（様式第１号）
令和２年５月２０日
認定介護福祉士認証・認定機構
理事長

大島 伸一 様

領 域 名： 医療に関する領域
科 目 名： 疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ
単 位 数：

2 単位

認証申請する研修の名称： 疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ
団体名： 一般社団法人沖縄県介護福祉士会
団体事務所の所在地：〒 903‒0804 沖縄県那覇市首里石嶺町 4‒373‒1
沖縄県総合福祉センター内（西棟４Ｆ）
電話：
FAX：

０９８－８８７－３３４４
０９８－８８７－３３９１

E‒mail： okikaigo@gmail.com

下記書類を添えて上記科目に対する研修の認証を申請します。

団体代表者：

桑江 貴英

申請責任者：

福井 彰雄

記
○認定介護福祉士研修認証申請書（別紙１～３）

<機構使用欄>
受付
確認
委員付託
追加連絡
評価報告
理事会承認
認証番号

㊞

（別紙１）認定介護福祉士研修認証
※申請受付番号
（※は記入しないでください）
認定介護福祉士研修認証申請書
申請年月日

令和２年５月２０日

申請団体名

一般社団法人沖縄県介護福祉士会

申請団体代表者氏名

桑江 貴英

申請責任者職名

理事

申請責任者氏名

福井 彰雄

団体住所
同 Tel ・Fax
メールアドレス
申請対象の領域
科目名（単位数）

〒903‒0804 沖縄県那覇市首里石嶺町 4‒373‒1
沖縄県総合福祉センター内（西棟４Ｆ）
Tel ：(０９８)‒(８８７)‒(３３４４)
Fax：(０９８)‒(８８７)‒(３３９１)
E‒mail

okikaigo@gmail.com

領域名：医療に関する領域
科目名：疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ （ ２単位）
疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ

申請する研修名

研修認証実績

その他特記事項

年 認証番号（

）

年 認証番号（

）

年 認証番号（

）

（別紙２）認定介護福祉士研修認証
認証申請科目に対する研修の内容
申請対象の領域
科目名

医療に関する領域
疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ

(1)提供する研修について
研修名
研修目標

到達目標

疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ
認定介護福祉士として、生活支援の場面で必要となる医療的ケアや判断及び医療職等
との連携の際の根拠となる医療に関する基礎的な知識を獲得させる。
・生活支援場面で必 要となる、解剖生理、病 態生理、症 候、疾病等の基礎的な内容を
理解し、他者に説明できる。
・疾病・障害等について、その機序、主な症状、診断・治療、経過と予後等の生活支援に
必要な基礎的な内容を理解し、他者に説明できる。
含むべき内容
１． 生 活 支 援 場 面 で 必 要 とな
る 解 剖 生 理 、病 態 生 理 、 症
候、疾病等の基礎的な知識

研修プログラム
別紙「講義授業案」参照

２．疾 病 ・ 障 害 等 において、生
活 支 援 に必 要 な基 礎 的な知
識
研修 内 容（研 修プログ
ラム）

研修方法

１）機 序 、症 状 、診 断 ・治 療 、
経過と予後
２） 主 な 薬 の 知 識 （ 作 用 と 副
作用）
３）リスクと対応
４）生 活 支 援 の 留 意 点 ・観 察
ポイント
５ ） 他 職 種 と 共 有 すべ き 情 報
等

■通学課程（集合研修）
■通信課程（通信研修）
〇集合研修は、講義によって行う。
〇課題学習は講義内容に関連したレポート課題を課す。評価は担当講師が行う。
○筆記試験は最終日に実施する。評価は担当講師が行う。

研修時間

修了要件

講師要件（講師の選
定基準）

３０時間（集合研修２４時間、課題学習６時間）
〇全課 程の出 席を要する。公 共 交通 機関の影 響、冠婚 葬 祭 、担 当する利 用 者の急 変
といったやむを得ない事情による遅刻、早退については合計 30 分(遅刻、早退それぞれ 30
分)を上限として認める（この場合は事前課題とは別にレポート課題を課す）。
〇欠席の場合は修了を認めない。
〇事前 課題は、Ａ～Ｄの４段 階 評価とし、Ｄ評 価の場合は１度のみ再提 出を認める。
事前課 題がＤ評価の場合は研 修修 了後 一カ月 以内に再 提 出する。その場合であっても
修了 試 験を受けることは可 能とするが、再 度Ｄ評価となった場 合は修 了を認めない。なお
事前課題の提出が指定の期限内に行われない場合、修了を認めない。
○修了 試験は、Ａ～Ｄの４段 階 評価とし、Ｄ評 価の場合は１度のみ再提 出を認める。
修 了 試 験がＤ評 価の場 合は評 価 結 果が示 されてから一 カ月 以 内に再 提 出 する。そこで
再度Ｄ評価となった場合は修了を認めない。なお修了試験は、研修当日に実施する。
・当該科目における十分な知識・専門性を有し、講師等の教育経験がある者
・修士課程を修了している者（琉球大学大学院保健学研究科保健学専攻）
・在宅支援の経験がある看護師

(2)受講者について
受講対象
（受講要件）

介護福祉士資格を有するもので、以下(1)または(2)のいずれかを満たすもの
(1) 介護福祉士基本研修を修了していること。
(2) 介護福祉士ファーストステップ研修を修了していること。

修了評 価（習得 度、
研修成果）

修了評価は以下により行う。（①～④の全てを満たすこと）
①出 席 状 況が修了 要 件を満たしていること。（全 課 程の出 席 。ただしやむを得ない事
情による 30 分以内の遅刻、早退は認める。詳細は修了要件欄を参照。）
②筆記試験を受けていること（過去 10 年間の医学に関する介護福祉士国家 試験
問題 及び認 定 介護 福 祉士 養 成研 修ガイドライン（「疾 患・障 害等のある人への生 活
支援・連携Ⅰ」で習得すべき知識）より 50 問程度抽出する。）
③事前課題をすべて提出していること。
④事前課題・筆記試験の全ての評価において A～C であること。D 評価の場合は 1 度
のみ再提出を認め、C 以上の評価を得なければならない。
A：85‒100 B：70‒84 C：60‒69 D：59 以下 （※D 評価の場合未修了と
なり、本科目の修了を要件とする科目は受講できない。）
＊医療に関する基礎的な理解を確認するため、解剖 生理、病 態生理、薬の知識、医
学的 リスク、疾患 ・障 害に関する症状 、生 活 支援における留 意 点・観 察ポイントを中心 に
出題する。

(3)研修の環境条件
定員（講師の配置基
準）
開催場所（都道府
県）

３０名 （講師 1 名）
沖縄県総合福祉センター

（別紙３）認定介護福祉士研修認証
認証申請する研修の実施体制等（届出事項）
(1)研修の実施予定
① 令和２年９月１９日（土）
② 令和２年１０月２４日（土）
実施日

③ 令和２年１１月２１日（土）
④
⑤

開催場所（会場）

① 沖縄県総合福祉センター
② 沖縄県総合福祉センター
③ 沖縄県総合福祉センター
④
⑤

(2)講師
疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ
担当、氏名及び略歴

保有資格：看護師、保健師、
平田 寿恵（ひらた ことえ） 氏
略歴については別紙参照。

(3)実施体制

研修の企画運営の組織
（担当部局・人員）

認定介護福祉士養成研修担当職員（2 名）その他本会事務職員１名、
合計本会事務職員３名（全員非常勤職員）で事務局を運営している。事
務 職 員３名 全 員 介 護 福 祉士 国 家 資 格 および簿 記 資 格を有 している（うち
２名は日商簿記検定 2 級資格あり）。
平成 26 年度ファーストステップ研修の実施を機会に、これまでに毎月講師打
ち合わせ会 議（勉 強 会も含む）を実施 し、講 師 間で研 修 内 容を情 報 共 有
してきた。議事録で協議された内容を踏まえて本会で開催する研修会等の振
り返りを行い、常に講師の質の向 上に取り組んできた。今回の認定介 護福 祉
士養成研修の申請にあたり、平成 30 年 1 月 20 日本会理事会での承認を
経て、これまでの「講師打ち合わせ会議」を「研 修委 員会」として改編する。平
成 30 年 3 月 24 日理事会での「研修委員会設置要綱」の承認を経て、4
月 1 日より「研修委員会」へと名称が変更となる。
なお定款・規 程等において法 律的な疑問 が生 じた時には、本 会監 事（司 法
書士・行政書士）より助言を受けている。

研修の企画運営に関する諸規程

研修委員会設置要綱

研修管理責任者職名

本会理事兼事務局長

研修管理責任者氏名

福井 彰雄

機構問合先部署

一般社団法人沖縄県介護福祉士会

機構問合先担当者氏名

福井 彰雄

機構問合先電話番号/FAX

電話 098‒887‒3344

機構問合先 e‒mail ｱﾄﾞﾚｽ

okikaigo@gmail.com

受講問合先部署

一般社団法人沖縄県介護福祉士会

受講問合先担当者氏名

横山 圭子

受講問合先電話番号/FAX

電話 098‒887‒3344

受講問合先 e‒mail ｱﾄﾞﾚｽ

okikaigo@gmail.com

FAX 098‒887‒3391

FAX 098‒887‒3391

(4)研修履歴の管理体制
受講者への付与単位部門

沖縄県介護福祉士会事務局

受講履歴の証明

本 会 個 人 情 報 保 護 方 針 及 び個 人 情 報 保 護 規 程 を踏 まえて、以 下の管 理
方法により個人情報を管理する。
○紙媒体及びデータにより台帳を管理する。
○外付けディスクにバックアップデータを保管する。
○データ保存期間は 10 年間とし、その後は外付けディスクにてデータを保管す
る。
○個人情報の取り扱いにあたっては関連する法律を遵守する。
なお平成 26 年度より個人情 報等にかかる訴訟に備えて、弁護士と顧問契
約を締結している。
また平成 28 年度より web サイトおよびメールでの個人情報の漏洩等の防止
に備えて、専門の SE（システムエンジニア）と委託契約を交わしている。
全課程を修了した者には、会長名による修了証書を発行する。

管理責任者氏名

福井 彰雄（本会理事兼事務局長）

管理担当者氏名

横山 圭子（本会理事兼事務職員）

受講履歴の管理方法

2020.7.25-8.22-9.19 認定介護福祉士Ⅰ類研修（沖縄県介護福祉士会）
領域名：「医療に関する領域」

科目名：疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ

研修目標
・認定介護福祉士として、生活支援の場面で必要となる医療的ケアや判断及び医療職等との連携の際の根拠となる医療に関する基礎的な知識を獲得させる。

到達目標
・生活支援場面で必要となる、解剖生理、病態生理、症候、疾病等の基礎的な内容を理解し、他者に説明できる。
・疾病・障害等について、その機序、主な症状、診断・治療、経過と予後等の生活支援に必要な基礎的な内容を理解し、他者に説明できる。

含むべき内容
１．生活支援場面で必要となる解剖生理、病態生理、症候、疾病等に関する基礎的な知識
【「疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ」で扱う疾病（疾患）・症候（症状）】
1-1)痛みの症状（本人が主観的に感知する）
頭痛、頸部痛、肩痛、胸痛、腹痛、腰痛、膝痛、足痛、
1-2)その他の症状（本人が主観的に感知する）
悪心、食欲不振、眩暈、動悸、不眠、
1-3)徴候（客観的に検知できる心身の異常）
発熱、脱水、嘔吐、下痢、便秘、失禁、頻尿、浮腫、咳、痰、喘鳴、不整脈、振戦、
1-4)状態像
呼吸困難、じょくそう、誤嚥、
1-5)障害等
視力障害（視覚障害）、難聴（聴覚障害）、平衡機能障害、音声・言語・咀嚼機能障害、肢体不自由、内部障害、意識障害、運動麻痺・感覚麻痺

２．疾病・障害等において、生活支援に必要な基礎的な知識
各疾患・障害等において、次の内容をふまえる
2-１）機序、症状、診断・治療、経過と予後
2-２）主な薬の知識（作用と副作用）
2-３）リスクと対応
（介護福祉士から医療職へ） ⇅ （医療職から介護福祉士へ） 2-３）リスクと対応 と 2-４）生活支援の留意点・観察ポイント が情報共有及び連携の接点となる。
2-４）生活支援の留意点・観察ポイント
2-５）他職種と共有すべき情報等

【「疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ」で扱う疾患・障害】
●筋骨格系疾患（骨格・筋肉の構造と機能）
①骨関節疾患（骨粗鬆症、変形性腰椎症、腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症、関節リウマチ）
②高齢者に多い骨折等（大腿骨頸部骨折・橈骨遠位端骨折・腰椎圧迫骨折等）
●神経系疾患（脳・神経の構造と機能）
①神経系疾患（パーキンソン病、筋委縮性側索硬化症（ALS）等）
②脳血管疾患（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、一過性脳虚血発作（TIA）等）
●高次脳機能障害（認知症及び脳血管疾患を除く）
●循環器系疾患（慢性虚血性心疾患・狭心症・急性心筋梗塞・高血圧性疾患）
●呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患（COPD）・誤嚥性肺炎・不顕性肺炎）
●消化器疾患（脂肪肝・肝炎・肝硬変・胃十二指腸潰瘍等）
●腎臓・泌尿器疾患（尿路感染症・前立腺肥大症等）
●代謝性疾患（脂質異常症・糖尿病・甲状腺疾患）
●感覚器疾患
①眼疾患（白内障・緑内障・糖尿病性網膜症・加齢黄斑変性症・網膜色素変性症）
②耳疾患（老人性難聴・中耳炎・メニエール病・良位発作性頭位めまい症）
③皮膚疾患（白癬・疥癬・皮膚掻痒・帯状疱疹）
●精神疾患（統合失調症・気分障害（躁うつ病）・パニック障害・てんかん・PTSD・せん妄・アルコール依存症・睡眠障害・知的障害）
●発達障害（自閉症スペクトラム・注意欠陥多動性障害・学習障害・アスペルガー症候群）

【事前課題】
事前課題１ 受講生自身あるいは家族がこれまで罹った病気・疾患及び服用した薬について調べる。（２時間）受講生自身の健康診断の結果報告書も研修初日に持参する（健康診断を受けてない場合は血液検査の結果でも可）。
事前課題２ 受講生自身が勤務する職場あるいは過去勤務していた職場において「気になる利用者（患者）」の疾患・障害の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセス（機序、症状、診断、治療、経過、予後）について調べる。（２時
間）
事前課題３ 事前課題 2 を踏まえて、「気になる利用者（患者）」の「気になるポイント」「気になった理由（なぜだろう）」についてまとめる。そのさい生活支援の専門職である介護福祉士として ICF の概念に沿って利用者（患者）の生活の全体像をと
らえる。（２時間）
事前課題１～３について指定の様式（シート）にまとめる。

＜テキスト等教材＞ 苛原実著「ケアマネ必携！医療知識ハンドブック・高齢者の病気とくすり」（中央法規出版）定価 1,800 円（税込 1,980 円）
＜参考文献等教材＞ 播本高志著「ケアにいかせる！高齢者の病気と薬の知識」（中央法規出版）定価 2,000 円（税込 2,200 円）

「見て覚える！介護福祉士国試ナビ 2020」（中央法規出版）定価 2,400 円（税込 2,640 円）

～疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ～ 令和 2 年７月２５日（土）
時間
09:20-09:30
09:30-10:45
講義

講義・解説のポイント（中項目）、演習等の展開内容（含むべき内容）

オリエンテーション

担当講師の紹介、科目内容（科目名・教育目的・到達目標・時間数・含むべき内容等）について講師

＊配布資料「科目内容」

１. 生活支援場面で必要とな

より受講生へ説明する。

（P7）

講義

留意事項備考等（●）

る、解剖生理、病態生理、症 ○介護福祉士が医療職・リハ職との連携を強化するために必要な医療の専門用語等を理解する。
候、疾病等の基礎的な知識
・生活支援の専門職として医療の専門用語等を利用者や家族等の生活者に分かりやすく説明できる。
1-0)到達目標に記載されている ・解剖生理と病態生理、症候と症状、疾病と疾患、症状と徴候、等の違いを説明できる。
○疾患・障害の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスを理解する。
医療に関する文言の整理

●医療に関する基礎的な知識

２．疾病・障害等において、生

＊「病院の言葉を分かりやすく」

活支援に必要な基礎的な知
11:00-12:30

使用教材（＊）、指導上の

テーマ（展開）・大項目

識
1-0) 系統学的な医学的思考
プロセス

・機序、症状、診断・治療、経過と予後について説明できる。

・事前課題 1 を使用して、受講生自身あるいは家族がこれまで罹った病気・疾患の機序、症状、診断・治
療、経過と予後、及び服用する薬について確認する。（2-１)2)対応）
○リスクと対応、生活支援の留意点・観察ポイント、医師と共有すべき情報等について理解する。
・事前課題 1 で確認した内容を踏まえて、実際に受講生自身あるいは家族の生活を継続するために具体

が医療職・リハ職との連携の前提
となることを研修当初の段階で受
講生に伝える。
（勁草書房）
＊PP 資料（講師作成）
＊配布資料「本会個人情報保

的に実施した取り組み（介護・支援）について確認する（個人ワーク）。（2-3)4)5)対応）

護方針及び規程」

医学的思考プロセスとともに、服用する薬、リスクと対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共

1）

○「気になる利用者（患者）」の疾患・障害を踏まえて、疾患・障害の原因から予後までの系統学的な ＊事前課題 1（ワークシート
●「気になる利用者（患者）」
の疾患・障害

有すべき情報等を理解する。
・事前課題２を使用して、「気になる利用者（患者）」の疾患・障害の機序、症状、診断・治療、経過と
予後、及び服用する薬、リスクと対応、について確認する（ペアワーク）。（2-１)2)3)対応）
・事前課題２で確認した内容を踏まえて、「気になる利用者（患者）」に対する生活支援の留意点・観
察ポイント、他職種と共有すべき情報等を確認する（ペアワーク）。（2-4)5)対応）
○事前課題 1・2 及び個人・ペアワークを通して疾患・障害等に見られる以下の症状・徴候等を理解す

12:30-13:30

る。

（昼食休憩）
１. 生活支援場面で必要とな
13:30-14:45
講義

1-1)痛みの症状（本人が主観的に感知する）1-2)その他の症状（本人が主観的に感知する）
1-3)徴候（客観的に検知できる心身の異常）1-4)状態像 1-5)障害等

●個人情報の取扱いに留意す
る（個人ワークで取り組む）。受
講生の状況によりペアワークへ変
更。
＊事前課題 2（ワークシート
2）
●個人情報の取扱いに留意す
る（ペアワークで取り組む）。

る解剖生理、病態生理、症
●事前課題 1 での個人ワークを
・疾患・障害により共通した症状・徴候等が出現する可能性があることを確認する（解剖生理・病態生
候、疾病等の基礎的な知識
踏まえて事前課題 2 において医
理、薬の知識を学ぶ根拠となる）。

○医療に関する基礎的な知識を踏まえて、生活支援の専門職として ICF モデルを活用して利用者（患

15:00-16:20
生活支援における ICF の捉え方

者）の生活の全体像をとらえていくことを理解する。
・事前課題 3 を使用して、「気になる利用者（患者）」の疾患・障害の症状・徴候等と「生活機能」との

学的思考プロセスをイメージさせ
る。
＊PP 資料（講師作成）
●目に見える症状・徴候等が生

本日のまとめと次回の連絡事項

関係を ICF モデル（生活モデル）で確認する。ICDIH（医療モデル）との違いも確認する。（2-１)2)3)

活支援の留意点・観察ポイントと

対応）

なることを強調する。

・講師自身の ICＦ整理シートを使用して、疾患・障害の機序、症状、診断・治療、経過と予後、及び服

事前課題３（アセスメント表２・

用する薬、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を確認する。（2-１)2)3)4)5)

ワークシート３）

対応）

＊講師自身の ICＦ整理シート
＊人間ドック・健診結果報告書
＊薬の説明書

～疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ～令和 2 年８月２２日（土）
時間

使用教材（＊）、指導上の

テーマ（展開）・大項目

講義・解説のポイント（中項目）、演習等の展開内容（含むべき内容）

09:20-09:30

オリエンテーション

本日の科目内容（研修目標・到達目標・時間数等）について講師より受講生へ説明する。

＊PP 資料（講師作成）

09:30-10:45

２．疾病・障害等において、生
活支援に必要な基礎的な知
識
●筋骨格系疾患（骨格・筋肉
の構造と機能）

○以下の筋骨格系疾患の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、服用する薬、リ

＊テキスト P129・P134・P140

スクと対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキスト使

＊骨粗鬆症の MRI 画像

用）。

＊骨の標本模型（大腿骨等）

①骨関節疾患（骨粗鬆症、変形性腰椎症、腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症、関節リウマチ）

●筋骨格系疾患がイメージできるよう

・骨粗鬆症に起因する疾患とそれ以外の原因で生じる疾患とに分けて講義する。

教材を活用して説明する（事例）。

②高齢者に多い骨折等（大腿骨頸部骨折・橈骨遠位端骨折・腰椎圧迫骨折等）

＊国家試験問題（骨格系疾患）

・骨粗鬆症に起因する代表的な骨折であり転倒など骨に強い力が働いた時に生じる。この場所に骨折が生じやすい根

＊テキスト P108・114

拠とともに、移動動作の障害により QOL の低下につながることを確認する（「生活支援のための運動学」の根拠につな

＊脳・神経の MRI 画像

げる）。

＊症状に関する DVD 映像

○以下の神経系疾患の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、服用する薬、リス

●神経系疾患がイメージできるよう教

クと対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキスト使

材を活用して説明する（事例）。

用）。

テキスト P99

①神経系疾患（パーキンソン病、筋委縮性側索硬化症（ALS）等）

＊国家試験問題（神経系疾患）

講義

●神経系疾患（脳・神経の構
造と機能）

留意事項備考等（●）

・脳・神経の構造と機能を理解することにより神経系疾患の症状の根拠を確認する。進行性難病における利用者本

11:00-12:30
講義
●高次脳機能障害（認知症
及び脳血管疾患を除く）

人及び家族の心理的ストレスについても確認する。

＊PP 資料（講師作成）

②脳血管疾患（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、一過性脳虚血発作（TIA）等）

＊症状に関する DVD 映像

・脳・神経の構造と機能を理解することにより運動障害・感覚障害・言語障害・高次脳機能障害・失行・失認などの症

●高次脳機能障害がイメージできる

状が発症することの根拠を確認する。日常生活動作（ADL）の障害により「活動制限」が生じやすいことを確認する。

よう教材を活用して説明する（事

○高次脳機能障害の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、服用する薬、リスク

例）。

と対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキスト使

＊講師自身の ICＦ整理シート（生

用）。

活機能障害）

●循環器系疾患（血液循環と

・脳・神経の構造と機能を理解することにより高次脳機能障害の症状の根拠を確認する。

＊国家試験問題（高次脳機能障害）

心臓の構造と機能）

・交通事故等による脳損傷で比較的若い年齢層に多く見られる。県内では平安病院・沖縄リハビリテーションセンター

＊テキスト P32･P37

病院で治療・リハビリテーションが行われている。「見えない障害」と言われることから、学生生活や就労において「参加制

＊症状に関する DVD 映像

約」が生じやすいことを確認する。

●循環器系疾患がイメージできるよう

12:30-13:30

○以下の循環器系疾患の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、服用する薬、リ

教材を活用して説明する（事例）。

（昼食休憩）

スクと対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキスト使

＊国家試験問題（循環器系疾

用）。

患）

〔慢性虚血性心疾患・狭心症・急性心筋梗塞・高血圧性疾患〕
・循環器系疾患の前提として高血圧症と不整脈について講義する。
・血液循環及び心臓の構造と機能を理解することにより循環器系疾患の症状が発症することの根拠を確認する。AED
（体外式除細動器）と心筋梗塞との関係についても確認する。救命救急としての緊急時対応の重要性を確認す
る。

～疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ～令和 2 年８月２２日（土）
時間

テーマ（展開）・大項目

講義・解説のポイント（中項目）、演習等の展開内容（含むべき内容）

使用教材（＊）、指導上の
留意事項備考等（●）

13:30-14:45
講義

●呼吸器系疾患（呼吸・口
腔・嚥下の構造と機能）

●消化器系疾患（消化器の
構造と機能）

15:00-16:20
講義

●腎臓・泌尿器系疾患（腎
臓・泌尿器系の構造と機能）

●代謝性疾患（内分泌器官
の構造と機能）

本日のまとめと次回の連絡事項

○以下の呼吸器系疾患の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、服用する薬、リ

＊PP 資料（講師作成）

スクと対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキスト使

＊テキスト P42・P48

用）。

＊手指消毒や口腔ケアに関する物

〔慢性閉塞性肺疾患（COPD）・誤嚥性肺炎・不顕性肺炎〕

品

・呼吸器・口腔・嚥下の構造と機能を理解することにより呼吸器疾患などの症状が発症することの根拠を確認する。

＊症状に関する DVD 映像

肺炎が日本人の死因の第 3 位となっていることを確認する（高齢者への肺炎球菌ワクチン接種）。

●呼吸器系疾患がイメージできるよう

＊呼吸器系疾患以外の感染症についても講義する。特に高齢者においては、感染症予防のための基礎知識（ウイ

教材を活用して説明する（新型コロ

ルス性感染症と細菌性感染症の違いや感染経路等）を学ぶことで症状の重篤化を予防できることを確認する。

ナウイルスの事例）。

○以下の消化器系疾患の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、服用する薬、リ

＊国家試験問題（呼吸器系疾

スクと対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキスト使

患）

用）。

＊PP 資料（講師作成）

〔脂肪肝・肝炎・肝硬変・胃十二指腸潰瘍等〕

＊テキスト P67･P76

・消化器の構造と機能を理解することにより消化器系疾患などの症状が発症することの根拠を確認する。特に肝臓は

●下剤・下痢止めの薬の副作用につ

人体の「化学工場」と言われることから、肝臓疾患については重篤な症状につながることを確認する。

いて説明する（重篤化の予防）。

・高齢者に多くみられる便秘症状・下痢症状と消化器の構造と機能について確認する。

●消化器系疾患がイメージできるよう
教材を活用して説明する（事例）。

○以下の腎臓・泌尿器系疾患の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、服用する

＊国家試験問題（消化器系疾

薬、リスクと対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキ

患）

スト使用）。

＊PP 資料（講師作成）

〔尿路感染症・前立腺肥大症等〕

●尿失禁の種類について説明する。

・腎臓・泌尿器の構造と機能を理解することにより腎臓・泌尿器疾患などの症状が発症することの根拠を確認する。特

●尿失禁を予防する工夫について説明す

に尿失禁については介護現場での生活支援場面において重要であることを確認する。腎臓のはたらきと人工透析との

る。

関係についても確認する。排尿場面から得られる医学的な情報についても確認する。

●腎臓・泌尿器系疾患がイメージできるよう

○以下の代謝性疾患の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、生活におけるリスク

教材を活用して説明する（事例）。

と対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキスト使

＊国家試験問題（腎臓・泌尿器系疾

用）。

患）

〔脂質異常症・糖尿病・甲状腺疾患〕
・代謝性系疾患の前提として内分泌器官とホルモンについて講義する（症状が現れにくいため発見しにくい）。

＊PP 資料（講師作成）

・内分泌器官の構造と機能を理解することにより代謝性疾患の症状が発症することの根拠を確認する。脂質異常症に

＊テキスト P90

ついてはメタボリックシンドロームとの関連で確認する。特に糖尿病の合併症のリスクについては詳しく講義する。糖尿病に

＊血液検査結果表（ポイント箇

ついては、実際の介護現場での事例をあげて医療職との専門性の違いについて再確認する（合併症のリスクと QOL の

所）

関係）。

●代謝性疾患がイメージできるよう教

材を活用して説明する（事例）。
＊国家試験問題（代謝性疾患）

～疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ～令和 2 年９月１９日（土）
時間

テーマ（展開）・大項目

講義・解説のポイント（中項目）、演習等の展開内容（含むべき内容）

使用教材（＊）、指導上の
留意事項備考等（●）

09:20-09:30

オリエンテーション
●感覚器疾患（感覚器の構

09:30-10:45

造と機能）

講義

●加齢による身体機能の変化

11:00-12:30
講義

●精神疾患（脳・神経の構造
と機能）

本日の科目内容（研修目標・到達目標・時間数等）について講師より受講生へ説明する。

＊PP 資料（講師作成）

○以下の感覚器疾患の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、生活におけるリス

＊高齢者疑似体験セット

クと対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキスト使

＊皮膚疾患の写真

用）。

●感覚器疾患がイメージできるよう教

〔眼疾患（白内障・緑内障・糖尿病性網膜症・加齢黄斑変性症・網膜色素変性症）〕

材を活用して説明する（事例）。

・高齢者の場合転倒の要因となることを確認する。「移動動作の障害」が QOL の低下に直結することを確認する。

＊国家試験問題（感覚器疾患）

〔耳疾患（老人性難聴・中耳炎・メニエール病・良位発作性頭位めまい症）〕

＊PP 資料（講師作成）

・高齢者の場合老人性難聴が多いことを確認する。「コミュニケーション障害」が QOL の低下に直結することを確認す

＊テキスト P16（加齢による身体機

る。

能の変化）

〔皮膚疾患（白癬・疥癬・皮膚掻痒・帯状疱疹）〕

●マイナスイメージをプラスイメージに転換す

・特に高齢者に多く見られる皮膚トラブルについて確認する。皮膚掻痒によるストレスについて確認する（不眠の症

るよう働きかける（リフレーミングの視点）。

状）。

＊PP 資料（講師作成）

○加齢に伴って変化する高齢者の身体機能について理解する。

＊テキスト P126

・高齢者に起こりやすい「脱水」「低栄養」「便秘」について講義する。これまでの疾患・障害の基礎知識を踏まえて、高

＊座敷牢・私宅監置の新聞記事

齢者の生活を支援する上での留意点・観察ポイントを確認する。

●精神疾患がイメージできるよう教材
を活用して説明する（事例）。

○以下の精神疾患の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、生活におけるリスクと

●特に精神疾患特有の症状につい

対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキスト使

て詳しく説明する。

用）。

＊講師自身の ICＦ整理シート（生

〔統合失調症・気分障害（躁うつ病）・パニック障害・てんかん・PTSD・せん妄・アルコール依存症・睡眠障害・知的障

活機能障害）

害〕

＊国家試験問題（精神疾患）

・認知症・うつ病・せん妄の比較によりそれぞれの状態像を確認する。日常生活場面における介護福祉士の観察・記

＊PP 資料（講師作成）

録の情報が正確な診断へとつながる可能性があることを確認する。抗精神病薬等に関する基礎知識を学ぶことが利用

＊症状に関する DVD 映像

者（患者）の生活支援につながることを確認する（確実な服薬管理が求められる根拠となる）。

●各界で活躍する発達障害者の事

・症状や行動の特異性から我が国において偏見・差別へとつながった疾患である。そのことにより日常生活場面や就労

例を通して支援の必要性を説明す

12:30-13:30

場面において「参加制約」が生じやすいことを確認する。

る。

（昼食休憩）

○以下の発達障害の原因から予後までの系統学的な医学的思考プロセスとともに、生活におけるリスクと ●本会事務職員の事例を紹介する

●発達障害（脳・神経の構造
と機能）

対応、生活支援の留意点・観察ポイント、他職種と共有すべき情報等を理解する（以下テキスト使

（広汎性発達障害）。

用）。

＊国家試験問題（発達障害）

〔発達障害（自閉症スペクトラム・注意欠陥多動性障害・学習障害・アスペルガー症候群）〕
・医師により「広汎性発達障害」との診断がつけられている場合が多い。詳細な発達障害の病名まで診断できる児童
精神医学の専門医が少ないのが現状である。障害福祉サービスで働く介護福祉士において基礎的な知識となることを

確認する。利用者（患者）への行動観察・記録が医療職との重要な連携の根拠となることを確認する。
・診断の根拠となる DSM－5（精神障害の診断と統計マニュアル）、ICD-10（国際疾病分類）について紹介す
る。

～疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ～令和 2 年９月１９日（土）
時間

テーマ（展開）・大項目

講義・解説のポイント（中項目）、演習等の展開内容（含むべき内容）

使用教材、指導上の留意事
項備考等

13:30-14:30

●科目「疾患・障害等のある人

研修目標・認定介護福祉士として、生活支援の場面で必要となる医療的ケアや判断及び医療職等との連携の際の

への生活支援・連携Ⅰ」のまとめ

根拠となる医療に関する基礎的な知識を獲得させる。

（研修目標と到達目標の確認）

到達目標・生活支援場面で必要となる、解剖生理、病態生理、症候、疾病等の基礎的な内容を理解し、他者に説

＊配布資料「科目の内容」（P7）

明できる。・疾病・障害等について、その機序、主な症状、診断・治療、経過と予後等の生活支援に必要な基礎的な
内容を理解し、他者に説明できる。

＊事前課題１～３（ワークシート・

・今回の科目の講義を踏まえて、受講生自身が作成した事前課題１～３を再度確認する。

アセスメントシート）

14:40-16:20
講義

●修了評価修了後に事前課題１

●修了評価

講師より受講生へ修了評価（筆記試験）について説明する。

～３を提出してもらう。

（筆記試験）

筆記・記述試験を実施する（試験説明 5 分、試験時間 80 分、まとめ 25 分）。

●筆記試験にあたっての留意事項に

（25 問は五肢択一・25 問は記述式）

ついて説明する。
●再提出のさいの確認事項について

本日のまとめと次回の連絡事項

リハビリテーションに関する領域・科目「生活支援のための運動学」について講師より説明する。

説明する。

2．修了時の評価ポイント（評価内容・基準）

○修了評価は以下により行う。（①～④の全てを満たすこと）
①出席状況が修了要件を満たしていること。（全課程の出席。ただしやむを得ない事情による 30 分以内の遅刻、早退は認める。詳細は修了要件欄を参照。）②筆記試験を受けてい
ること（過去 10 年間の医学に関する介護福祉士国家試験問題及び認定介護福祉士養成研修ガイドライン（「疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ」で習得すべき知識）よ
り 50 問程度抽出する。）③事前課題をすべて提出していること。④事前課題・筆記試験の全ての評価を合わせて A～C であること。D 評価の場合は 1 度のみ再提出を認め、C 以上の
評価を得なければならない。
A：85-100 B：70-84 C：60-69 D：59 以下 （※D 評価の場合未修了となり、本科目の修了を要件とする科目は受講できない。）
＊医療に関する基礎的な理解を確認するため、解剖生理、病態生理、薬の知識、医学的リスク、疾患・障害に関する症状、生活支援における留意点・観察ポイントを中心に出題する。

