（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︓ 生活支援のためのリハビリテーションの知識
単 位 数︓

2 単位

認証申請する研修の名称︓

生活支援のためのリハビリテーションの知識

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４月７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：リハビリテーションに関する領域
科目名：生活支援のためのリハビリテーションの知識 （ ２単位）
生活支援のためのリハビリテーションの知識

申請する研修名

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
科目名

リハビリテーションに関する領域
生活支援のためのリハビリテーションの知識

(1)提供する研修について
研修名

生活支援のためのリハビリテーションの知識

教育目的

リハビリテーションの理 念 や知 識 を活 用 し、リハ職 種 と連 携 しつつ生 活 を支 援 することができ
る力を育成する。

到達目標

・リハビリテーションの理念と ICF（国際生活機能分類）の考え方を理解し、生活リハの視
点を持つことができる。
・関 節・骨 格 筋 ・神 経 などの構 造 に関 する知 識 を活 用 して運 動 学 的 に分 析 ・評 価 する視
点を持つことができる。
・病的な状態であっても、可能な動作を考え、支援することができる。
・心理 的な知 識・技術 （人 間 関 係論・コミュニケーション手 法 等）を活用 し、利用 者 の意
欲を引き出す視点を持つことができる。
・リハ職種と連携・協働を行うために必要な視点や知識を習得し、連携・協働ができる。
含むべき内容

研 修 内 容 （研 修 プログ
ラム）

研修方法

研修プログラム

〇リハビリテーションの理念
〇心身の評価とアプローチ
〇各 日 常 生 活 動 作 における各
関 節・筋 の運 動、および上
肢・体幹・下肢の相互関係
〇運 動 学 的 視 点 を生 活 支 援 に
活かす考え方
〇生 活 支 援 の 中 で活 かす リハ ビ
リテーションの視点
〇心 理 的 な理 解 を生 活 支 援 に
活かす考え方
○リハ職 種との連 携・協 働を行 う
ために必要な視点と知識

別紙「講義授業案」参照

■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

修了要件

講師 要件（講師の選
定基準）

２０時間（集合研修１６時間、課題学習４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 演 習 （個 人ワ
ーク・グループワーク・発表）にて実施する（レポートによる評価）。
・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。
(3) 生活支援のための運動学を修了していること。
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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
研修当日演習（個人ワーク・グループワーク・発表）にて実施する（レポートによる評価）
【「７．リハ職種との連携・協働を行うために必要な視点と知識 」について討論する。】
●演 習 （個 人 ワーク）自 職 場 でリハ職 種 との連 携 ・協 働 を行 うにあたって困 難 と感 じてい
る場面をあげてもらう。
●演習（グループワーク）個人ワークでまとめた内容をグループ内で共有する。
●演 習（発 表 ）当 該 研 修を振 り返り、自 職 場においてリハ職 と連 携・協 働する上での留
意点 10 か条をまとめる。
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、
修了評価（習得度、

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

研修成果）

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、発 表 内 容 が課
題内容に沿っていない等）
・書かれている内容 及 び発表 内 容が著しく薄い（研 修内 容の目的・目標と関 係ない内容
が書かれている、発表内容が研修内容の目的・目標と関係ない内容となっている等）
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 及 び発 表 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 及 び発表 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 及 び発 表 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）
開催場所（都道府
県）

３０名 （講師 1 名）ファシリテーター1 名配置
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３月１３日（土）

②

令和３年４月１０日（土）

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
生活支援のためのリハビリテーションの知識
担当、氏名及び略歴

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

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
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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
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2021.3.13-4.10 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：生活支援のためのリハビリテーションの知識

教育目的
・リハビリテーションの理念や知識を活用し、リハ職種と連携しつつ生活を支援することができる力を育成する。
到達目標
・リハビリテーションの理念と ICF（国際生活機能分類）の考え方を理解し、生活リハの視点を持つことができる。
・関節・骨格筋・神経などの構造に関する知識を活用して運動学的に分析・評価する視点を持つことができる。
・病的な状態であっても、可能な動作を考え、支援することができる。
・心理的な知識・技術（人間関係論・コミュニケーション手法等）を活用し、利用者の意欲を引き出す視点を持つことができる。
・リハ職種と連携・協働を行うために必要な視点や知識を習得し、連携・協働ができる。

含むべき教育内容
１．リハビリテーションの理念
1-1)リハビリテーションの歴史と定義 ①言葉の由来②歴史③定義
1-2)障害の分類 ①障害とは②ICIDH③ICF④国際障害者年⑤ノーマライゼーション
1-3)リハビリテーションの分野 ①教育的リハ②社会的リハ③医学的リハ④職業的リハ
1-4)リハビリテーション専門職の理解 ①リハ専門医②リハ専門看護師③理学療法士④作業療法士⑤言語聴覚士⑥臨床心理士（公認心理士）⑦義肢装具士⑧ソーシャルワーカー
1-5)リハビリテーション関連法規 ①社会福祉法②身体障害者福祉法③障害者総合支援法④介護保険法⑤地域包括ケアシステム
２．心身の評価とアプローチ
2-1)意識 ①JCS②GCS
2-2)運動障害 ①麻痺（SIAS Brunnstrom stage）②筋力（MMT）③関節可動域(ROM)④筋トーヌス（MAS）
2-3)感覚障害 ①感覚（各種感覚評価）
2-4)高次脳機能障害 ①言語②失行③失認④注意障害⑤記憶障害
2-5)心理障害 ①心理評価
2-6)日常生活動作 ①BI②FIM③APDL
３．各日常生活動作（基本動作）における各関節・筋の運動、および上肢・体幹・下肢の相互関係
3-1)日常生活動作（基本動作）の運動学的分析 ①寝返り動作の分析②起き上がり動作の分析③立ち上がり動作分析④移乗動作の分析
４．運動学的視点を生活支援に活かす考え方
4-1)運動学的視点（ボデイメカニクス）からの生活支援 ①基本的動作（寝返り 起き上がり 歩行）、姿勢（座位 起立 立位）と生活支援
５．生活支援の中で活かすリハビリテーションの視点
５-1)運動学的視点（ボデイメカニクス）からのリハビリテーション ①基本的動作（寝返り 起き上がり 歩行）、姿勢（座位 起立 立位）とリハビリテーション
５-2)自立に向けた支援と介護予防（重度化予防・生活動作の維持） ①介助方法の選択②補装具の使用③福祉用具の使用
６．心理的な理解を生活支援に活かす考え方
６-1)精神的な支援 ①人間関係論②人間発達論③社会的発達論④傾聴⑤アサーション
７．リハ職種との連携・協働を行うために必要な視点と知識
７-1)連携、協働 ①コミュニケーション技術②多職種連携③コーチング、テイーチング
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【事前課題】
事前課題１ テキスト「第１章リハビリテーションの概念・理念・定義」「第２章健康と障害の概念と分類」「第６章リハビリテーションの諸段階」を読み、自職場での実践を踏まえ生活リハ（生活リハビリテーション）の視点について１
０００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（テキストその他文献等の文章をそのまま引用しないこと）。（1 時間）
事前課題２ テキスト「第３章障害の心理的・社会的視点」を読み、障害の心理的・社会的視点（コミュニケーション技術等）を踏まえ自職場での利用者（患者）の意欲を引き出したと思われる介護実践について１０００文
字程度でまとめる。そのさい利用者（患者）に関する ICF 整理シートも合わせて作成する（２時間）。
事前課題３ テキスト「第５リハビリテーション過程」を読み、リハ職が実施する評価及びアプローチについて指定のワークシートにまとめる（1 時間）。
＜テキスト等教材＞
医学生・コメデイカルのための手引書 「リハビリテーション概論改訂第 3 版」（永井書店）定価 3,000 円（税込３,３00 円）
＜引用・参考文献＞＊必ずしも購入する必要はないが、受講生が当該科目の研修内容に興味・関心を持ち生活支援の専門職として書籍等を購入していくよう動機づけていく。
【大項目１．リハビリテーションの理念】
砂原茂一著「リハビリテーション」（岩波新書）定価 820 円（税込 902 円）
上田敏著「リハビリテーションの思想第 2 版」（医学書院）定価 2,000 円（税込 2,200 円）
上田敏著「ICF の理解と活用」（きょうされん）定価 667 円（税込 733 円）
大川弥生著「よくする介護を実践するための ICF の理解と活用」（中央法規出版）定価 1,800 円（税込 1,980 円）
「入門リハビリテーション概論第７版」（医歯薬出版）定価 5,800 円（税込 6,380 円）
大山泰弘著「働く幸せ」（ＷＡＶＥ出版）定価 1,400 円（税込 1,540 円）職業的リハビリテーションの視点を理解する。
三好春樹著「老人の生活ケア」（医学書院）定価 2,300 円（休刊）
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三好春樹著「老人の生活リハビリ」（医学書院）定価 2,500 円（休刊）
【大項目２．心身の評価とアプローチ】
「リハビリテーション診療必携第３版」（医歯薬出版）定価 4,000 円（税込 4,400 円）
「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）
「リハビリテーション医学テキスト改訂第４版」（南江堂）定価 5,300 円（税込 5,830 円）
「ベッドサイドの神経の診かた改訂第 17 版」（南山堂）定価 7,200 円（税込 7,920 円）感覚障害の評価（引用）P95～P105 P191～P198 高次脳機能障害の評価（引用）P247～P265
「イラストで学ぶ神経内科内科」（新興医学出版社）定価 3,000 円（税込３,３00 円）
「入門リハビリテーション概論第７版」（医歯薬出版）定価 5,800 円（税込 6,380 円）心理評価（引用）P95～P114
「ADL とその周辺第 2 版」（医学書院）定価 6,000 円（税込 6,600 円）
【大項目３．各日常生活動作（基本動作）における各関節・筋の運動、および上肢・体幹・下肢の相互関係】
「介護職員のための移動の考え方とその基本実践について」（介護福祉 2010 秋季号 No79）
「日常生活活動学・生活環境学第４版」（医学書院）定価 5,400 円（税込 5,940 円）ADL の運動学的分析を理解する。
【大項目４．運動学的視点を生活支援に活かす考え方】
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）
【大項目５．生活支援の中で活かすリハビリテーションの視点】
「基礎運動学第６版」（医歯薬出版）定価 6,８00 円（税込７,480 円）
【大項目６．心理的な理解を生活支援に活かす考え方】
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黒澤貞夫著「介護福祉の専門性を問い直す」（中央法規出版）定価 2,400 円（税込 2,640 円）
実践現場のための専門誌「介護福祉士 No25」特集黒澤貞夫氏にきく「介護福祉と介護福祉士の専門性について」（公益社団法人日本介護福祉士会）
【大項目７．リハ職種との連携・協働を行うために必要な視点と知識】
「介護福祉士がすすめる多職種連携」（中央法規出版）定価 2,000 円（税込 2,200 円）
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～生活支援のためのリハビリテーションの知識～ 令和３年３月 1３日（土）
時間
09:20-09:30
09:30-11:00
講義

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）○目標●演習内容・展開内容

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）について講師より受講生へ説

●事前にホワイトボードに教育目的と

明する。

到達目標を書いておく。

６．心理的な理解を生活支援 ○事前課題 2 のレポート及び ICF 整理シートを活用し、リハ職との連携に必要な利用者（患者）の意欲を引き出す
に活かす考え方
障害の心理的・社会的視点（コミュニケーション技術等）を身につける。＜6-1)1-2)7-1)対応＞
6-1)精神的な支援

留意事項備考等（●）

●リハ職との連携を意識してもらうよう
研修開始の段階で強調する。

●演習（個人ワーク）障害の心理的・社会的視点を踏まえて事前課題 2 を確認する。

＊事前課題2

・障害の心理的・社会的視点に関係すると思われる個所を抽出する（付箋紙に記入）。

●ICF 整理シートは予め A3 に拡大し

●演習（グループワーク・4 名 1G）事前課題 2 をグループ内で回し読みする。

ておく（付箋紙を使用）

●演習（個人ワーク）障害の心理的・社会的視点を踏まえて事前課題 2 を再度確認する。

＊テキスト P35～P50

・障害の心理的・社会的視点に関係すると思われる個所を再度抽出する（付箋紙に記入）。

＊付箋紙（75 ㎜×25 ㎜）

⇒利用者（患者）の意欲を引き出したと考えられるエピソードをグループ内で共有することで、受講生自身が無意識に支
持的療法（受容・共感・傾聴等）を用いて利用者（患者）を支援していることに気づいてもらう。

＊介護福祉士基本研修テキスト

⇒＜アセスメント表 2＞気になるポイント・なぜだろう？において、介護福祉士が利用者（患者）の意欲が低下している

＊アセスメント表2（記入例）

原因や背景を無意識に抽出していることに気づいてもらう（ICF における「個人因子」⇔「活動」の相互作用）。

＊アセスメント表３（記入例）

【講義 6】講師より「防衛機制」「障害受容」「発達段階」「支持的療法」「コーピング」について説明する。

＊講師PP 資料

⇒詳細については、次年度以降実施予定の科目「心理的支援の知識技術」で確認する。

11:00-12:30

１．リハビリテーションの理念

講義
1-1)リハビリテーションの歴史と定義

⇒心理的な理解の視点から介護福祉士とリハ職との連携を意識してもらえるように講義内容を展開する（心理支持的作

●7-1) リハ職との連携、協働、につな

業療法におけるうつ病の事例、熊本地震救援活動における避難所の事例、映画「ケアニン」における看取りの事例等）。

がることを意識する。

○受講生に発問し ６．心理的な理解を生活支援に活かす考え方 の到達度を確認する。心理的な理解を踏まえて次

●1-2) 障害の分類（ICF の考え

のリハビリテーションの理念とICFの視点へつなげていく（ICIDH・ICF障害概念はリハビリテーションの視点から始まった）。

方）につながることを意識する。

○事前課題 1 のレポート及び事前課題 2 の ICF 整理シートを活用し、リハビリテーションの理念と ICF（国際生活

●「リハビリテーション・ICF・リハ職との

機能分類）の考え方を理解するとともに、リハ職との連携に必要な生活リハの視点を身につける。＜1-1)2)3)4)

連携・生活リハ」がキーワードとなること

7-1)対応＞

を意識する。

●演習（グループワーク・4 名 1G）事前課題 1 をグループ内で回し読みする。

＊事前課題1

・演習を踏まえて自身が受講前に抱いていたリハビリテーションのイメージとの違いを確認する（ワークシート①記入）。

＊テキスト第１・第２・第６章

⇒リハビリテーションの理念（全人間的復権）と介護の理念（その人らしさ）の目指すところは ADL ではなく QOL である

＊ワークシート①（A4 用紙）

ことに気づいてもらう。リハビリテーションは単なる機能回復訓練ではないことをここで再確認してもらう。
【講義1-1】講師より「リハビリテーションの歴史」「リハビリテーションの理念（IL運動・ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ・ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）」「リハビリ

＊講師PP 資料

テーションの定義」について説明する（IL 運動・ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝについては基本研修で学習済みのため説明を省略する）。

＊ICF 整理シート

10

1-2)障害の分類

●演習（個人ワーク）【講義 2】の内容を踏まえて事前課題 2 の ICF 整理シートを確認する。

●リハ職との共通言語である ICF につ

・リハ職との連携において関連すると思われる個所を抽出する（付箋紙に記入）。

ながることを意識する。

●演習（グループワーク・4 名 1G）個人ワークの内容をグループ内で情報共有する（ICF 整理シート様式を使用）。

＊テキスト P19～P34

・演習を踏まえてリハ職との連携の根拠となる生活機能を ICF 整理シートで確認する（ワークシート②記入）。

＊付箋紙（75 ㎜×25 ㎜）

⇒リハ職の視点（心身機能・身体構造⇔活動）と介護福祉士（活動⇔参加）の視点の違いに気づいてもらう。

＊ワークシート②（A4 用紙）

【講義 1-2】講師より ICF モデルとしてイメージしやすい「廃用症候群（生活不活発病）」について説明する（ICIDH・
1-3)リハビリテーションの分野

1-4)リハビリテーション専門職の理解

1-5)リハビリテーション関連法規

ICF については基本研修で学習済みのため説明を省略する）。

＊講師PP 資料

【講義 1-3】講師よりリハビリテーションの諸段階（医学的・職業的・社会的・教育的）について説明する。

＊テキスト P79～P96

・テキスト P80 図 13「医療の中での医学的リハビリテーションの流れ」は、リハ職との連携において必要な知識であるので講

●テキストのイメージ図で理解してもら

師より詳しく説明する。またテキスト P71 リハビリテーションの分野別の流れ、でそれぞれの分野のつながりを説明する。

うよう意識する。

⇒リハビリテーションは医学だけでなく生活全般を包括する広い範囲を対象としていることに気づいてもらう。将来介護福祉

＊特別支援学校医療的ケア児

士は高齢者・障害者以外の対象者にも関わっていく可能性があることに気づいてもらう（教育分野・職業的分野等）。

＊OT 県士会の障害者運転支援

●演習（個人ワーク）【講義 4】の内容を踏まえてリハビリテーション専門職種と介護福祉士との連携について確認する。
・介護福祉士がリハビリテーション専門職種と連携する具体的な内容をワークシートに記入する。

＊テキスト P108～P113

⇒それぞれのリハビリテーション専門職種の役割でなく介護福祉士との連携という視点で記入してもらうよう留意する。その

＊ワークシート③（A4 用紙）事前に

さいリハビリ助手でなく「生活支援の専門職」である介護福祉士としての連携であることを強調する。連携がイメージしに

リハ専門職種名を印字する。

くいリハビリテーション専門職種（義肢装具士・臨床心理士等）については予め講師の方で回答例を準備しておく。

＊講師PP 資料

【講義 1-4】講師よりリハビリテーション専門職種について詳しく説明する。

●7-1) リハ職との連携、協働、につな

⇒リハ職種と連携することで利用者（患者）の生活支援につながることに気づいてもらう。

がることを意識する。

介護福祉士に対しては介護実践の事例を踏まえて制度を理解していく必要があることから、1-5)リハビリテーション関連法
規 については、次回 4 月 10 日（土）総合討議のさいに説明する。

12:30-13:30

⇒次回までに事前学習を踏まえて関連法規を理解しておくよう受講生に告知する。

＊事前学習シート（講師作成）

○受講生に発問し １．リハビリテーションの理念 の到達度を確認する。そのさい三好春樹著「老人の生活ケア」「老人の

●ICF の考え方から生活リハの視点に

生活リハビリ」を紹介し「生活リハ」の視点を再確認する（当時「生活障害」という概念で説明）。次に医学的リハビリテーシ

つなげていくことを強調する。

ョンで実施している心身の評価とアプローチへつなげていく（ICF「心身機能・身体構造」の機能障害評価）。

（昼食休憩）
13:30-14:15
講義

２．心身の評価とアプローチ

○前科目「生活支援のための運動学（以下「運動学」と略す）」で学んだ関節・骨格筋・神経などの構造に関する知識

＊講師PP 資料

を活用し、運動学的に分析・評価する視点を身につける。＜2-1)2)3)4)5)6)7-1)対応＞

＊テキスト P115～P127

【講義2-1】講師より実際の事例（83 歳女性Ｋ氏・脳出血）を活用し、リハビリテーション治療の流れについて説明する。

＊Ｋ氏に関する医療情報（MRI・

・運動学的分析・評価を学ぶ前提として、リハビリテーション治療の流れと介護過程の展開とを対比して理解する。

CT・心電図・血液検査・服薬状況

⇒リハビリテーション治療の流れにおいて、評価及び評価会議を実施することで短期目標・長期目標が設定されることに気

等）

づいてもらう（リハビリテーション治療の流れでは介護過程と異なり展開はしない！）。
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2-6)日常生活活動（ADL）

【講義2-2】講師より実際の事例（83 歳女性Ｋ氏・脳出血）を活用し、リハビリテーション過程の評価について説明する。

＊講師PP 資料

・介護福祉士がリハ職と日常的に連携する ADL（日常生活活動）場面における評価・アプローチについて説明する。

＊テキスト P67～P78

⇒ICF における生活機能（「心身機能・身体構造」⇔「活動」⇔「参加」）を踏まえて、介護福祉士が ADL 場面でリハ職

＊Ｋ氏に関するリハ評価・リハ実施計

と連携する根拠に気づいてもらう（「できる能力」⇒「できる ADL」⇒「している ADL」⇒「する ADL」）。リハ職が「心身機

画書・クリニカルパス等

能・身体構造」の評価を踏まえて「できる」ADL を評価する。

●受講生が生活支援の視点から連携

ここでは便宜上環境因子「福祉用具の活用」「住環境整備」の視点は省略する（翌日の事例検討で説明する）。

する根拠が理解できるよう講義する

＊当該科目のもっとも重要な視点となるため受講生が理解していることを確認してから以降の評価項目に展開する。

（視聴覚教材等の活用）。

・ADL（Activities of Daily Living）の概念・定義・項目について説明する。なお QOL については客観的評価が確立し
ていないためここでは省略する。

＊講師PP 資料

【講義 2-3】講師より以下の評価の特徴について説明する。

＊ワークシート④（A4 用紙・評価とア

（ADL 評価における留意点）ADL 評価表に頼りすぎない。細かい観察結果も記録しておく。リハ職だけでなく介護福祉

プローチの項目シート）

士も ADL 評価作成に関与する（ICF における「活動」の評価）。
①BI（Barthel Index）基本的 ADL 評価法【狭義の ADL】
「できるADL」を評価する。短時間で評価できる。2018 年介護報酬改定「ADL 維持加算」以降介護場面で広く

＊テキスト P132 表30

活用される。
②FIM（Functional Independence Measure）機能的自立度評価法
「している ADL」を評価する。基本的 ADL の運動項目だけでなくコミュニケーション・認知機能の認知項目が入っている。

＊テキスト P133 表31

リハビリ場面で広く活用される。
③APDL（Activities Parallel to Daily Living）生活関連動作【広義の ADL】
IADL（instrumental ADL）手段的日常生活活動 と同義として取り扱うこととする。介護現場では両者を区別して取

＊テキスト P134

り扱うことにメリットは見られない。
⇒基本的ADL が屋内での自分自身の「活動」を評価するのに対して、手段的ADL のほうは地域社会生活での「参加」を
考慮した評価となっていることに気づいてもらう（ICF における「活動」⇔「参加」の相互作用）。
＊ADL を評価することが目的でなく、「活動」能力を客観的に把握することによりリハ職とともに「参加」につなげていくこ

●7-1) リハ職との連携、協働、につな

とが利用者（患者）の QOL の向上につながることを確認する（ADL 訓練場面⇒IADL 訓練場面）。

がることを意識する。

・これ以降、脳血管障害（脳出血）を例にリハビリ場面における代表的な評価と（リハビリ）アプローチについて講師より
説明する。

14:15-15:00

2-1)意識

⇒ここではリハ職が ICF における「心身機能・身体構造」の評価を踏まえて「できる」ADL の能力を評価する。原則介護福

●専門的なリハビリ評価と ADL評価の

（バイタルサイン・生命徴候）

祉士は専門的なリハビリ評価（ICF における「心身機能・身体構造」）には関与しない。

関係について再度意識する。

①JCS（【日本昏睡スケール】Japan coma scale）3-3-9 度方式
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②GCS（【グラスゴー昏睡スケール】Glasgow coma scale）
ともに大脳の機能障害（交通事故による頭部外傷等）による覚醒レベルを評価するスケールである。

●発問することで評価の根拠づけを意

・リハビリ場面で上記スケールを評価する理由について受講生に発問する。

識する。

【講義 2-4】講師より上記スケールについて説明する。

＊講師PP 資料

（評価）前科目「運動学」で学んだ中枢神経に関する知識を振り返り評価の根拠に気づいてもらう。

＊ワークシート④（A4 用紙・評価とア

（アプローチ）リハ職が患者の覚醒レベルを確認して訓練する場面をイメージしてもらう（バイタルチェック等）。

プローチの項目シート）

●演習（ペアワーク）上記スケールからつながる生活支援場面を確認する。

●状況により講師からヒントを提示す

・「なんとなく元気がない」という抽象的な観察でなく、上記スケールによる客観的な観察が重要であることを理解する（救

る。

急車要請の判断基準としての活用等）。
2-2)運動障害

③関節可動域(【関節可動域テスト】ROM：range of motion)

（身体的評価）

ゴニオメーター（角度計）を使用して各関節の可動域を測定するテストである。

＊ゴニオメーター（角度計）

・リハビリ場面で上記テストを測定・評価する理由について受講生に発問する。

●発問することで評価の根拠づけを意

【講義 2-5】講師より ROM テストの意義と方法について説明する。

識する。

（評価）前科目「運動学」で学んだ「身体表面のランドマーク」を振り返り、測定・評価の根拠に気づいてもらう。

＊講師PP 資料

（アプローチ）測定・評価後にリハ職が患者を訓練する場面をイメージしてもらう（関節可動域訓練等）。

＊ワークシート④（A4 用紙・評価とア

●演習（ペアワーク）上記測定・評価・訓練からつながる生活支援場面を確認する。

プローチの項目シート）

・各関節の可動域制限により基本動作（寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行）のみならず、ADL 全般に著しい生活障

●状況により講師からヒントを提示す

害が生じることを理解する（要介護度の高い寝たきり高齢者等の関節拘縮による寝返り動作の困難等）。

る。

②筋力（【徒手筋力テスト】MMT：manual muscle test）
特別な器具が不要で徒手のみで測定する簡便で信頼性・妥当性・整合性に優れているテストである(6 段階表示)。

●発問することで評価の根拠づけを意

・リハビリ場面で上記テストを測定・評価する理由について受講生に発問する。

識する。

【講義 2-6】講師より MMT テストの意義と方法について説明する。

＊講師PP 資料

（評価）前科目「運動学」で学んだ「身体表面のランドマーク」を振り返り、測定・評価の根拠に気づいてもらう。

＊ワークシート④（A4 用紙・評価とア

（アプローチ）測定・評価後にリハ職が患者を訓練する場面をイメージしてもらう（筋力増強訓練等）。

プローチの項目シート）

●演習（ペアワーク）上記測定・評価・訓練からつながる生活支援場面を確認する。

●状況により講師からヒントを提示す

・基本動作（寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行）の自立には重力に抵抗する筋力[3]以上が必要となることを理解す

る。

る（要介護度の高い寝たきり高齢者等が毎食時に座位保持を保つことで筋力[3]以上の筋力が身につく等）。
①麻痺
【片麻痺機能検査】Brunnstrom stage

＊講師PP 資料

【脳卒中機能障害評価法】SIAS：Storoke Impairment Assessment Set）

＊ワークシート④（A4用紙・評価とア

【片麻痺機能検査】は脳血管障害（中枢性運動麻痺）の運動機能回復ステージを評価するのに対して、【脳卒中機能

プローチの項目シート）
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障害評価法】の方は運動機能だけでなく感覚・筋緊張・関節可動域等脳卒中を総合的に評価するスケールである。

●リハ職種以外で評価の根拠を説明

【講義 2-7】講師より上記スケール評価及び評価に関する専門用語について説明する。

することが難しいので受講生には発問

（弛緩性麻痺・連合運動・共同運動・痙性片麻痺によるウェルニッケマン肢位・随意運動・不随意運動等）

しない。

（評価）前科目「運動学」で学んだ骨・筋・神経に関する知識を振り返り評価の根拠に気づいてもらう。

●受講生の理解が深まるよう視聴覚

（アプローチ）リハ職が患者の回復レベルを確認して訓練する場面をイメージしてもらう（共同運動からの分離等）。

教材等の活用も検討する。

●演習（ペアワーク）上記評価スケールからつながる生活支援場面を確認する。
・ウェルニッケマン肢位による基本動作（寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行）の観察が重要であることを理解する（歩
行時の転倒や床からの立ち上がり動作の困難等）。

＊講師PP 資料

④筋トーヌス（【アシュワース尺度変法】MAS：modified Ashworth scale）

＊ワークシート④（A4 用紙・評価とア

安静時に不随意に生じる骨格筋の緊張を評価するスケールである。

プローチの項目シート）

【講義 2-8】講師より上記評価スケール及び評価に関する専門用語について説明する。

●リハ職種以外で評価の根拠を説明

（筋トーヌスの亢進と低下・痙縮と固縮の違い等）。

することが難しいので受講生には発問

●演習（ペアワーク）口頭による説明ではイメージしにくいため実際に筋トーヌスの緊張を体験する。

しない。

（評価）前科目「運動学」で学んだ「身体表面のランドマーク」を振り返り評価の根拠に気づいてもらう。

●筋トーヌスの緊張が体感できるよう

（アプローチ）理学療法士の専門領域に特化した内容のため説明は省略する（筋トーヌスの異常がみられる対象疾患に

触診による演習を検討する。

対して介護場面では理学療法士に直接依頼することを勧める）。
2-3)感覚障害
（身体的評価）

①感覚（各種感覚評価）
各種感覚には、体性感覚（皮膚表在感覚・深部感覚）・特殊感覚（嗅覚・視覚・聴覚・味覚・平衡感覚）・内臓感覚

●発問することで評価の根拠づけを意

（臓器感覚・内臓痛覚）がある。

識する。

・リハビリ場面で感覚テストを測定・評価する理由について受講生に発問する。

＊講師PP 資料

【講義 2-9】講師より上記の感覚障害のうち体性感覚（皮膚表在感覚・深部感覚）の評価及び評価に関する専門用語

●感覚検査用具を準備する。

について説明する（感覚消失・感覚鈍麻・感覚過敏等）。

●書道用筆⇒綿棒⇒シャープペンの

●演習（ペアワーク）リハ職が実施する一般的な表在感覚テストを経験する。

順序で検査する。

（評価）前科目「運動学」で学んだ中枢・末梢神経系に関する知識を振り返り、測定・評価の根拠に気づいてもらう。

＊ワークシート④（A4 用紙・評価とア

（アプローチ）作業療法士の専門領域に特化した内容のため説明は省略する（重度の感覚障害がみられる対象疾患に

プローチの項目シート）

対して介護場面では作業療法士に直接依頼することを勧める）。

●状況により講師からヒントを提示す

●演習（ペアワーク）上記測定・評価からつながる生活支援場面を確認する。

る。

・特に居宅においては、糖尿病や脳血管障害による感覚障害がある高齢者等の熱傷（やけど）に対するリスク管理が求
められていることを理解する（介護現場では意外に見落とされていることが多い！）。
・介護現場では慢性疼痛のある高齢者等への支援に悩んでいることから、ここでは以下の評価スケールを紹介する。
痛みの評価（【視覚アナログ尺度】VAS：visual analogue scale と【表情スケール法】）
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⇒主観的な体験を数量化することでより具体的に対象者への理解につながる（主観的観察⇔客観的観察）。

＊主観的観察に基づく記録

心理評価との鑑別については 2-5)心理障害 で確認する。

＊客観的観察に基づく記録

2-4)高次脳機能障害

・前々科目「疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ」では、認知症及び脳血管疾患を除く高次脳機能障害（交通

＊基本研修テキスト P17

（精神的評価）

事故による頭部外傷等）について学習した。ここでは脳血管障害（脳出血）を例にして高次脳機能障害を説明する。

表1-12 生活の要素

⇒低次脳機能障害（造語）を例に生命維持により近い、呼吸・循環、摂食・嚥下、運動、感覚、をイメージしてもらう。

＊Ｋ氏の ICF 整理シート

⇒高次脳機能障害が利用者の生活機能障害（特に活動制限・参加制約）につながりやすいことを「生活の 4 要素」

＊ワークシート④（A4 用紙・評価とア

「ICF 整理シート」で確認する。

プローチの項目シート）

①言語障害（失語症）
いったん獲得された言語に関する機能（読む・書く・話す・聴く）が脳損傷により障害された状態をいう。

●リハ職種以外で評価の根拠を説明

【講義 2-10】講師より上記障害の評価及び専門用語について説明する（構音障害と失語症の違い等）。構音障害の

することが難しいので受講生には発問

場合は理解面に支障がないことからここでは失語症（言語中枢のある左大脳半球の損傷に多い）を中心に説明する。

しない。

●演習（ペアワーク）リハ職が実施する簡単な失語症テストを経験する。

＊講師PP 資料

（評価）前科目「運動学」で学んだ中枢神経系に関する知識を振り返り測定・評価の根拠に気づいてもらう。

●氏名・年齢・住所を聞く⇒日常使用

（アプローチ）言語聴覚士の専門領域に特化した内容のため説明は省略する（重度の言語障害がみられる対象疾患に

している物品の呼称⇒動物の名称、の

対して介護場面では言語聴覚士に直接依頼することを勧める）。

順序で検査する。

●演習（ペアワーク）上記評価からつながる生活支援場面を確認する。
・介護場面では失語症と認知症による認知機能障害が混同されている場合が見られるため言語聴覚士による失語症の正
確な評価が求められる（両者に対するアプローチはまったく異なる！）。またブローカ失語よりウェルニッケ失語の方が介護
支援が難しい理由を理解する。
③失認
脳損傷により視覚や聴覚等の感覚入力が正常であるのに対象に対する認知（認識）が障害された状態をいう。

●リハ職種以外で評価の根拠を説明

【講義 2-11】講師より上記障害の評価及び専門用語について説明する（視空間失認（半側空間無視）の特徴等）。

することが難しいので受講生には発問

●演習（ペアワーク）リハ職が実施する簡単な失認テストを経験する。

しない。

（評価）前科目「運動学」で学んだ中枢神経系に関する知識を振り返り評価の根拠に気づいてもらう。

＊講師PP 資料

（アプローチ）作業療法士の専門領域に特化した内容のため説明は省略する（重度の半側空間無視等がみられる対

●直線 2 等分テスト・図形模写を行

象疾患に対して介護場面では作業療法士に直接依頼することを勧める）。

う。

●演習（ペアワーク）上記評価からつながる生活支援場面を確認する。
・介護場面では失認そのものに対する支援を行うことは少ない。対象者が高齢の場合、認知機能障害による行動理解とい
う視点が強く、高次脳機能障害による失認が見逃されている可能性がある。一方比較的若い人の場合、基本的ADLだけ
でなく IADL において生活機能障害につながる可能性がある（半側空間無視による歩行時の人や壁との接触等）。
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②失行
脳損傷により認知機能障害や運動障害がないのに正常な生活行為が遂行できない状態をいう。

●リハ職種以外で評価の根拠を説明

【講義 2-12】講師より上記障害の評価及び専門用語について説明する

することが難しいので受講生には発問

・リハビリ場面で上記障害を評価する理由について説明する（観念運動失行・観念失行・着衣失行の特徴等）。

しない。

●演習（ペアワーク）リハ職が実施する簡単な失行テストを経験する。

＊講師PP 資料

（評価）前科目「運動学」で学んだ中枢神経系に関する知識を振り返り測定・評価の根拠に気づいてもらう。

●コップに水を注ぐテストを行う。

（アプローチ）作業療法士の専門領域に特化した内容のため説明は省略する（重度の失行がみられる対象疾患に対し
て介護場面では作業療法士に直接依頼することを勧める）。
●演習（ペアワーク）上記評価からつながる生活支援場面を確認する。
・介護場面では失行そのものに対する支援を行うことは少ない。対象者が高齢の場合、認知機能障害による行動理解とい
う視点が強く、高次脳機能障害による失行が見逃されている可能性がある。一方比較的若い人の場合、基本的ADLだけ
でなく IADL において生活機能障害につながる可能性がある（着衣失行による一人で着替えての外出困難等）。
④注意障害⑤記憶障害については、前々科目「疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅰ」において学習済みのため
説明を省略する。介護現場では脳血管疾患と交通事故による頭部外傷を区別して取り扱うことにメリットは見られない。
2-5)心理障害

①心理評価
・リハビリ場面で心理テストを測定・評価する理由について受講生に発問する。

●発問することで評価の根拠づけを意

⇒その後講師よりリハビリ場面で心理評価する理由について説明する（訓練計画の設定・訓練に対する意欲等）。

識する。

●演習（ペアワーク）以下に紹介する心理評価のなかで聞いたことのある検査を受講生よりあげてもらう。

●状況により講師からヒントを提示す

⇒心理評価そのものに関心がある介護福祉士は少ないが、一方で人間関係における心理状態には強い関心があるものと

る。

思われる。はじめに改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）を活用し、認知症高齢者等の BPSD（行動・心

＊講師PP 資料

理症状）を理解する上で心理評価が有効となることに気づいてもらう。ICF における「個人因子」への働きかけとなる。

●介護福祉士は高齢者だけでなく障

（心理評価における留意点）心理評価だけで対象者の全体像は把握できない。心理評価の項目にはそれぞれ心理学

害児者も対象として支援することを意

的根拠が存在する。実施にあたって心理評価の経験を積む臨床心理士（公認心理師）に直接依頼することを勧める。

識する。

【講義 2-13】講師より以下の検査の概要及び検査方法について説明する。

＊HDS-R 評価用紙

（知能検査）ウェクスラー成人知能検査、ミニメンタルステート検査（MMSE）

＊Ｋ氏の ICF 整理シート

（人格検査・性格検査）谷田部・ギルフォード性格検査、ロールシャッハ検査、

●安易に心理評価を実施しないよう意

●演習（ペアワーク）上記評価からつながる生活支援場面を確認する。（介護現場では認知機能検査のイメージが強

識する（臨床心理士の多くは大学院

いが利用者（患者）との人間関係を構築していくうえで活用できる検査である）。

卒の学歴を有する）。

○受講生に発問し ２．心身の評価とアプローチ の到達度を確認する。心身の評価とアプローチを踏まえて、次の基本

●リハ職種の心身の評価を総合的にと

的 ADL（基本動作）の動作分析へつなげていく。

らえ動作分析の視点を持ってもらうよう
意識する。
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○前科目「運動学」で学んだ関節・骨格筋・神経などの構造に関する知識を活用し、基本動作を運動学的に分析・評価

15:00-16:30

３．各日常生活動作（基本
動作）における各関節・筋の運
動、および上肢・体幹・下肢の
相互関係
3-1)日常生活動作（基本動作）
の運動学的分析

する。＜3-1)対応＞
【講義 3-1】前科目「運動学」で学んだ関節・骨格筋・神経などの構造に関する知識を振り返る。

＊講師PP 資料

・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）
・運動の基本的な力学的考え方（基本動作の理解・基本動作の分析）
前科目「運動学」５．運動の基本的な力学的考え方 ①動作分析の基本 において、「椅子からの立ち上がり動作」の動
作分析を実施したので、③立ち上がり動作の分析は省略する。

●電動ベッドを準備する。

本日は③立ち上がり動作分析以外の動作分析を行う（開始姿勢はベッドでの背臥位姿勢）。

●介護現場で活用できる動作分析シ

①寝返り動作の分析

ートを準備する。

②起き上がり動作の分析
③立ち上がり動作の分析
④移乗動作の分析
●演習（グループワーク）関節・骨格筋・神経などの構造に関する知識を踏まえて動作分析する。
⇒講師は各グループに対して①寝返り動作の分析②起き上がり動作の分析④移乗動作の分析、のうち一つを指示する。
⇒各グループで分析した内容を実技を交えて発表する。
【講義 3-2】講師によるまとめ（基本動作の運動学的分析）
これまで学んできた関節・骨格筋・神経などの構造に関する知識を「基本動作」に統合していく。
○受講生に発問し ３．各日常生活動作（基本動作）における各関節・筋の運動、および上肢・体幹・下肢の相互関

４．運動学的視点を生活支援に活
かす考え方
4-1)運動学的視点（ボデイメカニ
クス）からの生活支援

①基本的

動作（寝返り 起き上がり 歩行）、
姿勢（座位 起立 立位）と生活支
援

16:30-16:40

本日のまとめ

次回の連絡事項

係 の到達度を確認する。基本動作の運動学的分析を踏まえて、「運動学的視点を生活支援に活かす考え方」と「生活

＊講師PP 資料

支援の中で活かすリハビリテーション」の視点へつなげていく。

●動作分析による運動学的視点から

○事前課題 2 のレポート及び ICF 整理シートを活用し、運動学的視点を生活支援に活かす考え方を身につける。＜

生活支援の視点へつながることを意識

４-1)対応＞

する。

●演習（個人ワーク）運動学的視点を生活支援に活かす考え方を踏まえ、事前課題 2 において日常生活における基本

●7-1) リハ職との連携、協働、につな

的動作と姿勢について確認する。

がることを意識する。

●演習（グループワーク・4 名 1G）事前課題 2 をグループ内で個人ワークの内容を情報共有する。
単なる動作の介助としての運動学的視点だけでなく、ICF における「環境因子」⇔「個人因子」⇔「活動」⇔「参加」の相互
作用として生活支援に活かす考え方を身につける（「活動」の目的を明確化する）。

＊Ｋ氏のアセスメント表1-1・1-2

本日の研修を振り返り、科目名：生活支援のためのリハビリテーションの知識の教育目的・「リハビリテーションの理念や知

＊Ｋ氏の ICF 整理シート

識を活用し、リハ職種と連携しつつ生活を支援することができる力を育成する。」を再確認する。

＊Ｋ氏に関するリハ評価情報

○実際の事例を通して生活支援に活かす考え方と生活支援の中で活かすリハビリテーションの視点を身につける。

＊Ｋ氏に関する動画（発症前）

次回までに事例（Ｋ氏）の概要と障害特性に関する情報を読み込む。

＊事前学習シート（講師作成）

次回までに事前学習を踏まえて関連法規を理解しておく。
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～生活支援のためのリハビリテーションの知識～ 令和３年４月 1０日（土）
時間
09:20-09:30

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●演習内容・展開内容

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）について講師より受講生へ説

●事前にホワイトボードに教育目的と

明する。

到達目標を書いておく。

○実際の事例を通して生活支援に活かす考え方と生活支援の中で活かすリハビリテーションの視点を身につける。

●リハ職との連携を意識してもらうよう

09:30-11:00
演習

使用教材（＊）、指導上の

テーマ（展開）・大項目

５．生活支援の中で活かすリ ＜5-1)2)7-1)対応＞
５-1)運動学的視点（ボデイメカニクス）からのリハビリテーション
ハビリテーションの視点
５-1)運動学的視点（ボデイメカニ
クス）からのリハビリテーション
５-2)自立に向けた支援と介護予防
（重度化予防・生活動作の維持）

①基本的動作（寝返り 起き上がり 歩行）、姿勢（座位 起立 立位）とリハビリテーション
５-2)自立に向けた支援と介護予防（重度化予防・生活動作の維持）
①介助方法の選択②補装具の使用③福祉用具の使用

留意事項備考等（●）

研修開始の段階で強調する。
●左記の小項目については総合討議
の展開の中で適宜講師の方で確認す
る。

５-2)自立に向けた支援と介護予防（重度化予防・生活動作の維持）
【事例をもとにした総合討議による学習】
●演習（グループワーク・4 名 1G）原則前回と同じグループで編成する。
事例（Ｋ氏）の概要と障害特性に関する情報を踏まえて、以下の順番で展開する。
①事例に関して必要な評価や障害特性について討論する。
・２．心身の評価とアプローチ において学習した内容を振り返り、事例に必要と考えられるリハ評価を選択する。
・Ｋ氏の ICF 整理シートから障害特性の全体像を把握する（「心身機能・身体構造」⇔「活動」⇔「参加」）。
⇒検討された内容を事例検討シートに記入する。
②提示された障害特性に対して日常生活動作（基本動作）の困難さを検討する。

＊Ｋ氏のアセスメント表1-1・1-2
＊Ｋ氏の ICF 整理シート
＊Ｋ氏に関するリハ評価情報
●電動ベッドを準備する。
＊事例検討シート
●検討された内容を事例検討シートに
記入する。

・3-1)日常生活動作（基本動作）の運動学的分析 において学んだ内容を振り返り、事例の障害特性から困難と考え
られる日常生活動作（基本動作）を理解する（ICF における「心身機能・身体構造」⇔「活動」の相互作用）。
⇒検討された内容を事例検討シートに記入する。

11:00-12:30
演習

③ボデイメカニクスを生かした介助方法の工夫を検討する。
・実際に電動ベッド等を使用し②で検討された基本動作に対する介助方法を検討する。
・自職場での介助方法を踏まえこれまで学んできた運動学的視点を統合させて検討する。
・運動学的視点だけでなく事例（Ｋ氏）の心理的な理解の視点も合わせて検討する。
⇒検討された内容を事例検討シートに記入する。
④介助方法の選択、補装具の使用、福祉用具の使用を検討する。
【講義 2-2】において介護福祉士がリハ職と日常的に連携する ADL（日常生活活動）場面における評価・アプローチにつ
いて説明した。
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●運動学的視点だけでなく心理的理
解の視点も意識する。

このときは便宜上環境因子「福祉用具の活用」「住環境整備」の視点は省略したが、本日の総合討議において介護福祉

●「福祉用具の活用」「住環境整備」

士による介助も含めて「環境因子」としての視点を加えて検討する（ICF における「環境因子」⇔「活動」の相互作用）。

の視点が強調されすぎないよう留意す

⇒詳細については、次年度以降実施予定の科目「福祉用具と住環境」で確認する。

る。

⇒検討された内容を事例検討シートに記入する。

12:30-13:30

⑤グループごとに検討された内容を発表する。

●自職場でのカンファレンスを想定して

（昼食休憩）

・①～④で検討された内容が記入された事例検討シートを発表用にまとめる。

いくことを意識する。

13:30-15:00

・実際の介助方法を提示しながら検討された内容を発表する。

●FS 研修「リーダーシップ」で学んだプ

【講義 5-1】講師によるまとめ

レゼンテーションを振り返り伝え方の工

・各グループからの発表に対するコメントを行う。運動学的視点だけでなく心理的理解の視点も含まれていることを確認す

夫を意識する。

演習

る。さらに７．リハ職種との連携・協働 を行うために必要な視点と知識 につながるよう次の⑥全体討論を展開する。
⑥グループごとに検討された内容を踏まえて全体討論を行う。

15:00-16:30

７．リハ職種との連携・協働を ７-1)連携、協働 ①コミュニケーション技術②多職種連携③コーチング、テイーチング
行うために必要な視点と知識 上記①～③のキーワードを踏まえて、受講生全体で７．リハ職種との連携・協働を行うために必要な視点と知識 につい
【修了試験】

1-5)リハビリテーション関連法規

16:30-16:40

て討論する。【修了試験】評価内容・基準については「修了時の評価ポイント」参照

●本科目の修了試験となることを受講

●演習（個人ワーク）自職場でリハ職種との連携・協働を行うにあたって困難と感じている場面をあげてもらう。

生に告知する。

●演習（グループワーク）個人ワークでまとめた内容をグループ内で共有する。

＊FS 研修「職種間連携の実践的展

・当該研修を振り返り、自職場においてリハ職と連携・協働する上での留意点 10 か条をまとめる。

開」事前課題シートを使用する。

⇒リハ職の視点（心身機能・身体構造⇔活動）と介護福祉士（活動⇔参加）の視点の違いに気づいてもらう。

●時間の関係上発表については省略

⇒リハビリテーションの理念（全人間的復権）と介護の理念（その人らしさ）の目指すところは ADL ではなく QOL

する可能性がある。

であることに気づいてもらう（ICF の「参加」⇔「個人因子」）。

●作成にあたりポスターの裏面を活用

【講義 7】講師によるまとめ（留意点 10 か条のコメント）

する。

介護福祉士に対しては介護実践の事例を踏まえて制度を理解していく必要があることから、1-5)リハビリテーション関連法
規 については、これまで検討された事例（Ｋ氏）を振り返り説明する。

＊事前学習シート（講師作成）

・家族全員で自宅で看取る（退院後 8 日後に死亡）。

＊Ｋ氏のアセスメント表1-1・1-2

・地域包括ケアシステムの理念から社会資源（法律・制度）を活用する目的をとらえる。

＊Ｋ氏の ICF 整理シート

・利用者（患者）だけでなく家族の QOL の視点から社会資源（法律・制度）を活用する目的をとらえる。

＊Ｋ氏に関する写真・動画

研修のまとめ

研修を振り返り、科目名：生活支援のためのリハビリテーションの知識の教育目的・到達目標を再度受講生とともに再確

＊テキスト第11 章～14 章

次回の連絡事項

認する。

＊研修アンケート

次回は、科目「福祉用具と住環境」となることを告知する。
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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
研修当日演習（個人ワーク・グループワーク・発表）にて実施する（レポートによる評価）
【「７．リハ職種との連携・協働を行うために必要な視点と知識」について討論する。】
●演習（個人ワーク）自職場でリハ職種との連携・協働を行うにあたって困難と感じている場面をあげてもらう。
●演習（グループワーク）個人ワークでまとめた内容をグループ内で共有する。
●演習（発表）当該研修を振り返り、自職場においてリハ職と連携・協働する上での留意点 10 か条をまとめる。
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、発表内容が課題内容に沿っていない等）
・書かれている内容及び発表内容が著しく薄い（研修内容の目的・目標と関係ない内容が書かれている、発表内容が研修内容の目的・目標と関係ない内容となっている等）
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・・・書かれている内容及び発表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・・・書かれている内容及び発表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・・・書かれている内容及び発表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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