制度における具体的取り組みについて理解できる。 

 ②介護の基本理念としての「自立支援」の考え方と具体的な展開について、「個別ケア」、

「自己決定」、「生活の質」の向上と関連させて理解できる。 

 ③介護場面における倫理的課題について理解し、尊厳を支えるための専門職としての倫理観

をもった行動がとれる。 

 ④介護を必要とする「利用者の特性」（人間の多様性・複雑性、高齢者・障害者の暮らしの

実際、その生活環境）をさまざまな角度から理解し、その家族へのサポート体制の構築が

できる。 

 ⑤介護サービスの特徴、介護実践における連携によるサービス提供、他職種の専門性の理解

と実践の現場のイメージが図れる。（介護サービスの概要・提供の場の特性） 

⑥安全の概念を予防・自立の点から考察し、安全対策のあり方を理解し説明できる。 

 ⑦観察力の必要性・重要性、予測力、分析力を高め、個別事例に応じた提案ができるようにな

る。 

 ⑧受診援助や緊急時対応、災害時やコミュニティでの役割を認識し、必要な知識・技術を習得

する。 

 ⑨介護従事者の倫理（安全・健康管理を保障するための知識・技術）を活用できる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

１， ２ 介護の専門性と倫理 

３， ４ 日本介護福祉士会倫理綱領 

５， ６ 身体拘束・虐待防止・個人情報の保護 

７， ８ 在宅における介護福祉 

９，１０  施設における介護福祉 



１１，１２ ユニットケアの展開 

１３，１４ 障害者福祉施設における介護福祉 

１５，１６ 介護老人保健施設と介護療養型医療施設 

１７，１８ 多職種連携・地域連携 

１９，２０ まとめ 

２１，２２ 介護保険制度に基づく介護サービスの概要① 

２３，２４ 介護保険制度に基づく介護サービスの概要② 

２５，２６ 障害者総合福祉法に基づく介護サービス 

２７，２８ 市区町村、当道府県、地域包括支援センター 

２９，３０ 介護における安全の意義 

３１，３２ 介護領域におけるリスクマネジメント 

３３，３４ 事故防止（在宅・施設） 

３５，３６ 感染予防 

３７，３８ 介護従事者の「からだ」の健康管理・介護従事者の「こころ」の健康管理 

３９，４０ 労働安全対策 

４１，４２ 介護福祉に関する諸課題とその検討（事例検討） 

４３～４９ まとめ 

５０～６０ 総まとめ 

［使用テキスト・参考文献］ 

・日本介護福祉士養成施設協会編『介護福祉士養

成テキスト第２巻 介護の基本／介護過程』 

法律文化社 

・一般社団法人海外介護士育成協議会編『外国人

のためのやさしく学べる介護の知識・技術』 

中央法規 

［単位認定の方法及び基準］ 

・参加態度、試験またはレポートによっ

て、総合的に評価 

 



授  業  概  要 

 

科目名 

介護過程Ⅱ 

授業の種類 

講義 

授業担当者 

笛木 泰子 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

２学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 ①介護過程が人間の思考過程として、事実を収集し、情報として深め、課題や目標を設定

し、それらを支えるための計画・実施・評価の過程を繰り返し辿ることを理解する。 

②利用者のみならず家族等についても心身の状態を踏まえつつ、一人ひとりの人生があるこ

と、それに向かって個々の人生を利用者と同じように理解し支援を展開するためのコミュ

ニケーション能力の重要性を理解する。 

③介護サービス計画に基づき、専門職がそれぞれの専門性を活かしたアセスメントを経て、

利用者の生活のさまざまな側面を支援する計画を立案・実践していることを具体的事例に

て理解し、介護サービス計画書と介護福祉士らに任せられた生活の一部分を支える介護計

画の関係性を理解し、自らが支援を提供するとともに支援という関わりを通して利用者の

人生・生活全体を見渡す視点を持つこと。 

④生活する者にとって安全を確保する重要性、またリスクが生じるとはどのようなことなの

かを理解し、安全でよりリスクが少ない状態を目指すためには確かな介護過程が根底とな

ることを理解する。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

①介護過程の展開（サイクル）の理解ができ、アセスメントの重要性が理解でき、そこから

把握する日常生活課題（ニーズ）をどのように行うことが改善へと導けるのかという思考

過程、視点を養う。 

 ②ＩＣＦ理念の導入にて、介護過程演習事例では、利用者を総合的視点で捉えられるよう

様々な事例を例示し、介護過程を展開し、利用者を取り巻く社会的環境の変化に対応で

き、介護計画の修正など時間の経過にしたがって変化する利用者の例も取り入れること

で、実践力を養う。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

①学習すべき知識・技術は、介護過程の思考として取り込み、利用者の能力に応じて発展、

活用するものであると理解する。 

 ②介護方法には、すべてにおいて意味・理由があり、説明能力も求められること理解する。  

 ③マネジメントを行うために必要な知識と技術を身につけ、専門職の一員として他職種との

連携を行うことができるようになる。 

④利用者を取り巻く環境を意識し常に社会の動きに関心を持つことの重要性と、その方法を

理解できるようになる。 

⑤利用者と家族への説明と同意が、職業倫理に基づいた重要事項であると理解し実行でき

る。 

 ⑥アセスメントの意義を理解し、なぜその項目が必要なのか説明することができ、アセスメ

ントツールがどのような思考の元に作り上げられてきたのかを理解できる。 

 ⑦客観的・科学的な整理を元に、ターミナルケアについて考え、その関わりの中で専門職と

しての感情・態度を整理する必要性を理解できる。 



［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

 

コマ数 

１ 介護過程の展開①（評価の必要性） 

２ 介護過程の展開②（評価の方法） 

３ 介護過程の実践的展開①（自立に向けた介護過程展開の実際） 

４ 介護過程の実践的展開②（自立に向けた介護過程展開の実際） 

５ 介護過程の実践的展開③（状況・状態別介護過程展開の実際） 

６ 介護過程の実践的展開④（状況・状態別介護過程展開の実際） 

７ 介護過程の実践の理解－施設① 

８ 介護過程の実践の理解－施設② 

９ 介護過程の実践の理解－在宅① 

１０ 介護過程の実践の理解－在宅② 

１１ 介護過程とチームアプローチ①ケースカンファレンス 

１２ 介護過程とチームアプローチ②ケースカンファレンス 

１３ 介護過程とチームアプローチ①サービス担当者会議 

１４ 介護過程とチームアプローチ②サービス担当者会議 

１５ チームアプローチの実際① 

１６ チームアプローチの実際② 

１７ 介護過程における説明と同意①（各専門職の専門性の理解） 

１８ 介護過程における説明と同意②（利用者・家族の視点） 

１９ アセスメントツールの活用① 

２０ アセスメントツールの活用② 

２１ アセスメントツールの活用③ 

２２ アセスメントツールの活用④ 

２３ アセスメントツールの活用⑤ 

２４ アセスメントツールの活用⑥ 

２５ 演習①（各種会議の進め方） 

２６ 演習②（各種会議の進め方） 

２７ 演習③（各種会議の進め方） 

２８ 演習④（各種会議の進め方） 

２９ 演習「専門職としてあるべき姿を考える」① 

３０ 演習「専門職としてあるべき姿を考える」② 

[使用テキスト・参考文献] 

・日本介護福祉士養成施設協会編『介護福祉士養

成テキスト第２巻 介護過程』 法律文化社 

・事例で読み解く介護過程の展開 中央法規 

[単位認定の方法及び基準] 

・試験または提出課題によって、総合的に

評価 

 



授  業  概  要 

 

科目名  

 介護実習Ⅱ 

授業の種類 

 実習 

授業担当者 

笛木泰子・橋本瑞江・福田康之 

授業回数 

８時間×３１日 

時間数（単位数） 

２４８時間（５単位） 

配当学年・時期 

２学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 ①介護実習Ⅰで学んだ基本的な生活支援技術から、「介護過程」で学んだ思考のプロセスを実

際の利用者を受け持つことで実践する。 

②個々の利用者の生活背景や生活リズムを理解し、必要な情報を収集し、自立支援の観点から

実際の場面での介護過程展開能力が身につける。 

③利用者、実習指導者・介護職員との連携のもと、立案した介護計画の基づいた介護を提供し、自

ら行った介護実践の評価、計画の修正ができる実習を行う。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性が理解できるよう、利用者の課題を明確にする

ための利用者ごとの介護計画の作成、実施後の評価やこれをふまえた計画の修正といった介護

過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を統合して、具体的な介護サービスの提供の基本

となる実践力を習得する。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

①介護計画の作成、実施後の評価や、これをふまえた計画の修正といった一連の介護過程のす

べてを継続的に繰り返すことで、 

 ・利用者の生活における課題を明確にするため、必要な情報収集ができる。 

 ・自立支援の観点から、利用者の生活課題を明確にできる。 

 ・日常生活においての課題から、利用者、介護職員と相談しながら介護計画を立案できる。 

 ・介護計画に基づき、適切な介護が実践できる。 

 ・自ら行った介護の評価や計画の修正を行うことができる。 

②介護実習を通して、介護という職業の意義深さ、介護従事者としての働く姿勢、職業倫理を

身につけ、常に利用者の人権を守り、介護の本質を探究する基本的な姿勢が身につく。 

③実習指導者との連携のもとに、学生が施設等の職員から受けた指導を通して、介護福祉士と

しての責任を果たす能力や態度を養成する。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

 

介護実習Ⅱ（入所施設実習） 

 ①重度障害を有する障害者または老人施設を実習施設として、障害レベルに応じて求められる

介護技術の適切な方法を学べるようにする。 

 ②実習指導者からの指導及び、より多くのケースカンファレンス時間を準備し、利用者の介護

ニーズに対応したレベル向上が達成できるようにする。 

③巡回指導担当教員との施設巡回指導を中心として、学生自身の経験、体験及び記録類からの

再検討を行うことで、学習強化を図れるようにする。 

④実習期間中に、夜勤介護プログラムの導入を行うことで、利用者の１日の生活状況がどのよ



うに営まれているか理解を深める。 

⑤施設運営プログラムに参加し、サービス全般について理解させると同時に、個別介護過程の

展開、記録の方法について学習し、チームの一員として介護を実践できるよう現任準備教育を

行う。 

［使用テキスト・参考文献］ 

・「介護福祉実習」みらい 介護福祉実習研究会 編 

「インターライ方式 ケアアセスメント」医学書院 

「介護福祉に関する記録について」本学 

［単位認定の方法及び基準］ 

・全介護実習日程の８０％の出席 

・実習指導者の評価 

・担当教員による評価 

上記を総合的に評価する 

 



授  業  概  要 

 

科目名  

 介護総合演習Ⅱ 

授業の種類 

 演習 

授業担当者 

福田 康之・坪川昌美 

授業回数 

 ３０回 

時間数（単位数） 

６０時間（２単位） 

配当学年・時期 

 ２学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 ①介護実習施設の役割・機能、施設利用者とその家族の生活ニーズを理解できる。 

 ②利用者・家族のニーズに対する介護福祉士の役割と、自立支援に向けた他職種協働（チー

ムケア）の意義と役割を理解できる。 

 ③介護過程等、授業で学んだ知識・技術を実習で展開するための学習課題を明確化できる。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

 ①介護実習Ⅰにおいて明確化した課題の改善に向け、授業との統合・リンクさせることで、

介護福祉士に必要な知識・技術の向上を目指す。 

 ②多様なニーズを持っている利用者に対する、柔軟な視点を養う。 

③介護実習Ⅰにおいての事後指導から得た課題を、介護実習Ⅱの事前指導へと導く。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

①介護実習Ⅰの実習施設の概要と利用者の生活ニーズを整理・理解でき、介護福祉士に求め

られる倫理性と専門性を明確化できる。 

 ②介護実習Ⅰの振り返ることで、自己を客観的に振り返り、介護実習Ⅱに向けた課題を明確

化できる。 

 ③介護実習Ⅱに向け、個別ケアや多様なニーズ・サービス形態のあり方を理解できる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

 

コマ数 

１～ ３ 介護実習Ⅰ-3計画書、概要の説明 

４～ ５ 実習Ⅰ-3振り返り 

６～ ８ 介護実習Ⅱの概要・目的（アセスメントツールの活用方法の整理） 

 ９～１０ 実習計画の明確化 

１１～１３ 実習計画書の作成 

１４～１５ 記録の方法 

１６～１８ レポートの書き方① 

１９～２０ レポートの書き方② レポートテーマの作成 

 ２１ 介護実習Ⅱ 実習オリエンテーション 

２２ 実習事前指導（実習記録の再検討） 

２３ 実習事後指導（困難事例の再検討） 

２４ 実習記録まとめ及び指導 

２５～２６ レポート作成及び指導  Ⅰ―４実習報告会 

２７ Ⅰ―５実習計画立案 レポートの書き方 

２８～２９ 介護実習Ⅱ Ⅰ―５ 実習報告会 

３０ 演習(アセスメントツールを活用した介護計画の立案方法の確認 

［使用テキスト・参考文献］ 

・最新 介護福祉士養成講座 １０ 

 介護総合演習・介護実習  

中央法規出版 

［単位認定の方法及び基準］ 

・試験またはレポートによって、総合的に

評価 

 



授  業  概  要 

 

科目名  

 障害の理解 

授業の種類 

 講義 

授業担当者 

福田 康之 

授業回数 

３０回 

時間数（単位数） 

 ６０時間（４単位） 

配当学年・時期 

 ２学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

 障害のある人の心理や身体機能に関する基礎知識を習得するとともに、障害のある人の体験

を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点について習得す

る。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

1 障害者の思いや生活実態を踏まえながら、障害の概念を学ぶ。（ノーマライゼーション、リ

ハビリテーション、インクルージョン） 

2 身体面に障害のある人について、医学的理解、心理的理解、生活の理解、介護上の留意点

を学ぶ。 

3 精神面に障害のある人、重症心身障害のある人、難病のある人について、医学的理解、心

理的理解、生活の理解、介護上の留意点について学ぶ。 

4 障害のある人の自己決定、エンパワメント、権利擁護、及び生活ニーズの把握、アセスメ

ント、介護過程について学ぶ。 

5 家族の支援とは何かについて事例を踏まえて学ぶ。 

6 関連職種とのチームアプローチのあり方、および地域で行政やインフォーマルの協力を得

る手法に関して学ぶ。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

1 「障害」、ノーマライゼーションとはどういうものなのかについて理解できる。 

2 視覚、聴覚、言語、重複障害、肢体不自由、内部障害のある人の生活について理解でき

る。 

3 知的、精神、高次脳機能、発達、重症心身障害、難病のある方のある人の生活について理

解できる。 

4 障害のある人に対する介護の基本的視点について理解できる。 

5 家族への支援とは何か理解できる。 

6 介護福祉士以外の福祉職種との連携を理解できる。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

 １ 障害の基礎的理解①（障害のとらえ方について学ぶ） 

 ２ 障害の基礎的理解②（障害者福祉の歴史と基本理念について学ぶ） 

 ３ 障害のある人に対する介護①（障害のある人の心理と障害受容について学ぶ） 

４ 障害のある人に対する介護②（基本的視点に基づいた自立支援について学ぶ） 

５ 障害のある人の生活の理解①（視覚障害のある人の生活を学ぶ①） 

 ６ 障害のある人の生活の理解②（視覚障害のある人の生活を学ぶ②） 

 ７ 障害のある人の生活の理解③（聴覚・言語障害のある人の生活を学ぶ①） 

 ８ 障害のある人の生活の理解④（聴覚・言語障害のある人の生活を学ぶ②） 

 ９ 障害のある人の生活の理解⑤（重複障害のある人の生活を学ぶ） 

１０ 障害のある人の生活の理解⑥(肢体不自由(運動機能障害)のある人の生活を学ぶ) 

１１ 障害のある人の生活の理解⑦（心臓機能障害のある人の生活を学ぶ） 

１２ 障害のある人の生活の理解⑧（腎機能障害のある人の生活を学ぶ） 

１３ 障害のある人の生活の理解⑨（呼吸機能障害のある人の生活を学ぶ） 



１４ 障害のある人の生活の理解⑩（膀胱、直腸機能障害のある人の生活を学ぶ） 

１５ 障害のある人の生活の理解⑪（免疫機能障害・肝臓機能障害のある人の生活を学ぶ） 

１６ 障害のある人の生活の理解⑫（知的障害のある人の生活を学ぶ①） 

１７ 障害のある人の生活の理解⑬（知的障害のある人の生活を学ぶ②） 

１８ 障害のある人の生活の理解⑭（発達障害のある人の生活を学ぶ①） 

１９ 障害のある人の生活の理解⑮（発達障害のある人の生活を学ぶ②） 

２０ 障害のある人の生活の理解⑯（精神障害のある人の生活を学ぶ①） 

２１ 障害のある人の生活の理解⑰（精神障害のある人の生活を学ぶ②） 

２２ 障害のある人の生活の理解⑱（高次脳機能障害のある人の生活を学ぶ①） 

２３ 障害のある人の生活の理解⑲（高次脳機能障害のある人の生活を学ぶ②） 

２４ 障害のある人の生活の理解⑳（難病のある人の生活を学ぶ①） 

２５ 障害のある人の生活の理解㉑（難病のある人の生活を学ぶ②） 

２６ 家族への支援①（家族への支援とは何かについて学ぶ） 

２７ 家族への支援②（家族の状態の把握と介護負担軽減について学ぶ） 

２８ 連携と協働①（地域におけるサポート体制について学ぶ） 

２９ 連携と協働②（チームアプローチについて学ぶ） 

３０ 連携と協働③（他職種との連携について学ぶ） 

［参考文献］ 

・最新 介護福祉養成講座 １４ 

 介護総合演習・介護実習 第 2 版 

 中央法規出版 

［単位認定の方法及び基準］ 

・試験またはレポートによって、総合的に

評価 

 



授  業  概  要 

 

科目名 

生活支援技術Ⅱ 

授業の種類 

講義・演習 

授業担当者 

笛木 泰子 

授業回数 

６０回 

時間数（単位数） 

１２０時間（６単位） 

配当学年・時期 

２学年・通年 

必修・選択 

 必修科目 

［授業の目的・ねらい］ 

1 障害に応じた介護技術・知識を学び、専門職として「生活を支える」とは何かを理解させ

る。 

2 自立に向けた居住環境の整備と身じたく、移動、食事、入浴・清潔保持、排泄、家事、睡

眠の介護を学ぶ。 

3 利用者を尊重した終末期の介護を学ぶ。 

4 尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律を尊重し、潜在

能力を引き出したり、見守ることも含めた適切な介護技術を用いて、安全に援助できる技

術や知識について習得する。 

 

［授業全体の内容の概要］ 

・技術としての技法だけでなく、利用者の生活を理解したうえで状況に合わせた介護を行

い、利用者の潜在能力を引き出す支援方法を学ぶ。 

 ・家事援助の実践力を習得する。 

 

［授業終了時の達成課題（到達目標）］ 

介護福祉士として実務につくための基本的な介護技術・知識を学び、利用者が尊厳をもっ

て、その人らしく暮らしていくことが出来るように支援するための考え方や技法を習得す

る。 

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］ 

コマ数 

Ⅰ 自立に向けた家事の支援 

１ 家庭生活の理解 

２ 家事の意義と目的 

３ 自立生活を支える意義と目的 

４ 生活設計の考え方 

５ 家事の支援におけるアセスメントとＩＣＦの考え方① 

６ 家事の支援におけるアセスメントとＩＣＦの考え方② 

７ 家事における生活支援の視点 

８ 支援の方法と留意点 

９ 事例検討① 

 

Ⅱ 自立に向けた家事（掃除・食事・身じたく）の介護 

１０ 清掃・衛生管理の基本知識 

１１ 清掃・衛生管理の留意点 

１２ 調理演習①（食生活と調理の基本知識） 

１３  調理演習②（高齢者の食事） 

１４ 調理演習③（献立の立て方と留意点） 

１５ 買い物のアセスメント 

１６  買い物の留意点 

１７ 金銭の管理と授受についての留意点 

１８  被服の役割と機能 



１９ 被服の素材と洗濯管理 

２０ 衣類、寝具の衛生管理 

 

Ⅲ 自立に向けた環境整備と生活支援（移動・入浴・排泄・睡眠・終末期） 

２１ 住環境整備の意義と目的 

２２ 住まいの役割と基礎知識 

２３ 安全な居住環境 

２４ 家庭内事故と安全対策 

２５ 快適な室内環境 

２６ 環境整備と安全 

２７ 住宅改修について① 

２８ 住宅改修について② 

２９ 福祉用具の種類と活用方法① 

３０ 多職種連携と福祉用具の活用 

３１ 睡眠の意義と目的 

３２ 睡眠の理解とアセスメント 

３３ 睡眠障害と生活環境 

３４ 安眠のための介護実践① 

３５ 安眠のための介護実践② 

３６ 入浴の意義と目的 

３７ 安全な入浴介護とは 

３８  利用者の状態・状況に応じた生活支援とは 

３９ 認知症のひとに応じた介護① 

４０ 認知症のひとに応じた介護② 

４１ 運動機能が低下している人への生活支援 

４２ 視覚障害に応じた介護 

４３ 聴覚障害に応じた介護 

４４ 言語障害に応じた介護 

４５ 運動機能障害に応じた介護 

４６ 心臓機能障害に応じた介護 

４７ 腎臓機能障害に応じた介護 

４８ 膀胱・直腸機能障害に応じた介護 

４９ 知的・精神障害に応じた介護 

５０ 発達障害・重症心身障害に応じた介護 

５１ 高次脳機能障害に応じた介護 

５２ 終末期の状況とターミナルケアの意味 

５３ 終末期のプロセスにおける介護職の役割の理解 

５４ 家族に対する支援 

５５ 終末期の介護 

５６ 事例に応じた生活支援技術の展開① 

５７ 事例に応じた生活支援技術の展開② 

５８ 事例に応じた生活支援技術の展開③ 

５９ 事例に応じた生活支援技術の展開④ 

６０ 生活支援技術の展開とまとめ 

[使用テキスト・参考文献] 

・日本介護福祉士養成施設協会編『介護福祉士

養成テキスト第３巻 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ』 

法律文化社 

[単位認定の方法及び基準] 

・試験またはレポートによって、総合的に評

価 

 

 



 


