


（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 マネジメントに関する領域 

科目名 介護業務の標準化と質の管理 

(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 
・自職場において実践されている介護業務を整理し、サービスの質の評価と改善

に向けた検討を行うことができるようにする 

到達目標 

・サービスの質の評価の枠組みに関する基礎的な概念について、概説できる。 

・プログラム評価の考え方について概説できる。 

・論理的思考に基づいて実践を整理・記述することができる。 

・上記を踏まえたうえで、自職場の実践を科学的・客観的に記述、評価し、サービ

スの質の改善に向けた検討、業務の標準化に向けた実践の基準づくりや実践の

組織の検討を行うことができる。 

 含むべき内容 研修プログラム 

研修内容（研修プ

ログラム） 

○ヒューマンサービスの特性 

○サービスの質の評価の枠組み 

・ストラクチャー、プロセス、

アウトカムの考え方 

・プロセス評価とアウトカム

評価 

・技術的部分（科学的根拠）と

対人関係的部分 

・既存の「評価」の意味と意義

（第三者評価、報酬の加算・

減算など） 

○実践の記述と分析 

・プログラム評価の考え方（イ

ンパクト理論、プロセス理

論、フィディリティ評価等） 

・経験学習に基づく実践の言

語化、構造化、抽象的概念化、

（演習含む） 

・論理的思考に基づく自職場

実践の記述と構造化、評価と

改善策の検討（課題学習と演

習） 

○介護業務の標準化と管理 

・対人援助における標準化の

意味、サービス標準、ケアミ

ニマム、ルール・ロール・ツ

ールの整備 

・介護業務基準、業務と実践の

捉え方（演習含む） 

・指導的立場にある者の職務

（内省支援、業務支援、精神

支援等）、学習する組織の重

要性 

・可塑性を行動レベルではなく

○事前課題①（3 時間） 

自組織におけるサービスの質を評価する仕

組みと効果、課題について、レポート（A4、1

～2 枚程度）にまとめる。 

○事前課題②（3 時間） 

 自組織における既存のマニュアルや手順書

について総点検し、感じたこと、考えたこと

をレポート（A4、1～2 枚程度）にまとめる。 

 

 

○講義 

「福祉サービスの特性と質的評価」（４時間） 

１．製造業等によって生産される有形物と無形

のサービスを比較し、サービス、介護・福祉

サービスにはどのような特性があるかにつ

いて解説する。 

２．福祉サービスの質的評価に用いられる評価 

の 3 次元（ドナベディアンモデル：ストラク

チャー・プロセス・アウトカム評価）、特にプ

ロセス評価、アウトカム評価の有効性に関す

る重要性について解説する。 

３．既存の「評価」（指導監査、介護報酬、福

祉サービスの第三者評価、外部評価等）の意

味と意義について解説する 

 

○演習 

１．「評価の実際」（2 時間） 

講師が提示した事例をもとに、プロセス評価

やアウトカム評価の重要性を理解するととも

にプロセス評価とアウトカム評価の利点と課

題について議論し整理する。 

 

 

２．「自組織の評価システムの評価」（2 時間） 



思考レベルに求めるマニュア

ルや手順書のあり方、実践の基

準づくり、実践の組織化のあり

方（演習含む） 

 

 

事前課題①を元に自組織における評価の仕

組みを第三者の視点で評価し合う。 

 

○講義 

「実践の構造的記述と分析」（３時間） 

実践の質向上のためには業務標準化と SDCA

サイクル、業務改善のために PDCA サイクルを

実践する必要がある。また、当該プロセスを遂

行する上で、実践の構造的な記述（言語化、抽

象的概念化、構造化）が欠かせないことを解説

する。また、実践の構造的な記述の例としての

マニュアル（思考レベルでの可塑性の実現を意

識した）や手順書のあり方、実践の基準づくり、

実践の組織化のあり方について解説する。 

 

○事前課題③（3 時間） 

プログラム評価について自己学習した上で、

自組織内の特定の取り組みについてプログラ

ム評価の視点を用いて評価し、レポート（A4、

1～2 枚程度）にまとめる 

 

○講義 

「プログラム評価による評価の実際」（2 時間） 

実践の構造的な記述をする上で有益なプロ

グラム評価の考え方を解説する。 

 

○演習 

「自組織の取り組みを評価する」（2 時間） 

グループ（４～６人）単位で、各自が提出し

た事前課題③の（プログラム評価の視点での）

適切性を検討する。 

個別具体的な実践事例を起点としながら、事

例を俯瞰するような管理的な視点で記載する

ことが、サービスの標準化、業務基準、ケアミ

ニマムの作成につながることを理解する。ま

た、当該プロセスを通して経験学習の有効性の

理解を促進する。 

 

○講義 

「評価項目の作成と質の管理」（3 時間） 

フィディリティ評価、インパクト評価、自己

評価と第三者評価の関係性を理解する。 

規範として定義された実践のプロセスを組

織化する方法、部下の育成方法について学ぶ。 

 

○事後課題①（3 時間） 

2 日目の講義・演習を踏まえ、事前課題③で

まとめた「自組織内の特定の取り組みの評価」

に関して修正を行うとともに必要な評価項目

を付加し、当該評価項目を用いた実践の改善の

ために必要な組織づくり計画をまとめる。 

 

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。 

○課題学習は事前課題①～③（詳細は上述）、事後課題①（詳細は上述）を課し、

レポート提出してもらい、担当講師が評価する。事前課題①②は初回集合研修前

に提出。事前課題③は第二回集合研修前に提出。 

研修時間 30 時間（集合研修 18 時間、課題学習 12 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又は早退について 30 分を上限として認

める。（レポート課題あり） 

以下、①5 割、②5 割として、100 点満点中 80 点以上を A 評価、70～79 点を B

評価、60～69 点を C 評価とする。D 評価の場合は再試験を行う。なお、再試験は

複数回の受験を可能とする。 

①サービスの質の評価の視点、具体的な方法、実践の記述と分析方法、介護業

務の標準化と管理に関する基礎的知識、要点の理解度を確認するための筆記

試験（25 問、50 点満点） 

②事後課題は、50 満点で評価する。 

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介護福祉士であることが望ましい 

・介護福祉士として指導的立場で 5 年以上の経験があり、実践の評価と改善に取

り組んでいる者が望ましい 

・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者であること。 

・Ⅰ類を修了していること。 

・ユニットリーダー又はサービス提供責任者以上の職歴が 3 年以上の者が望まし

い。 

修了評価 

修了評価は以下により行う 

１．筆記試験（25 問、50 点満点） 

サービスの質の評価の視点、具体的な方法、実践の記述と分析方法、介護業務の標

準化と管理に関する基礎的知識、要点の理解度を確認するための筆記試験を実施

する。 

２．事後レポート課題（50 点満点で評価） 

本講義で学んだことを用いて、事前課題③でまとめた「自組織内の特定の取り

組みの評価」に関して修正を行うとともに必要な評価項目を付加し、当該評価項

目を用いた実践の改善のために必要な組織づくり計画（A4、1～2 枚程度）をまと

める。 

３．上記１を 5 割、上記２を 5 割として、100 点満点中 80 点以上を A 評価、70～

79 点を B 評価、60～69 点を C 評価とする。60 点以下の場合はビデオ学習による補

講を行った上で、別途課されるレポート（リスクマネジメントについて A4 用紙 1

枚にまとめる）を提出する。 

なお、集合研修を欠席した場合、課題が提出されていても修了を認めない。 

(3)研修の環境条件 

定員（講師の配置

基準） 

40 名 （講師 1 名）演習時も同じ講師が行う。ファシリテータ―2 名程度とし、

認定介護福祉士又は資格取得後 10 年以上の介護福祉士とする。 

開催場所（都道府

県） 
静岡県総合社会福祉会館シズウエル(静岡県静岡市葵区駿府町 1—70) 

 

 

 

 

 



コマシラバス（2 日間） 

科目【介護業務の標準化と質の管理】 
1 日目【講義・演習９時間】          ※本科目に関しては 1 時間を 45 分と換算します。 

区分 科目名 時 間 内 容 

１コマ目 

介護業務の標準化と質の管理① 

「ヒューマンサービスの特性」 

（講義） 
9:30～11:00  

 

 

90 

製造業等によって生産される有形物と無形の

サービスを比較し、サービス、介護・福祉サービ

スにはどのような特性があるかについて解説す

る。 

 休憩 11:00～11:10   

２コマ目 

介護業務の標準化と質の管理 

「サービスの質の評価の枠組

み」（講義） 

11:10～12:40 

 

 

90 

・福祉サービスの質的評価に用いられる評価の 3

次元（ドナベディアンモデル：ストラクチャー・

プロセス・アウトカム評価）、特にプロセス評価、

アウトカム評価の有効性に関する重要性につい

て解説する。 

・既存の「評価」（指導監査、介護報酬、福祉サー

ビスの第三者評価、外部評価等）の意味と意義に

ついて解説する 

 昼食休憩 12:40～13:40   

３コマ目 

介護業務の標準化と質の管理① 

「評価の実際」（演習） 

  
13:40～15:10 

 

90 

講師が提示した事例をもとに、プロセス評価や

アウトカム評価の重要性を理解するとともにプ

ロセス評価とアウトカム評価の利点と課題につ

いて議論し整理する。 

 休憩 15:10～15:20   

４コマ目 

介護業務の標準化と質の管理① 

「自組織の評価システムの評

価」（演習） 

15:20～16:50 

 

 

90 

・事前課題①を元に自組織における評価の仕組み

を第三者の視点で評価し合う。 

 休憩 16:50～17:00   

5 コマ目 

介護業務の標準化と質の管理② 

「実践の構造的記述と分析」

（講義） 17:00～17:45 

 

45 

実践の質向上のための業務標準化と SDCA サイク

ル、業務改善のための PDCA サイクルの方法、当

該プロセスを遂行する上で、実践の構造的な記

述（言語化、抽象的概念化、構造化）が欠かせ

ないことを解説する。 

2 日目【講義・演習９時間】 

区分 科目名 時 間 内 容 

１コマ目 

介護業務の標準化と質の管理② 

「実践の構造的記述と分析」 

（講義） 
9:30～11:00  

 

 

90 

実践の構造的な記述の例としてのマニュアル

（思考レベルでの可塑性の実現を意識した）や手

順書のあり方、実践の基準づくり、実践の組織化

のあり方について解説する。 

 休憩 11:00～11:10   

２コマ目 

介護業務の標準化と質の管理②

「プログラム評価による評価の

実際」（講義） 

11:10～12:40 

 

90 

実践の構造的な記述をする上で有益なプログ

ラム評価の考え方を解説する。 

 昼食休憩 12:40～13:40   

３コマ目 

介護業務の標準化と質の管理② 

「自組織の取り組みを評価す

る」（演習） 

13:40～15:10 

 

90 

グループ（４～６人）単位で、各自が提出し

た事前課題③の（プログラム評価の視点での）

適切性を検討する。 

 休憩 15:10～15:20   

４コマ目 

介護業務の標準化と質の管理② 

「評価項目の作成と質の管理」 

（講義）  
15:20～16:50 

 

 

90 

フィディリティ評価、インパクト評価、自己評

価と第三者評価の関係性を理解する。規範として

定義された実践のプロセスを組織化する方法、部

下の育成方法について学ぶ。 

 休憩 16:50～17:00   

5 コマ目 全体のまとめ（講義） 17:00～17:45 45  



（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 ２０２０年 12 月 12 日 

② ２０２０年 12 月 19 日 

②  
 ① 静岡県総合社会福祉会館（静岡市葵区駿府町 1－70） 

開催場所（会場） ②      〃 

 ③  
(2)講師 

担当、氏名及び略歴 

〇企業業務の標準化と質の管理 

落合 克能氏 

【最終学歴】 

・平成 20 年 3 月 聖隷クリストファー大学大学院社会福

祉学研究科（博士前期課程）修了 

・平成 28 年 3 月 聖隷クリストファー大学大学院社会福

祉学研究科（博士後期課程）単位取得後満期退学 

【職歴】 

・平成 8 年 6 月 （社福）八生会特別養護老人ホーム豊田

一空園就職（生活相談員、介護主任等）  

※平成 15 年 7 月退職 

・平成 16 年 4 月 （社福）萬松会特別養護老人ホーム萬

松の里就職（主任生活相談員、介護支援専門員、施設長補

佐、事務長等） 

  ※平成 18 年 3 月退職（退職後 1 年間非常勤契約） 

・平成 23 年 4 月 （学法）聖隷学園聖隷クリストファー

大学社会福祉学部に教員として就職（現在に至る） 

【地域貢献活動】 

（NPO）えんしゅう精神保健福祉をすすめる会監事 

（社福）昴会 監事 

（社福）和光会 理事 

（社福）みどりの樹評議員 

（社福）七恵会評議員    ※その他 

【主な著書】 

・『グラウンデッドセオリー』ミネルバ 2017（共著） 

・「特別養護老人ホームにおける居住支援としてのソーシ

ャルワーク」『ソーシャルワーク研究』Vol39,No3,pp.31-

38.（相川書房 2013.10） 

担当する講義等 



事後課題評価 

落合克能氏 

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（非常勤:6 名） 
委員会事務局（担当事務局員：常勤 2 名・非常勤 2 名） 
 
認定介護福祉士養成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 

 
静岡県介護福祉士会の定款、研修委員会の諸規程に準ず
る。 
 
 

研修管理責任者職名 会長 

研修管理責任者氏名 及川 ゆりこ 

機構問合先部署 静岡県介護福祉士会事務局 

機構問合先担当者氏名 平野 美智子 

機構問合先電話番号/FAX 054－253－0818 / 054－253－0829 

機構問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ shizukai@cy.tnc.ne.jp 

受講問合先部署 静岡県介護福祉士会事務局 

受講問合先担当者氏名 平野 美智子 

受講問合先電話番号/FAX 054－253－0818 / 054－253－0829 

受講問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ shizukai@cy.tnc.ne.jp 

(4)研修履歴の管理体制 

受講者への付与単位部門 静岡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 及川 ゆりこ（会長） 

管理担当者氏名 平野 美智子（事務局長） 


	静岡県（介護業務の標準化）
	文書名静岡；業務の標準化

