（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

リハビリテーションに関する領域
生活支援のための運動学

(1)提供する研修について
研修名
研修目標

リー ダ ー業 務に 従 事し 始め た 介護 福祉 士 を対 象と し たチ ーム リ ー
ダー研修
・介護福祉士として生活支援に必要な運動生理を理解し、支援するこ
とができる力を育成する
・筋・骨・関節など運動器系や脳・脊髄・末梢神経など神経系の解剖・
生理機能を理解し、支援に活用できる。

到達目標

・関節可動域や関節運動などヒトの基本的な動きについて理解し、支
援に活用できる。
・日常の諸動作の中で、身体各部の相互関係を理解し、支援に活用で
きる。
含むべき内容
○身体表面のランドマー
クの名称

研修プログラム
○通信研修により次の内容を学ぶ
本科目の到達目標等の理解を前提とし

○骨、関節、筋、中枢神経、 て、テキスト等を活用した自己学習と、自
末梢神経などの解剖・

己学習した内容をイーラーニングコンテ

生理

ンツで確認し、更に、その理解度をウェブ

○内部器官の運動時の生

上で行う試験で確認するという 形で行う

理
○身体運動の基本的知識

研修内容（研修プ
ログラム）

○各項目の学習の流れは次のとおり

（関節可動域、筋力、運

(1)第 1 段階

動の方向、動作）

・ 項 目 1（ 身 体 表 面 の ラ ン ド マ ー ク の 名

○運動の基本的な力学的

称）、項目 2（骨、関節、筋、中枢神経、末

考え方（モーメントな

梢神経などの解剖・生理）、項目 3（内部器

ど）

官の運動時の生理）の自己学習（設定時間

○摂食嚥下における解
剖・運動生理

250 分）。
・当該範囲のイーラーニングコンテンツ
を活用した通信学習（50 分）。
・筆記試験（34 問）。
(2)第 2 段階
・項目 4（身体運動の基本的知識（関節可
動域、筋力、運動の方向、動作））、項目 5
（運動の基本的な力学的考え方（モーメン
トなど））の自己学習（設定時間 100 分）。
・当該範囲のイーラーニングコンテンツ
を活用した通信学習（20 分）。
・筆記試験（15 問）。
(3)第 3 段階
・項目 6（摂食嚥下における解剖・運動生
理）の自己学習（設定時間 25 分）。

・当該範囲のイーラーニングコンテンツ
を活用した通信学習（5 分）。
・筆記試験（5 問）。
以上（自己学習 375 分。イーラーニングコ
ンテンツを活用した通信学習 75 分。計 450
分。筆記試験問題

計 54 問。）

（指定テキスト ）
・栢森良二著「学生のためのリハビリテー
ション医学概論第 2 版」医歯薬出版株式会
社、2015.1

研修方法

□通学課程（集合研修）
■通信課程（通信研修）

イーラーニングコンテンツ及び推奨テキスト、web サイトを活用し
た自己学習で実施する。
研修時間

１０時間
○修了評価として行う 修了試験（54 問）において、A～C 評価（ 100 点

修了要件

換算で 60％以上）であること。D 評価（59％以下）の場合は、再試験
を行い、A～C 評価とならなければならない。なお、再試験は複数回の
受験を可能とする。
自己学習による 研修とするため講師は配置しない。
ただし、イーラーニングコンテンツ上で講師を務める者にあっては、
次の要件に該当する者とする

講師要件（講師の
選定基準）

・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
あること
・修士課程を修了していることが望ましい
・日常業務で介護福祉士と共に働いた経験のあるリハビリテーション
専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等）、または、リハビリ
テーション科専門医（大学講師以上）が望ましい

(2)受講者について
以下の条件をすべて満たす者。
①介護福祉士（介護福祉士ファーストステップ研修を修了した人（又
は同等の研修履歴がある人）であることが望ましい）
②介護職の小チーム（ユニット等、 5～10 名の介護職によるサービス
受講対象

提供チーム）のリーダー（ユニットリーダー等）や、初任者等の指導

（受講要件）

係に就いている人（リーダーとしての実務経験を概ね 1～3 年程度有
することが望ましい）、サービス提供責任者、サービス管理責任者
③介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症グループ ホーム、訪
問（居宅）介護事業所、障害者支援施設 （旧身体障害者療護施設 ）等
の従事者。

修了評価（習得度、
研修成果）

修了試験（54 問）により行い、100 点換算で、100 点～80 点を A 評価、
79 点～70 点を B 評価、69 点～60 点を C 評価、59 点以下を D 評価とす
る。A～C 評価（100 点満点中 60 点以上）で修了とする。

(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）

２０名
自己学習による 研修とするため開催場所は定めない。

（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 平成３０年１２月～平成３１年２月
実施日

②
③
① 自己学習による研修とするため会場は設定しない

開催場所（会場）

②
③

(2)講師
自己学習による 研修とするため講師は配置しない。
ただし、イーラーニングコンテンツ上では、次の者に講師を
お願いすることとする
川手信行氏
昭和大学医学部リハビリテーション医学講座

教授・医学博

士
日 本リ ハ ビ リテ ー シ ョ ン 医 学会 指 導 医 /専 門 医、 義 肢装 具適
合判定医、健康スポーツ医、心臓リハビリテーション指導士
平成 23 年～24 年「認定介護福祉士（仮称）の在り方に関す
担当、氏名及び略歴

る調査研究事業」作業部会委員（領域幹事）
平成 29 年度「介護福祉士の資格取得後のキャリアアップ及
び専門性の高度化に関する調査研究事業」医療・リハ部会委
員
中村大介氏
昭和大学保健医療学部 教授、博士（工学）、理学療法士
専門分野

リハビリテーション科学、建築計画

日本理学療法士協会・日本建築学会所属
平成 29 年度「介護福祉士の資格取得後のキャリアアップ及
び専門性の高度化に関する調査研究事業」医療・リハ部会委
員
(3)実施体制
研修の企画運営の組織
（担当部局・人員）
研修の企画運営に関する諸
規程

生涯研修制度委員会
定款

研修管理責任者職名

生涯研修制度委員会委員長

研修管理責任者氏名

藤野裕子

機構問合先部署

公益社団法人日本介護福祉士会事務局

機構問合先担当者氏名

松下能万

機構問合先電話番号/FAX

03-3507-0784/03-3507-8810

機構問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ

webmaster@jaccw.or.jp

受講問合先部署

公益社団法人日本介護福祉士会事務局

受講問合先担当者氏名

松下能万

受講問合先電話番号/FAX

03-3507-0784/03-3507-8810

受講問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ

webmaster@jaccw.or.jp

(4)研修履歴の管理体制
受講者への単位付与部門

公益社団法人日本介護福祉士会事務局
○紙媒体及びデータによる台帳管理
○外付けディスクにバックアップデータを保管する。

受講履歴の管理方法

○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、法律を遵守する。

受講履歴の証明

全課程を修了した者には、日本介護福祉士会会長名による修
了証書を発行する。

管理責任者氏名

石本淳也

管理担当者氏名

松下能万

