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（様式第１号） 
平成 29 年 7 月 31 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： 自立に向けた生活をするための支援の実践 
単 位 数：  2 単位          
認証申請する研修の名称： 認定介護福祉士養成研修  
 
団体名：  一般社団法人三重県介護福祉士会   
団体事務所の所在地：〒 514-0003    
           三重県津市桜橋 2-131 三重県社会福祉会館 2 階   

電話： 059-264-7741            
FAX： 059-264-7742            
E-mail：mie_kaifuku@ybb.ne.jp 
 

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：（一社）三重県介護福祉士会㊞  
申請責任者： 大田 京子       

 
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  
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（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 平成 29 年 7 月 31 日 

申請団体名 一般社団法人 三重県介護福祉士会 

申請団体代表者氏名  会長 大田 京子 

申請責任者職名 

申請責任者氏名 

認定介護福祉士養成研修担当 

森 聖志 

団体住所 

 

同 Tel・Fax 

メールアドレス 

〒514-0003 

三重県津市桜橋 2-131 

Tel：(０５９)-(２６４)-(７７４１) 

Fax：(０５９)-(２６４)-(７７４２) 

E-mail:mie_kaifuku@ybb.ne.jp  

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：自立に向けた生活をするための支援の実践（2 単位） 

申請する研修名 

認定介護福祉士養成研修 

 

 

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 自立に向けた生活をするための支援の実践 

(1)提供する研修について 

研修名 認定介護福祉士養成研修 

教育目的 

・残された能力を使って、生活範囲と動作の拡大を図ることができ

る力を育成する。 

・変形・拘縮の予防などを理解し、生活の中で実施することができ

る力を育成する。 

到達目標 

・更衣・食事（摂食・嚥下）・排泄・入浴・整容等の日常生活動作

全般に関する考え方や知識を習得し、支援に活用できる。 

・高齢者や障害者にとっての栄養を理解し、支援に活用できる。 

・利用者の疾患・障害等に応じた、更衣・食事（摂食・嚥下）・排

泄・入浴・整容等を支援する根拠を理解し、疾患・障害等に応じた

適切な支援を選択・実践できる。 

・移動（移乗を含む）の意味や目的を理解し、利用者の状態に応じ

て適切な移動方法を選択・実践できる。 

・リハ職との連携や介護チームの指導を行うために必要な知識・技

術を身に着け、支援の根拠を言語化し、連携や指導ができる。 

・利用者の能力を生かす支援を考えることができる。 

・可能な限り利用者の社会参加の機会を作ることができる。 

・地域包括ケアシステムにおいて、リハ職と連携し利用者の地域で

の生活継続を図ることができる。 

 含むべき内容 研修プログラム 

研修内容（研修プ

ログラム） 

○疾患別リハビリテーシ

ョンの基礎 

・脳神経疾患系 

 ①認知症（MCI,アルツ

ハイマー型認知症、脳血

管型認知症、レビー小体

型認知症等） 

 ②神経筋疾患（パーキ

ンソン病,ギランバレー

症候群等） 

・脳血管障害（脳梗塞、

脳出血、くも膜下出血、

TIA 等） 

・高次脳機能障害 

・精神障害（統合失調症、

気分障害、アルコール関

連障害、等） 

・循環器・呼吸器疾患 

 ①循環器・呼吸器疾患

○事前課題①（4時間） 

これまでに経験した1事例（脳血管障害、

精神疾患、筋骨格系疾患、認知症）を選

び、ICF(概念図)にまとめ提出する（A4・

1枚、1200字程度） 

 （提出される事例から、具体的な介入

への理解につなげる） 

 

○疾患別リハビリテーションの基礎 

講義①（6時間） 

・脳神経疾患系 

 ①認知症（MCI,アルツハイマー型認知

症、脳血管型認知症、レビー小体型認知

症等） 

 ②神経筋疾患（パーキンソン病,ギラン

バレー症候群等） 

・脳血管障害（脳梗塞、脳出血、くも膜

下出血、TIA 等） 

・高次脳機能障害 
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（虚血性疾患・慢性閉塞

性肺疾患・誤嚥性肺炎） 

 ②代謝性疾患（メタボ

リック症候群[高血圧・脂

質異常症・糖尿病・肥満] 

・筋骨格系疾患 

 ①骨関節疾患（変形性

関節症、骨粗鬆症、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） 

・切断・脊髄損傷 

・知的障害 

・発達障害 

・その他の疾患：白内障、

緑内障、老人性難聴 

 

 

 

○日常生活動作（ADL）指

導 

・更衣・食事（摂食・嚥

下）・排泄・入浴・整容等

の日常生活動作全般につ

いての知識 

 

 

 

○日常生活動作介助・支

援 

・疾患・障害等について、

疾患・障害の特徴をふま

えた日常生活動作の支援

を実施するための知識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・精神障害（統合失調症、気分障害、ア

ルコール関連障害、等） 

・循環器・呼吸器疾患 

 ①循環器・呼吸器疾患 

（虚血性疾患・慢性閉塞性肺疾患・誤嚥

性肺炎） 

 ②代謝性疾患（メタボリック症候群[高

血圧・脂質異常症・糖尿病・肥満] 

・筋骨格系疾患 

 ①骨関節疾患（変形性関節症、骨粗鬆

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） 

・切断・脊髄損傷 

・知的障害 

・発達障害 

・その他の疾患：白内障、緑内障、老人

性難聴 

（上記疾患のリハビリテーションの目

的・介入について理解する） 

 

○日常生活動作（ADL）指導 

講義②（4 時間） 

・更衣・食事（摂食・嚥下）・排泄・入浴・

整容等の日常生活動作全般についての知

識 

（疾患・障害等の理解したうえで、日常

生活動作活動の知識を身に付け、必要な

アセスメントができるようにする） 

 

○日常生活動作介助・支援 

講義③（4 時間） 

・疾患・障害等について、疾患・障害の

特徴をふまえた日常生活動作の支援を実

施するための知識 

(疾患・障害の特徴をふまえた日常生活動

作の支援を行うための根拠が理解でき

る) 

 

 

 

 

○シーティング・移動（移乗を含む）支

援  講義・演習④（4 時間） 

・現在の心身機能で行える、確実・安全
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○シーティング・移動（移

乗を含む）支援 

・現在の心身機能で行え

る、確実・安全な移動方

法の選択 

・獲得可能な移動方法の

選択 

・各移動手段獲得 

・獲得すべき移動手段に

必要な能力･機能の評価 

 

 

○リハ職種との連携や介

護チームの指導を行うた

めに必要な知識・技術 

な移動方法の選択 

・獲得可能な移動方法の選択 

・各移動手段獲得 

・獲得すべき移動手段に必要な能力･機能

の評価 

（獲得すべき移動手段に必要な能力･機

能の評価が出来、又、車椅子シーティン

グについて理解し、実施できる。） 
 

○リハ職種との連携や介護チームの指導

を行うために必要な知識・技術 

講義・演習⑤（4時間） 

（リハビリテーション職との連携や介護

職員として実施できる自立支援を、事例

を通して検討する。） 

 

○事後課題①（4時間） 

講義・演習の内容を踏まえ、職場で取り

組める自立支援について「リハビリテー

ション」についてA4・2枚（1600字程度）

でまとめる。 

 

研修方法 
■集合研修 

■課題学習 

 
○集合研修講義と演習を組み合わせて行う。 

○評価は担当講師が行う。 

研修時間  30 時間（集合研修 22 時間、課題学習 8 時間 ） 

修了要件 

○原則として全課程の出席を要する。やむ得ない事情による遅刻、

早退については30分を上限として認める。30分を超える遅刻、早退

の場合、別途課されるレポート課題により代替することを可能とす

る。 

○事後課題はA～Dの4段階評価とし、D評価の場合は再提出を求める。

事後課題の提出が期限内に行われない場合、修了を認めない。 

○欠席の場合は修了を認めない。 

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

がある事 

・修士課程を修了している事 

・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・作業療法士等）、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 

受講対象 

（受講要件） 

(1)次のア～ウのいずれをも満たしていること。 

ア介護福祉士資格取得後の実務経験５年以上（実務経験の考え方は

介護福祉士国家試験の受験資格に準ずる） 

イ介護職員を対象とした現任研修の受講歴として、100時間以上の履
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歴を有していること。 

ウ当会の課すレポート課題又は受講試験において一定水準の成績を

修めていること。ただし、認定介護福祉士認証・認定機構の定める

研修を修了している場合は免除する。 

(2)次のエ又はオを満たすことが望ましいこと。 

エ介護職の小チーム（ユニット等、5～10名の介護職によるサービス

提供チーム）のリーダー（ユニットリーダー、サービス提供責任者

等）としての実務経験を有すること。 

オ居宅、居住（施設）系サービス双方での生活支援の経験があるこ

と。 

修了評価 

○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15分）を上限として認める。（レ

ポート課題なし）1日のプログラムのうち、始めの30分を超える遅刻、

終わりの30分を超える早退であって120分以内である場合、レポート

課題による代替を可能とする。120分を超える遅刻、早退の場合は、

ビデオ学習による補講を行ったうえでレポート課題を提出するもの

とする。 

修了評価は以下により行う。 

①出席状況が修了要件を満たしていること。 

②演習において、発言内容、他者の意見に対する対応、演習内容の

理解力等を講師が評価し、一定以上の基準を満たしていること。 

③事後課題1600字程度（A4レポート2枚）にまとめる。 

この課題の評価がA～Cであること。D評価の場合は再提出を求め、 

C以上の評価を得なければならない。 

(3)研修の環境条件 

定員（講師の配置

基準） 

40名 

開催場所（都道府

県） 

 
三重県社会福祉会館（三重県津市桜橋 2-131） 
 



 

（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 平成 30 年 2 月 3 日（土） 

② 平成 30 年 2 月 17 日（土） 

③ 平成 30 年 3 月 10 日（土） 

 ①②③三重県社会福祉会館（三重県津市） 

開催場所（会場）  

  

(2)講師 

担当、氏名及び略歴 

担当する講義等 

①疾患別リハビリテーションの基礎  講義 

②日常生活動作（ADL）指導  講義 

③日常生活動作介助・支援  講義 

④シーティング・移動（移乗を含む）支援  講義・演習 

⑤リハ職種との連携や介護チームの指導を行うために必要

な知識・技術  講義・演習 

 

関西福祉科学大学保健医療学部 

リハビリテーション学科作業療法士学専攻助教 

塩津 裕康氏 

（学歴） 

・ユマニテク医療専門学校作業療法科卒業 

・鈴鹿医療大学大学院保健衛生学部研究家医画像情報専攻

修士課程卒業 

・河崎医療福祉大学大学院医療技術学研究科リハビリテー

ション学専攻博士後期課程卒業 

(資格) 

・作業療法士免許 

・Assessment of Motor and Process Skills(AMPS)認定評

価者 

・日本接触嚥下リハビリテーション学会認定士 

・認定作業療法士 

(職歴) 

・介護老人保健施設 輝 2008 年 4 月～2015 年 3 月 

・ユマニテク医療福祉大学校作業量学科 2015 年 4 月～2017

年 3 月 

・関西福祉科学大学保健医療学部 2017 年 4 月～現在 

(非常勤) 

・介護老人保健施設 輝 2015 年 4 月～現在 

・伊勢市心身障碍児通園施設おおぞら児童園 2016 年 4 月～ 

(教育歴) 



 

・2015 年 11 月 認知症と食事（みえテクノエイドセンタ

ー みえ福祉用具フォーラム 2015 特別セミナー） 

・2015 年 3 月 認知症と食事（みえテクノエイドセンター 

 福祉用具セミナー） 

・2014 年 3 月 在宅支援に向けた訪問リハの取り組み(三

重県老人保健施設協会 第 12 回 三重県涼人保健施設大

会) 

・2012 年 11 月 みんなで介護方法について学ぼう～！（三

重県紀北町 平成 24 年度紀北町介護の集い） 

 

 

担当する講義等 

④シーティング・移動（移乗を含む）支援  講義・演習 

⑤リハ職種との連携や介護チームの指導を行うために必要

な知識・技術  講義・演習 

 

有限会社ホワイト介護 長太の寄合所「くじら」 

管理者  佐野 祐樹氏 

(学歴) 

・藤田保健衛生大学 医療科学部 リハビリテーション学

科 作業療法専攻卒業 

・藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 リハビリテー

ション学領域 作業療法科学分野卒業 

（資格） 

・作業療法士免許 

・認定作業療法士 

・認知症ケアマッピング基礎ユーザーレベル（DCM マッパ

ー） 

・認知症ケア指導管理士 

（職歴） 

・医療法人松徳会 花の丘病院 リハビリテーション科

2011 年 4 月～2015 年 12 月 

・有限会社ホワイト介護 長太の寄合所「くじら」管理者 

（教育歴） 

・平成 29 年度ホワイト介護 介護職員キャリアアップ研修

会「認知症リハビリテーション」 対象者：鈴鹿亀山地区

地域密着型サービス事業所、小規模事業所職員 

・平成 28 年度ホワイト介護 介護職員キャリアアップ研修

会「認知症リハビリテーション」 対象者：鈴鹿亀山地区

地域密着型サービス事業所、小規模事業所職員 

 

 

 



 

担当する講義等 

修了評価 

塩津 裕康氏 

 

経歴等は同上 

(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実行委員会（常勤：1 名、非常勤:4
名） 
実行委員会事務局（担当事務局員、介護福祉士会事務兼務、
常勤 2 名） 
研修実行員会において各科目の教育目的や到達目標を確認
し、担当講師と科目間の連間や留意点について共有する。
またできる限り研修実行委委員会の委員が研修に参加・見
学し、研修内容を評価するとともに、随時研修の見直しを
図る。 

研修の企画運営に関する諸

規程 

三重県介護福祉士会の定款、生涯研修委員会の諸規程に準
ずる。 
 
 
 

研修管理責任者職名  

研修管理責任者氏名 会長 大田 京子 

機構問合先部署 一般社団法人三重県介護福祉士会 事務局 

機構問合先担当者氏名 森 聖志 

機構問合先電話番号/FAX 059-264-7741 / 059-264-7742 

機構問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ mie_kaifuku@ybb.ne.jp 

受講問合先部署 一般社団法人三重県介護福祉士会 事務局 

受講問合先担当者氏名 森 聖志 

受講問合先電話番号/FAX 059-264-7741 / 059-264-7742 

受講問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ mie_kaifuku@ybb.ne.jp 

(4)研修履歴の管理体制 

受講者への付与単位部門 三重県介護福祉士会事務局 

受講履歴の管理方法 

 
○紙媒体及びデータによる台帳管理 
○データ保存期間は最低 10 年間とし、その後は、紙媒体で
保管する。 
○個人情報の取り扱いにおいては、法律を遵守する。 
 

受講履歴の証明 

 
各科目を修了した時点でその科目の修了証明書を発行し、
全課程を修了したものには、全課程を修了した証明書を発
行する。 

管理責任者氏名 大田京子（会長） 

管理担当者氏名 長谷川千惠子（三重県介護福祉士会 事務局兼務） 
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別紙１ 
認定介護福祉士養成研修時間割表 
領 域：リハビリテーションに関する領域 
科目名：自立に向けた生活をするための支援の実践 
（1 日目）平成 30 年 2月 3 日 
区分 科目名 時間 内容 
 受付 9：00～9：30  
１・2 ○疾患別リハビリテーションの基礎 

 
・脳神経疾患系 
①認知症 
（МＣＩ、アルツハイマー型認知症、
脳血管型認知症、レビー小体型認知
症等） 

②神経金筋疾患 
（パーキンソン病、ギランバレー症候
群等） 

・脳血管障害（脳梗塞、脳出血、くも膜
下出血、ＴＩＡ等） 

・高次脳機能障害 
・精神障害（統合失調症、気分障害、ア
ルコール関連障害、等） 

・循環器・呼吸器疾患 
 ①循環器・呼吸器疾患（虚血性疾患・

慢性閉塞性肺疾患・誤嚥性肺炎） 
 ②代謝性疾患（メタボリック症候群
〔高血圧・脂質異常症・糖尿病・肥満〕 

・筋骨格系疾患 
 ①骨関節疾患（変形性関節症、骨粗鬆

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） 

・切断・脊髄損傷 
・知的障害 
・発達障害 
・その他の疾患：白内障、緑内障、老人
性難聴 

9：30～12：40 
途中10分休憩 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昼休憩 
12:40～13:40 
 
13:40～15:20 

○疾患別リハビリテーションの基礎 
講義① 

・脳神経疾患系 
①認知症 
（МＣＩ、アルツハイマー型認知症、
脳血管型認知症、レビー小体型認知
症等） 

 ②神経筋疾患 
（パーキンソン病,ギランバレー症候
群等） 

・脳血管障害（脳梗塞、脳出血、くも膜
下出血、ＴＩＡ等） 

・高次脳機能障害 
・精神障害（統合失調症、気分障害、ア
ルコール関連障害、等） 

・循環器・呼吸器疾患 
 ①循環器・呼吸器疾患（虚血性疾患・

慢性閉塞性肺疾患・誤嚥性肺炎） 
 ②代謝性疾患（メタボリック症候群 

[高血圧・脂質異常症・糖尿病・肥満] 
・筋骨格系疾患 
 ①骨関節疾患（変形性関節症、骨粗鬆

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） 

・切断・脊髄損傷・知的障害・発達障害 
・その他の疾患：白内障、緑内障、老人
性難聴（上記疾患のリハビリテーション
の目的・介入について理解する） 
 



（2 日目）平成 30 年 2月 24 日 
区分 科目名 時間 内容 
 受付 9：00～9：30  
 〇日常生活動作（ＡＤL）指導 

 
・更衣・食事（摂食・嚥下）・排泄・入
浴・整容等の日常生活動作全般について
の知識 
 
 
 
 
 
 
 
〇日常生活動作介助・支援 
 
・疾患・障害等について、疾患・障害の
特徴をふまえた日常生活動作の支援を
実施するための知識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9：30～12：40 
途中10分休憩 

 
 
 
 
 
 

昼休憩 
12:40～13:40 
 
 
13:40～16:50 
途中10分休憩 
 

○日常生活動作（ADL）指導 
講義② 

・更衣・食事（摂食・嚥下）・排泄・入
浴・整容等の日常生活動作全般について
の知識 
（疾患・障害等の理解したうえで、日常
生活動作活動の知識を身に付け、必要な
アセスメントができるようにする） 
 
 
 
 
○日常生活動作介助・支援 
講義③ 

・疾患・障害等について、疾患・障害の
特徴をふまえた日常生活動作の支援を
実施するための知識 
(疾患・障害の特徴をふまえた日常生活動
作の支援を行うための根拠が理解でき
る) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（3 日目）平成 30 年 3月 10 日 
区分 科目名 時間 内容 
 受付 

 
〇シーティング・移動（移乗を含む）支援 
 
・現在の心身機能で行える、確実・安全な
移動方法の選択 

・獲得可能な移動方法の選択 
・各移動手段獲得 
・獲得すべき移動手段に必要な能力・機能
の評価 

 
 
 
 
 
 
〇リハ職種との連携や介護チームの指導
を行うために必要な知識・技術 
 

9：00～9：30 
 
9：30～12：40 
途中10分休憩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昼休憩 
12:40～13:40 
 
13:40～16:50 
途中10分休憩 
 
 

 
 
○シーティング・移動（移乗を含む） 
支援   
講義・演習④ 

・現在の心身機能で行える、確実・安全
な移動方法の選択 

・獲得可能な移動方法の選択 
・各移動手段獲得 
・獲得すべき移動手段に必要な能力･機
能の評価 

（獲得すべき移動手段に必要な能力･機
能の評価が出来、又、車椅子シーティ
ングについて理解し、実施できる。） 

 
 
 
○リハ職種との連携や介護チームの指
導を行うために必要な知識・技術 

講義・演習⑤ 

（リハビリテーション職との連携や介
護職員として実施できる自立支援を、
事例を通して検討する。） 
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