
 
 

（様式第１号） 
令和２年４月７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︓ リハビリテーションに関する領域         
科 目 名︓ 生活支援のための運動学           
単 位 数︓    2 単位            
認証申請する研修の名称︓  生活支援のための運動学  
 
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︓  ０９８－８８７－３３４４      
FAX︓   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６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  

申請責任者氏名  

理事 

福井 彰雄 

団体住所 

 

同 Tel・Fax 

メールアドレス 

〒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           

申請対象の領域  領域名：リハビリテーションに関する領域  

科目名（単位数） 科目名：生活支援のための運動学 （ ２単位） 

申請する研修名  

生活支援のための運動学  

 

 

研修認証実績  

年 認証番号（    ） 

年 認証番号（    ） 

年 認証番号（    ） 

その他特記事項   
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（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 リハビリテーションに関する領域 

科目名 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 生活支援のための運動学  

研修目標 

 
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。 

到達目標 

・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。 
・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 研修プログラム 

研修内容（研修プログ

ラム） 

 
〇身体表面のランドマークの名
称 

〇骨、関節、筋、中枢神経など
の解剖・生理 

〇内部器官の運動時の生理  
〇身体運動の基本的知識（関
節可動域、筋力、運動の方
向、動作） 

〇運動の基本的な力学的考え
方（モーメントなど） 

〇摂食嚥下における解剖・運動
生理 

 

 
別紙「講義授業案」参照  
 
 
 
 
 
 
 
 

研修方法 
■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。 

○修了試験は講義当日に実施する。評価は担当講師が行う。 

研修時間 
 
１０時間（集合研修１０時間） 

修了要件 

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、研修当日演習（個人ワ
ーク）にて実施する。 

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者 

・修士課程を修了している者（琉球大学大学院医学研究科専攻） 

・日常業務で介護福祉士と共に働いた経験があるリハビリテーション専門職  

(2)受講者について 

受講対象 

（受講要件） 

(1) 介護福祉士資格を有するものであること。 
(2) 次のア又はイを満たすこと。 
ア 介護福祉士基本研修を修了していること。 
イ 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。（①～⑤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修了試験を受けていること 
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（「立ち上がり動作」以外の基本動作の動作分析を行う。） 

③事前課題をすべて提出していること。 

④事前課題の評価が 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。 

事前課題におけるＤの評価基準は以下の通りとする。 

・文字数不足（1,000 文字指定の場合おおむね 800 文字以上で提出すること） 

・課題内容に沿っていない（単なる感想文であったり決意表明の文章ではないこと等）  

・書かれている内容が著しく薄い（医療職等多職種の専門職が読んだときに書かれている

内容が理解できない等） 

Ａ～Ｃの評価基準は以下の通りとする。 

上記のＤの評価基準を超えていることを前提として、 

Ａの評価基準・・・書かれている内容が自職場以外の介護職員及び他職種に伝わるもの

となっている。 

Ｂの評価基準・・・書かれている内容が自職場の介護職員以外の他職種に伝わるものと

なっている。 

Ｃの評価基準・・・書かれている内容が自職場の介護職員に伝わるものとなっている。  

⑤修了試験の評価が 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。 

（※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。） 

修了試験におけるＤの評価基準は以下の通りとする。 

・文字数不足（1,000 文字指定の場合おおむね 800 文字以上であること） 

・課題内容に沿っていない（課題内容と関係のない内容が書かれている等） 

・書かれている内容が著しく薄い（研修内容の目的・目標と関係のない内容が書かれてい

る等） 

Ａ～Ｃの評価基準は以下の通りとする。 

上記のＤの評価基準を超えていることを前提として、 

Ａの評価基準・・・書かれている内容が自職場以外の介護職員及び他職種に伝わるもの

となっている。 

Ｂの評価基準・・・書かれている内容が自職場の介護職員以外の他職種に伝わるものと

なっている。 

Ｃの評価基準・・・書かれている内容が自職場の介護職員に伝わるものとなっている。  

(3)研修の環境条件 

定員（講師の配置基

準） 
３０名 （講師 1 名） 

開催 場所（都道 府

県） 
沖縄県総合福祉センター 
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（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 

実施日 

① 令和３年２月１３日（土） 

②  

③  

④  

⑤  

開催場所（会場） ① 沖縄県総合福祉センター 

②  

③  

④  

⑤  

(2)講師 

担当、氏名及び略歴  

生活支援のための運動学  

保有資格：理学療法士、 

 久高 将臣（くだか まさとみ） 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  FAX 098-887-3391 

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  FAX 098-887-3391 

受講問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ okikaigo@gmail.com 

(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 
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受講履歴の管理方法  

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。 

受講履歴の証明 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） 
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2021.2.13 認定介護福祉士Ⅰ類研修（沖縄県介護福祉士会） 

領域名：「リハビリテーションに関する領域」  科目名：生活支援のための運動学 

教育目的 

・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。 

到達目標 
・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。 
・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。 

 

含むべき教育内容 
１．身体表面のランドマークの名称 

1-1)基本肢位と基本面、運動の面と軸  ①姿勢、基本肢位②運動面と軸③関節運動方向 
1-2)身体表面のランドマーク  ①上肢・肩甲帯②体幹・脊柱③下肢・骨盤帯 

２．骨、関節、筋、中枢神経などの解剖・生理 
2-1)骨の構造と機能  ①骨の構造②骨の機能 

  2-2)関節の構造と機能  ①関節の構造②関節の機能 
  2-3)筋肉の構造と機能  ①筋肉の種類②骨格筋の収縮③筋収縮のメカニズム④筋収縮の種類 
  2-4)中枢神経と末梢神経  ①中枢神経系の構成②末梢神経系の構成 
３．内部器官の運動時の生理（代謝） 
  3-1)運動と呼吸  ①呼吸とは②呼吸器系の機能③運動時の換気④運動と血液ガス 
  3-2)運動と循環器系の機能  ①心臓の機能②運動時の循環③運動時の血圧 
  3-3)運動と体温調節  ①体温調整②運動と体温 
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＝力のモーメント） 
  4-1)関節運動と回転力（トルク）  ①関節運動と回転力（トルク）②身体運動時の力のつり合い 
  4-2)身体運動と「テコ」  ①テコの種類②テコと身体運動 
  4-3)運動の方向と関節可動域  ①身体関節の運動方向②身体運動の関節可動域 
  4-4)身体運動時に活動する筋  ①上肢の活動する筋②下肢の活動する筋 
５．運動の基本的な力学的考え方 
５-1)基本動作の理解  ①基本動作の種類②身体の運動と重心線③重心と支持基底面④関節周りのモーメント 
５-２)基本動作の分析  ①動作分析の基本②支持基底面の変化③バランス能力④動作の相 

６．摂食嚥下における解剖・運動生理 
６-1)咀嚼運動  ①顎関節の構造と運動②咀嚼運動に関わる筋 
６-２)嚥下運動  ①口腔の構造②咽頭及び喉頭の構造③嚥下にかかわる筋と運動 
６-３)嚥下のメカニズム  ①口腔期②咽頭期③食道期 
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【事前課題】 

事前課題１ 呼吸及び心臓のはたらきについて文献等で調べ８００文字程度でまとめる。そのさい自職場の後輩等に説明することを想定してまとめる（文献等の文章をそのまま引用しないこと）。 

事前課題２ 運動と体温調節との関係について文献等で調べ８００文字程度でまとめる。そのさい自職場の後輩等に説明することを想定してまとめる（文献等の文章をそのまま引用しないこと）。 

事前課題３ 科目「疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ」で学んだ内容を踏まえ、再度中枢神経・末梢神経のはたらきについて学習する（レポートの提出は不要）。 

事前課題４ 科目「疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ」で学んだ内容を踏まえ、再度骨・関節・筋肉のしくみとはたらきについて学習する（レポートの提出は不要）。 

事前課題５ 科目「疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ」で学んだ内容を踏まえ、再度摂食嚥下のしくみとはたらきについて学習する（レポートの提出は不要）。 

 

＜テキスト等教材＞ 

学生のためのリハビリテーション医学概論第3版（医歯薬出版）定価3,000円（税込３,３00円） 

＜参考文献等教材＞ 

基礎運動学第６版（医歯薬出版）定価6,８00円（税込７,480円） 

井口恭一著「イラストわかりやすい移動のしかた第4版」（三輪書店）定価2,800円（税込3,080円） 
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～生活支援のための運動学～ 令和３年2月1３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）○目標●演習・展開内容 
使用教材（＊）、指導上の

留意事項備考等（●） 

09:20-09:30 

 

09:30-10:15 

実技 

講義 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15-11:00 

講義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリエンテーション 

 

 

３．内部器官の運動時の生理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．骨、関節、筋、中枢神経

などの解剖・生理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）について講師より

受講生へ説明する。 

○事前課題 1・2 を踏まえ、実際の演習（実技）を通して運動時における呼吸・心臓・体温のはたらきを

理解する。＜3-1) 3-2) 3-3)対応＞ 

・安静時の呼吸・脈拍・体温を測定する（ペアワーク）。 

●演習・安静時の受講生の健康状態を確認する。 

●演習・研修会場の周辺を5分間歩行する（若干大股でなおかつ早めに歩く）。 

●演習・運動後の呼吸・脈拍・体温を測定する。 

●演習・運動後の受講生の健康状態を確認する。 

・講師より運動とエネルギー代謝について説明する（METS）。 

⇒事前課題1・2でまとめたレポートを振り返り、運動後に測定値が上昇する根拠を理解する。 
 

○事前課題3・4・5での学習を踏まえ、骨、関節、筋、中枢神経などの解剖・生理を理解する。 

＜2-1)2)3)4)対応＞ 

「３．内部器官の運動時の生理」で実施した演習（ペアワーク）を振り返り、骨・関節・筋・中枢神経・末梢

神経が正常にはたらくことで正常な歩行運動が可能となることを確認する。 

・講師より骨・関節・筋・中枢神経・末梢神経と運動生理とのつながりについて以下説明する。 

骨（骨格筋につく骨）と運動とのつながり＜2-1)①②対応＞ 

①骨の構造（骨膜・骨質・骨髄・関節軟骨） 

②骨の機能（支持・保護・運動・貯蔵） 

筋（骨格筋）と運動とのつながり＜2-3)①②③④対応＞ 

①筋肉の種類（平滑筋・骨格筋・心筋） 

②骨格筋の収縮（随意筋） 

③筋収縮のメカニズム（ATP下におけるミオシンとアクチンの相互作用） 

④筋収縮の種類（等尺性収縮と等張性収縮の違い、随意運動と不随意運動の違い） 

関節（骨格筋）と運動とのつながり＜2-2)①②対応＞ 

①関節の構造（関節軟骨・関節包・滑膜・滑液・関節円板・関節半月） 

②関節の機能（1軸性関節・2軸性関節・多軸関節） 

中枢神経（脳・脊髄）と運動とのつながり＜2-4)①対応＞ 

●事前にホワイトボードに教育目的と

到達目標を書いておく。 

＊事前課題1・2 

＊体温計・パルスオキシメーター・

血圧計・腕時計等の準備 

＊ワークシート① 

●脈拍は橈骨動脈以外でも測定でき

ることを伝える（総頸動脈等）。 

＊講師PP資料 

●内部器官と運動生理の関係を分か

りやすく講義する。 

 

 

 

＊講師PP資料 

●骨・関節・筋・中枢神経・末梢神経と

運動生理の関係を分かりやすく講義す

る。 

＊大腿骨の骨標本 

●骨の構造を視覚で確認する。 

 

＊大腿四頭筋の筋肉標本 

●筋肉の構造を視覚で確認する。 

 

 

＊大腿骨・脛骨の骨標本 

●関節の構造を視覚で確認する。 

＊上腿骨と前腕骨の骨標本 

●関節の機能を視覚で確認する。 
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11:00-12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30-13:30 

（昼食休憩） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．身体表面のランドマーク

（位置）の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①中枢神経系の構成（錐体路・錐体外路） 

・講師より姿勢反射と立ち直り反射、姿勢保持と平衡運動反射について説明する（実技にて体感する）。 

末梢神経（中枢神経から出る神経）と運動とのつながり＜2-4)②対応＞ 

②末梢神経系の構成（体性神経【運動神経・感覚神経】・自律神経【交感神経・副交感神経】） 

・講師より脳神経（12対）・脊髄神経（31対）について説明する。 

⇒科目「疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ」で学んだ筋骨格系疾患及び神経系疾患の内容を

踏まえ、それぞれの骨・関節・筋・中枢神経・末梢神経のしくみとはたらきを理解する。 

 

○運動学を学習するうえで必要な基本用語及び基礎的知識を理解する。＜1-1)2)対応＞ 

・講師より身体表面のランドマーク（位置）の名称と運動学とのつながりについて説明する。 

基本肢位と基本面、運動の面と軸＜1-1)①②③対応＞  

①姿勢（かまえと体位）＜1-1)①対応＞ 

・＜2-4)①対応＞①中枢神経系の構成（錐体路・錐体外路）で学んだ「姿勢反射と立ち直り反射」「姿

勢保持と平衡運動反射」を踏まえ、講師より「姿勢（定義）」について説明する。 

基本肢位（基本的立位肢位・解剖学的立位肢位）＜1-1)①対応＞ 

●演習（ペアワーク）・それぞれの基本肢位を体験する（前腕の中間位と前腕の回外位）。 

⇒基本肢位が二つあることの理由を理解する。 

・講師より基本肢位と身体運動とのつながりについて説明する（身体運動における開始肢位）。 

②運動面と運動軸＜1-1)②対応＞ 

・講師より三つの基本面を説明する（矢状面・前額面・水平面＝重心点を通る相互に直角な三つの面）。 

⇒基本面が三つあることの理由を理解する。 

・講師より三つの運動軸を説明する（垂直軸・矢状-水平軸・前額-水平軸） 

●演習（ペアワーク）・基本肢位＋基本面＋運動軸の知識を踏まえ、実際に関節運動における ROM

（関節可動域）測定を体験する（肩・肘・膝の関節運動）。合わせて肩・肘・膝の関節運動にともなう主

要な筋肉の触診を体験する。 

③関節運動方向＜1-1)③対応＞ 

・講師より関節の分類（1軸性・2軸性・多軸）について説明する。 

⇒②の関節運動おける ROM（関節可動域）測定の体験を通して関節可動域の違いを理解する。筋肉の

触診の体験を通して筋肉の収縮と弛緩の関係を理解する。 

⇒関節可動域及び徒手筋力検査の正確な測定には、身体表面のランドマーク（位置）の存在が重要であ

ることを理解する。 

●演習（ペアワーク）・身体表面から触診できる主要な骨・筋肉の部位を確認する。 

●中枢神経と姿勢との関係を分かりや

すく講義する（転倒のリスク等）。 

 

●末梢神経と運動との関係を分かりや

すく講義する（顔面神経麻痺等）。 

 

 

 

●介護福祉士が運動学を学ぶ根拠が

イメージできるよう工夫する。 

＊講師PP資料 

●基本動作における姿勢がイメージで

きるよう工夫する（臥位・床座位・四つ

ばい位・片膝立ち位・立位）。 

＊前腕骨の骨標本 

●前腕の回内・回外のイメージができ

るよう工夫する。 

●運動面と運動軸がイメージができる

よう工夫する（MRI・CT画像等）。 

●次のランドマークとのつながりを意識

してもらうよう工夫する。 

＊ゴニオメーター（角度計） 

●ROM制限・筋力低下がADL動作

の活動制限につながることをイメージで

きるよう工夫する。 

＊ワークシート② 

●予めワークシート②に触診出来る部

位を記載しておく。 

＊講師PP資料 

●ボデイメカニクスとのつながりがイメー

ジできるよう工夫する。 
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13:30-15:00 

講義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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＝力のモーメント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．運動の基本的な力学的考

え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運動学の基本用語及び基礎知識を踏まえ、身体運動において必須となる基本的知識を理解する。 

＜4-1)2)3)4)対応＞ 

・講師より力学と身体運動とのつながりについて説明する（身体運動に関与する力）。 

・講師より「身体運動」と「関節運動」との違いについて説明する（身体運動は関節運動の総体）。 

関節運動と回転力（トルク）＜4-1)対応＞ 

①関節運動と回転力（トルク）＜4-1)①対応＞ 

・講師より関節運動（運動軸の角運動）と力のモーメントとつながりについて説明する。 

②身体運動時の力のつり合い（大きさと方向のベクトル） 

・講師より身体運動と力のつりあいとの関係について説明する（ニュートンの運動の法則）。 

身体運動と「テコ」＜4-2)対応＞ 

①テコの種類（第1・2･3）＜4-2)①対応＞ 

・講師よりテコの種類について実際の関節をあげて説明する。 

②テコと身体運動＜4-2)②対応＞ 

・講師より人体に多くみられる第3のテコを応用して実際の関節運動を説明する。 

●演習（個人ワーク）・第3のテコを応用して実際の関節運動を調べる。 

 

○身体運動において必須となる基本的知識を踏まえ、介護現場の支援に活用できる基本動作及び日常

生活動作を理解する。＜5-1)2)対応＞ 

基本動作の理解＜5-1)対応＞ 

①基本動作の種類＜5-1)①対応＞ 

・講師より基本動作の種類について説明する（臥位・床座位・四つばい位・片膝立ち位・立位）。 

●演習（ペアワーク）・上記の基本動作を体験する（ワークシート記入）。 

②身体の運動と重心線＜5-1)②対応＞ 

・講師より運動と重心線との関係について説明する（人体の重心・立位姿勢における重心線）。 

③重心と支持基底面＜5-1)③対応＞ 

・講師より重心と支持基底面との関係について説明する（重心の高さ・支持基底面の広さ）。 

④関節周りのモーメント（４．身体運動の基本的知識で説明済み） 

基本動作の分析＜5-2)対応＞ 

①動作分析の基本＜5-2)①対応＞ 

・講師より動作分析の基本について説明する（椅子からの立ち上がり動作）。 

●演習（ペアワーク）・基本動作の動作分析を行う（ワークシート記入）。 

⇒上記以外の基本動作を修了試験のレポートとして出題することを受講生に告知する。 

 

＊講師PP資料 

●具体的な関節運動をあげてイメージ

できるよう工夫する（髪をとかす・グラス

の水を飲む等）。 

●具体的な身体運動をあげてイメージ

できるよう工夫する（椅子からのたちあ

がり動作等）。 

＊ワークシート③ 

●身体運動をイメージしながら運動学

の基礎知識を分かりやすく講義する 

 

 

 

 

 

 

 

●ガイドラインに示されていない「歩行」

については実施しない。 

＊ワークシート④ 

●重心線とのずれが大きいほど転倒の

リスクが高くなることを伝える。 

●重心の高さと支持基底面の広さによ

り立位姿勢での安定性に影響があるこ

とを伝える。 

 

 

＊ワークシート⑤ 

●介護現場で活用できる動作分析シ

ートを準備する。 

＊修了課題レポート 
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16:30-17:15 

 

 

 

 

17:15-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00-18:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修了試験（45分） 

 

 

 

 

６．摂食嚥下における解剖・

運動生理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のまとめ 

次回の連絡事項 

②支持基底面の変化＜5-2)②対応＞ 

①基本動作の動作分析を踏まえ、支持基底面の変化と重心との関係について確認する。 

●演習（ペアワーク）・支持基底面の変化と重心との関係を体験する（ワークシート記入）。 

③バランス能力＜5-2)③対応＞ 

＜2-4)①対応＞①中枢神経系の構成（錐体路・錐体外路）において学んだ、「姿勢反射と立ち直り反

射」「姿勢保持と平衡運動反射」を振り返る。 

●演習（ペアワーク）・正常な解剖・生理を有することを前提として動作分析する（ワークシート）。 

④動作の相＜5-2)④対応＞ 

・講師より①動作分析の基本の中で合わせて説明する。 

●演習（個人ワーク）・「立ち上がり動作」以外の基本動作の動作分析を行う。 

（修了試験のねらい）本日学んだ内容を踏まえ、自職場における生活支援の活用に必要となる運動学的

分析思考を身につける。 

 

○食事動作における摂食嚥下の解剖・運動生理を理解する。＜6-1)2)3)対応＞ 

咀嚼運動（口腔期）＜6-1)対応＞ 

①顎関節の構造と運動＜6-1)①対応＞ 

②咀嚼運動に関わる筋＜6-1)②対応＞ 

・講師PP資料及び骨標本・筋肉標本にて説明する。 

嚥下運動（咽頭期）＜6-2)①②③対応＞ 

①口腔の構造（歯と舌の動き） 

②咽頭及び喉頭の構造（食道と気道の交差） 

③嚥下にかかわる筋と運動（嚥下反射） 

・講師PP資料及びビデオ教材にて説明する。 

嚥下のメカニズム＜6-3)①②③対応＞ 

①口腔期②咽頭期③食道期 

・講師PP資料及びビデオ教材にて説明する 

・講師より実際の嚥下障害のある利用者をビデオ教材及び ICF整理シートで説明する。 

⇒摂食嚥下の解剖・運動生理を学ぶことで、自職場における食事介護場面を再度振り返る機会とする

（ICF整理シートにおける「心身機能・身体構造」⇔「活動」）。 

 

本日の科目「生活支援のための運動学」の教育目的・到達目標を再度受講生とともに確認する。 

次回は、科目「生活支援のためのリハビリテーションの知識」となることを告知する。 

 

＊ワークシート⑤ 

 

 

 

＊ワークシート⑤ 

●「動作の相」は専門的な領域と

なるため簡単な説明にとどめる。 

＊ワークシート⑤ 

●次の科目 3-1)日常生活動作（基

本動作）の運動学的分析につなげ

る。 

 

 

＊講師PP資料 

＊摂食・嚥下に関係する骨標本・

筋肉標本 

●摂食嚥下に関与する骨・筋肉・

神経は複雑なのでわかりやすくイメ

ージする。 

＊嚥下運動のビデオ教材 

 

 

 

 

 

 

＊ICF整理シート（講師作成） 

 

●事前にホワイトボードに教育目的と

到達目標を書いておく。 
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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。（①～⑤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修了試験を受けていること 
（「立ち上がり動作」以外の基本動作の動作分析を行う。） 

③事前課題をすべて提出していること。 
④事前課題の評価が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。 

事前課題におけるＤの評価基準は以下の通りとする。 

・文字数不足（1,000文字指定の場合おおむね800文字以上で提出すること） 

・課題内容に沿っていない（単なる感想文であったり決意表明の文章ではないこと等） 

・書かれている内容が著しく薄い（医療職等多職種の専門職が読んだときに書かれている内容が理解できない等） 

Ａ～Ｃの評価基準は以下の通りとする。 

上記のＤの評価基準を超えていることを前提として、 

Ａの評価基準・・・書かれている内容が自職場以外の介護職員及び他職種に伝わるものとなっている。 

Ｂの評価基準・・・書かれている内容が自職場の介護職員以外の他職種に伝わるものとなっている。 

Ｃの評価基準・・・書かれている内容が自職場の介護職員に伝わるものとなっている。 
⑤修了試験の評価が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。 

（※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。） 

修了試験におけるＤの評価基準は以下の通りとする。 

・文字数不足（1,000文字指定の場合おおむね800文字以上であること） 

・課題内容に沿っていない（課題内容と関係のない内容が書かれている等） 

・書かれている内容が著しく薄い（研修内容の目的・目標と関係のない内容が書かれている等） 

Ａ～Ｃの評価基準は以下の通りとする。 

上記のＤの評価基準を超えていることを前提として、 

Ａの評価基準・・・書かれている内容が自職場以外の介護職員及び他職種に伝わるものとなっている。 

Ｂの評価基準・・・書かれている内容が自職場の介護職員以外の他職種に伝わるものとなっている。 

Ｃの評価基準・・・書かれている内容が自職場の介護職員に伝わるものとなっている。 
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