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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 福祉用具と住環境に関する領域 

科目名 福祉用具と住環境  

(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 
・福祉用具に関する知識を習得して支援に活用することができるようにする 

・住環境の知識を習得して家族や利用者に改修に関する提案ができるようにする 

到達目標 

・福祉用具に関する基礎的な知識を習得し、支援に活用できる 

・介護場面に応じて、福祉用具等を選択し、それらを活用した支援技術を習得し、実

践できる 

・住環境に関する基本的な知識を習得し、支援に活用できる 

・在宅や施設を問わず、利用者の生活の場となる住環境を評価し、介護場面に応じて
改善を提案することができる 

 含むべき内容 研修プログラム 

研修内容（研修プ

ログラム） 

○介護場面（移動・移乗、睡眠、

起居、排せつ、入浴、食事、

コミュニケーション等）に応

じた適切な福祉用具の選定

や住環境の整備 

○福祉用具・生活支援機器・義

肢装具・自助具などの種類と

機能 

○利用者の障害の程度による

機器の選定方法と、福祉用具

を活用する際のリスクの理

解 

○利用者の住環境の評価 

○利用者が自立生活を送るた

めの障害の状況に応じた住
環境の課題と対策 

 

福祉用具 

1. 福祉用具総論（定義、分類、種類、使用方
法）(2 時間） 

2. ICF と福祉用具の関係（位置づけ、アセスメン

ト方法）自立支援と介護支援で必要な技術(2
時間） 

3. 福祉用具とリスクマネジメント（事故・ヒヤ

リハットの考え方と対応）(2 時間） 
4. 高齢者の身体機能と福祉用具(1 時間） 
5. 福祉用具と座位能力（移動用具、シーティン

グの対応）体験実習(2 時間） 
6. 身体拘束禁止規定と福祉用具(2 時間） 
7. 腰痛予防と移乗用具（腰痛予防指針と移乗用

具の対応） 体験実習(2 時間） 
8. 福祉用具活用のケーススタディ 

グループ・ディスカッションより対応方法を

共有する(2 時間 

 
住環境  
○事前課題 

（利用者の住環境の評価） 
 自職場の利用者の生活環境のうち、「良いと思う
環境」、「良くないと思う環境」を写真に撮り、「どう

良いのか」、「どう良くないのか」についてまとめる。 
 
○住環境整備に関する概論（2 時間） 

（講義） 
超高齢社会における居住環境整備の重要性と課題
について全体像を把握する（地域包括ケアと住ま

い、ケアと連動した住まいなど） 
 
○住環境整備に関する基本技術（4 時間） 

（講義） 
 住宅改修・改造（手すり、段差、床材、建具、ス
ペースなど）、空間のスケール、家具、温熱環境、色

彩・インテリアについて解説する 
（演習） 
 住宅内の安全チェックリストを用いて住環境の

安全性確保に求められるポイントを確認する 
 
○利用者の住環境の評価（9 時間） 

（講義） 
 利用者の住環境を多面的に捉える必要性を具体
的な事例を紹介しながら解説する 

（演習） 
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 事前課題をもとに、住環境の評価を行い、その住
環境を改善または維持する計画を立てる 

 
○事後課題 

 事前課題で取り上げた利用者の環境について、そ

の環境を改善または維持する計画を作成する 

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 30 時間） 

修了要件 

○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。 

○修了評価として行う筆記試験（50 問程度）において、A～C 評価（100 点満点中 60
点以上）であること。D 評価（59 点以下）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。 

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 

・補助者についても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 

(2)受講者について 

受講対象 

（受講要件） 

単位取得できるのは介護福祉士資格を有するものであること。 

修了評価 
筆記試験（50 問程度）により行い、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） 

30 名（福祉用具講師 1 名、住環境講師 1 名）演習時も同じ講師で
行う 

開催場所（都道府

県） 
JA 長野県ビル(長野県長野市） 
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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 平成 29 年 5 月 

② 平成 29 年 6 月 

③  
 ① 長野県長野市 JA 長野県ビル 

開催場所（会場） ② 長野県長野市 JA 長野県ビル 

 ③  
(2)講師 

担当、氏名及び略歴 

担当する講義等 

福祉用具 

木之瀬隆 氏 

日本シーチング・コンサルタント協会理事長・作業療法士 

前日本医療科学大学保健医療学部教授 

長野県介護福祉士会シーティング研修講師、 

主な著書 「日常生活活動・福祉用具総論」編著、ﾒｼﾞｶﾙ

ﾋﾞｭｰ社、「見直そう、褥瘡ケア」田中秀子監修、共著、日

本看護協会出版会、「車いす・ｼｰﾃｨﾝｸﾞの理論と実践」澤村

誠志、伊藤利之監修、日本車椅子ｼｰﾃｨﾝｸﾞ協会編集、はる

書房、「高齢者のｼｰﾃｨﾝｸﾞ第 2 版」共著、三輪書店、「日常

生活活動学（ADL)ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾏｽﾀｰ･ﾃｷｽﾄ」編・著、ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ

社 

担当する講義等 

住環境  

大島千帆 氏 

埼玉県立大学社会福祉子ども学科准教授 

日本社会事業大学専門職大学院非常勤講師、日本個室ユニ

ット型施設推進協議会ユニットケア研修講師、所沢市高齢

者福祉計画推進会議委員、白十字会白十字あきつの里運営

推進会議委員、東京都認知症高齢者グループホーム整備事

業審査委員会委員、 

主な著書 「平成 25～平成 26 年度 日本社会事業大学社

会事業研究所 共同研究（特定研究）中間報告書『介護福

祉学の構築に関する研究』」共著、日本社会事業大学社会

事業研究所 

担当する講義等 

修了評価 

福祉用具 

木之瀬隆 氏（日本シーチング・コンサルタント協会理事長） 
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履歴等は同上 

担当する講義等 

住環境 

大島千帆 氏（埼玉県立大学社会福祉子ども学科准教授） 

履歴等は同上 

(3)実施体制 

研修の企画運営の組織 

（担当部局・人員） 

研修委員会（非常勤：17 名） 
事務局（担当事務局員、常勤：4 名） 
研修委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関や留意点について共有する。 
また、できる限り研修委員会の委員が研修を見学し、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 
研修委員会設置要綱 

研修管理責任者職名 副会長 

研修管理責任者氏名 原千香子 

機構問合先部署 長野県介護福祉士会事務局 

機構問合先担当者氏名 酒井良育 

機構問合先電話番号/FAX 026-223-6670 FAX 026-223-6679 

機構問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ sakai@kaigo-nagano.jp 

受講問合先部署 長野県介護福祉士会事務局 

受講問合先担当者氏名 酒井良育 

受講問合先電話番号/FAX 026-223-6670 FAX 026-223-6679 

受講問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ sakai@kaigo-nagano.jp 

(4)研修履歴の管理体制 

受講者への付与単位部門 長野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 
○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、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、会長名による修了証書を発行す
る。 

管理責任者氏名 土屋一都(事務局長） 

管理担当者氏名 酒井良育（担当の常勤職員） 
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