介護職員初任者研修（通信）シラバス
科目番号・科目名
指導目標
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９

こころとからだのしくみと生活支援技術

こころとからだのしくみと生活支援技術

・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

(1) 介 護 の 基 本 的 な 考 え

全日

通信

通信

対面学習

対面学習

通信学習

時間数

時間数

時間数

3.0

1.5

1.5

講義・演習内容・通信学習課題の内容等
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

方

・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
・求められる介護福祉像について
記述問題
・QOL の観点から、介護サービスの仕事の意義ついて

(2) 介 護 に 関 す る こ こ ろ

3.0

1.5

1.5

（1）学習と記憶の基礎知識
・記憶の働き ・記憶のメカニズム

のしくみの基礎的理解

・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

5.0

3.0

2.0

（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
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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

(4)生活と家事

4.0

4.0

0.0

（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
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・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

3.0

3.0

0.0

（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

と介護

・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）

(6)整容に関連した

8.0

7.0

1.0

＜講師による講義の内容＞

こころとからだのしくみ

（1）整容に関する基礎知識

と自立に向けた介護

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
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・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
記述問題
・みじたくの面からの自立とは

(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

12.0

11.0

1.0

（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
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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
記述問題
・廃用症候群の定義とその状態について

(8)食事に関連した

5.0

4.0

1.0

（1）食事に関する基礎知識

こころとからだのしくみ

1）食事の意義と目的

と自立に向けた介護

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

介護職員初任者研修（通信）シラバス

９

こころとからだのしくみと生活支援技術

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
記述問題
・食品の調理性について

(9)入浴、生活保持に関連

8.0

7.0

1.0

（1）入浴、清潔保持に関する基礎知識

したこころとからだのし

1）入浴・清潔を保つことの意義と目的

くみと自立に向けた介護

・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
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・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
・入浴介助の注意事項について
・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
記述問題
・入浴の意義について

(10)排泄に関連した

8.0

7.0

1.0

（1）排泄に関する基礎知識

こころとからだのしくみ

1）排泄とは

と自立に向けた介護

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
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・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
記述問題
・尿器や便器での排泄について

(11)睡眠に関した

3.0

1.5

1.5

（1）睡眠に関する基礎知識

こころとからだのしくみ

1）日常生活の生活パターン

と自立に向けた介護

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
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2）就寝時の支援
・安楽な姿勢の介助 ・褥瘡予防
＜通信学習課題の内容＞
五択一問題
・睡眠とは
・寝室の環境について
・褥瘡と予防について
・排泄介護の実際について
記述問題
・睡眠を阻害する心の要因について
(12)死にゆく人に関した

3.0

2.5

0.5

（1）終末期に関する基礎知識とこころとからだのしくみ

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

と終末期介護

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

＜通信学習課題の内容＞
五択一問題
・死へのプロセスと介護について
・在宅ターミナルケアの要件について
・看取りにおける家族支援について
記述問題
・死にゆく人のこころの過程について
(13)介護課程の基礎的理

3.0

3.0

0.0

（1）介護過程の展開
1）介護過程に基づく介護展開

解

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

7.0

7.0

0.0

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
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（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
使用する教材・備品等

75.0

63.0

12.0
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・・車いす ・車いす ・ベッド ・ベッド ・シーツ ・シーツ ・枕 ・クッション ・クッション ・クッション ・
肌布団 ・肌布団 ・ポータ ・ポータ ブルトイレ ブルトイレ ブルトイレ ブルトイレ ブルトイレ ・衣類 ・杖 ・
タオル類 ・アイマスク ・アイマスク ・アイマスク ・アイマスク ・アイマスク ・アイマスク ・歯ブラシ ・
歯ブラシ ・歯ブラシ ・歯ブラシ ・歯ブラシ ・ヘアブラ シ ・コップ ・コップ ・コップ ・コップ ・オムツ ・
オムツ ・オムツ ・オムツ ・パット ・パット ・パット ・パット ・リハビパンツ ・リハビパンツ ・リハビ
パンツ ・リハビパンツ ・リハビパンツ ・リハビパンツ ・リハビパンツ ・リハビパンツ ・尿器 ・尿器 ・尿
器 ・差し込み便 ・差し込み便 ・差し込み便 ・差し込み便 ・差し込み便 ・差し込み便 座 ・ディスポザブル
手袋 ・ディスポザブル手袋 ・ディスポザブル手袋 ・ディスポザブル手袋 ・ガーグルベスン ・ガーグルベス
ン ・ガーグルベスン ・吸い飲み ・吸い飲み ・滅菌ガーゼ ・滅菌ガーゼ ・ビ ニールシト ニールシト ニー
ルシト ニールシト ニールシト ニールシト ・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 ・ビニール袋 ・ビニール袋 ・柄杓 ・柄杓 ・新聞紙 ・新聞紙 ・バケツ ・バケツ ・とろみ剤 ・
とろみ剤 ・食器類 ・食器類 ・自助用 ・自助用 具 ・簡易浴槽 ・簡易浴槽 ・簡易浴槽 ・ストロー ・ストロ
ー ・ストロー ・綿花 ・綿花 ・ド ライヤー ライヤー ・体温計 ・体温計 ・体温計

