


 

※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１年 9 月 27 日 

申請団体名 一般社団法人岡山県介護福祉士会 

申請団体代表者氏名 会長 安達 悦子 

申請責任者職名 

申請責任者氏名 

事務局長 

神寳 誠子 

団体住所 

 

同 Tel・Fax 

メールアドレス 

〒700-0807 

岡山市北区南方 2-13-1 きらめきプラザ 7 階 

Tel：( 086 )-( 222 )-( 3125 ) 

Fax：( 086 )-( 222 )-( 6780 ) 

E-mail   okayama-kaigo@woody.ocn.ne.jp   

申請対象の領域 領域名：自立に向けた介護実践の指導領域 

科目名（単位数） 科目名：地域における介護実践の展開  （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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（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  自立に向けた介護実践の指導領域  

科目名  地域における介護実践の展開  

(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  

・自ら提供する介護実践と介護福祉職チームの地域における位置づけを理解

し、利用者が地域の生活を継続するための支援を展開する能力の開発と育

成。  

・施設・事業所が地域拠点としての役割を果たす取り組みを実践する能力の

開発と育成。  

・介護福祉職チームのリーダーとして介護サービスマネジメントを実践し、

提供するサービスの質の向上を図る能力の開発と育成。  

・地域におけるボランティア、家族介護者、介護福祉士等への介護に関する

助言・支援が行えるような、地域とかかわる能力の開発と育成。  

到達目標  

①地域の生活を継続するため、他職種を巻き込んだ見通しの立った計画（ア

クションプラン）を立てる能力を開発することができる。  

②地域の生活を継続するために、他職種に自立に向けた生活支援を指導する

能力を開発することができる。  

③他職種を含む介護連携チームに事例検討が運営できる能力を開発すること

ができる。  

④伝える、伝わるプレゼンテーションを実践できる能力を開発することがで

きる。  

⑤地域における認定介護福祉士の役割（①～④の役割）が実践できる  

 含むべき内容  研修プログラム  

研修内容（研修プロ

グラム）  

1.地域におけるそれぞれの

介護実践を理解し、地域に

おいて利用者を継続的に支

える支援の展開  

〇地域包括ケアにおける介

護の役割  

〇地域で生活する意義  

〇地域でこれまでの生活を

最期まで続けるために必要

な視点と介護実践  

〇在宅での生活維持のため

の介護実践  

〇介護サービスマネジメン

ト  

〇地域における施設の役割  

〇様々な地域資源の活用と

創造  

・地域包括ケアシステム  

・自立支援  

・ソーシャルワーク  

・生活の理解  

・自己決定（意思決定支

◆地域において利用者を継続的に支える支援

展開を理解する  

・地域包括ケアシステムの復習  

・地域包括ケアにおける介護福祉の役割  

・地域包括ケアにおける介護福祉士の役割  

・地域で生活する意義  

・地域でこれまでの生活を最期まで続けるために  

必要な視点と介護福祉実践  

・在宅での生活維持のための介護福祉実践  

・在宅生活を支える介護サービスマネジメント  

・地域における施設の役割  

・地域に開かれた施設のあり方  

・様々な地域資源の活用と創造  

 

地域生活継続に課題が生じている場面に対

し、地域で生活する意義について理解したう

えで、生活モデル：問題解決アプローチ等の、

ソーシャルワークの理論とアプローチ等を参

考に、分類することで、分析的視点を身につけ

る。生活の理解を土台に、自立支援や介護予防

の視点を盛り込む。最期まで希望する生活の

継続に向けた、自己決定（意思決定支援）、尊

厳を支える介護について検討する。また、課題



 

援）  

・尊厳を支える介護  

・地域に開かれた施設のあ

り方  

・在宅生活を支える介護サ

ービスマネジメント  

・社会資源  

・ケアチームの育成  

 

2.地域生活を継続するため

のアクションプランの作

成  

〇アクションプランとは  

〇介護福祉職のチームリー

ダーとしてアクションプ

ランの作成、実施、評価、

指導方法  

・アクションプラン  

・PDCA サイクル  

・他（多）職種連携  

 

3.相手に伝わり、動かすプレ

ゼンテーションの方法と

指導  

〇地域住民や行政機関等の

協力を促すプレゼンテー

ションスキル  

〇他職種に理解してもらう

ためのプレゼンテーショ

ンスキルの獲得  

〇生活支援の指導方法  

〇事例検討会の開催方法  

・プレゼンテーションスキ

ル  

・伝えて行動を促す技術  

・根拠（エビデンス）を伝え

る生活支援の指導方法  

・事例検討  

 

4.地域社会における認定介

護福祉士の役割  

〇地域と関わるということ  

〇地域包括ケアシステムに

おいて様々な生活課題を自

助・互助・共助・公助の視点

から解決していく取り組み  

〇地域社会における認定介

護福祉士の役割  

〇認定介護福祉士が互助に

対して支援を行う重要性  

・地域における認定介護福

祉士  

・インフォーマルサービス  

・サロンや自治会等の活動  

・主体的に活動できる団体

解決場面における、介護福祉士の役割、認定介

護福祉士の役割を考察する。  

◆地域における介護実践を理解し、地域での生活

を継続するための支援展開を理解する 

ふたつの事例をもとに、6 つのポイントをお

さえた援助展開について、グループディスカ

ッションを行い、アクションプランを作成す

る。各セッションにおいて、介護福祉士の役

割、認定介護福祉士の役割を考察することを

通して、介護福祉職のチームリーダーとして

アクションプランの作成、実施、評価、指導方

法を習得する。①サービスを利用しながら、最

期まで自宅で生活できた事例  ポイント 1：地

域で生活する意義、ポイント 2：在宅生活維持

のためのケアの見通し、ポイント 3：最期まで

地域での生活を継続するために必要な視点  

②骨折により入院し、施設生活の後、在宅（以

前の自宅とは異なる）での生活に移行する事

例  ポイント4：地域に戻るために必要な施設

ケア、ポイント5：地域生活継続に必要な視点

と支援方法、ポイント6：地域資源の活用  

◆模擬ケアカンファレンス 

専門職チームにおける、介護福祉士と認定

介護福祉士の役割を理解する。また、その内容

を介護福祉職チームに持ち帰り、介護福祉職

チーム内での協働について検討するととも

に、ケアチームの育成、介護福祉職リーダーの

育成について学ぶ。  

インフォーマルサービス、サロンや自治会

等の活動についても模擬カンファレンスシナ

リオに盛り込み、様々な社会資源を活用した

地域生活援助が展開できるようにする。  

既存の社会資源にとどまらず、新たな社会資

源を創造する視点を大切にする。  

◆家族介護者・地域住民セミナー企画  

家族介護者・地域住民に向けた「地域（在宅）

での介護  ～ご本人、家族介護者、が安寧に希

望する生活を続けられるために～」と題した

セミナーの企画を行う。  

 まず、基礎知識の復習として、地域活動を行

う認定介護福祉士に求められる、①地域と関

わるということ、②地域包括ケアシステムに

おいて様々な生活課題を自助・互助・共助・公

助の視点から解決していく取り組み、③地域

社会における認定介護福祉士の役割④認定介



 

づくり、しかけづくり  

・地域の介護力の分析  

・人とのつながり  

護福祉士が互助に対して支援を行う重要性に

ついて再確認する。  

地域の介護力の向上を図るための役割、地域

における住民等の人間的尊厳が保障され豊か

な生活を送れるような地域社会をつくるため

の啓蒙的役割をふまえ、家族介護者および地

域住民に何を伝える必要があるのかをグルー

プディスカッションにより構成していき、セ

ミナー内容に盛り込む。  

◆家族介護者・地域住民セミナー準備  

 セミナー開催に向けた最終確認と開催準備

を行う。  

◆家族介護者・地域住民セミナー実践  

家族介護者・地域住民に向けた「地域（在宅）

での介護  ～ご本人、家族介護者、が安寧に希

望する生活を続けられるために～」と題した

セミナーの実践を行う。  

◆家族介護者・地域住民セミナー実践の振り返り 

 認定介護福祉士として、家族介護者・地域住

民に発したメッセージは伝わったのか。参加

者から得られた、地域生活の実態から、認定介

護福祉士が果たすべき役割についてディスカ

ッションを行う。  

◆介護福祉士セミナー企画  

家族介護者・地域住民向けセミナーの経験を

踏まえ、介護福祉士に向けた「地域における介

護実践の展開」と題したセミナーの企画を行

う（介護福祉士会の主催する初任者研修とし

て）。  

◆介護福祉士セミナー実践  

介護福祉士に向けた「地域における介護実践

の展開」と題したセミナーの実践を行う（介護

福祉士会の主催する初任者研修として）。  

◆介護福祉士セミナーの振り返り 

認定介護福祉士として、介護福祉士に発した

メッセージは伝わったのか。参加者から得ら

れた、介護福祉職チームの実態から、認定介護

福祉士が果たすべき役割についてディスカッ

ションを行う。  

◆1 講から 14 講のまとめ 

◆事後レポート課題の説明  

研修方法  ■通学課程（集合研修）  

 

・研修は、講義と演習を併せて行う。  

・演習は、セルフワーク、グループディスカッション、プレゼンテーション

を通して行う。  

・グループワークでは、毎回、司会と書記を決め、ディスカッションを深め

る。グループ発表の際には、司会、タイムキーパー、指定質問者を設定し、

成果発表の進行と展開といったファシリテーターの役割を体験できるよう

にする。  

・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 15 回（1 回 90 分：計 30 時間相当）の出席を要する。  



 

・事後レポート課題を提出し、基準を満たしていること。  

・担当利用者の急変、公共交通機関の遅延、冠婚葬祭等、やむを得ない事情

については考慮する。  

・遅刻と早退は、各日の開始後 30 分以内、終了前 30 分以内で、上記等の事

情によるものであれば、レポート課題の提出により、出席と認める。   

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。   
(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。  

・「応用的生活支援の展開と指導」修了していること。  

・現在、介護福祉士として就業している者が望ましい。  

修了評価  

修了評価は、以下により行う。（①～④のすべてを満たすこと）  

①出席状況が修了要件を満たしていること。  

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（合格、不合格で判定） 

③事後課題「各職場において、地域等の住み慣れた場、利用者にとっての最

適の場においての、自立した生活を送るためのアクションプランの作成と実

施状況についてレポートを作成」して提出すること。  

【修了評価の視点】  

・利用者の希望、利用者にとっての最適の場での生活が志向されている。  

・科学的根拠に基づく、予後予測を正確に行ったうえで、プランを立案でき

ている  

・目標や評価の視点がしっかりと記述されている。  

・チームケアの視点で考えられている（多職種チーム、介護福祉職チーム）。 

・多職種チームの中での介護福祉士の役割を理解し、プランに含めることが

できている  

・介護福祉職チームにおける、現状での介護福祉職の力量のアセスメントが

適切に行われ、ケアスタッフの介護技術向上および自立支援の視点の涵養

等、スキル向上のための研修等がアクションプランに含まれている。  

・介護福祉職チームにおける、介護福祉士と認定介護福祉士の役割分担が理

解できている  

・周知のための可視化などの工夫が盛り込まれている。  

・目標に対する評価基準が適切に設定されている（見込まれる成果と予後予

測）。  

【評価基準】  

課題レポートの内容を、それぞれ、「A・B・C・D」で評価を行い、「C」以

上であれば修了を認めることとする。「D」である場合は、再提出されたレポ

ートを再評価する。  

 

(3)研修の環境条件  

定員（講師の配置基

準）  
15 名  （講師 1 名）  

開催場所（都道府県） 岡山県  

 

 

 

 

 



 

（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 2023 年（調整中） 

②  

③  

 ① 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO 会館 

開催場所（会場） （岡山市北区南方 2-13-1） 

  

(2)講師 

担当、氏名及び略歴 

担当講師（演習・課題・評価）：佐藤 ゆかり 氏 

【職歴】 

現職:岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科 准教授 

【講師経験・社会活動等】 

1）教育歴  

 H21～岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科 助教 

 H25～         〃        准教授 

 専門領域:老年科学および介護福祉学 

 担当科目:認知症ケア論 介護総合演習 介護福祉実習

（在宅実習）福祉用具の活用技術と理論 生活支援技

術 介護過程Ⅱ応用 介護過程Ⅲ実践 ソーシャル

ワーク演習 

2）研究歴 

  H22～25「介護福祉士の職場定着に向けたキャリアア

ップ支援システム構築に関する研究」 

  H26～29「介護福祉士の認知症ケア技能向上プログラ

ム作成とキャリアアップ支援システムへの応用」 

  H30～「認知症ケアの階層モデル構造をふまえた介護

スタッフのスキルアップ規定要因の検証」 

【著書等】 

「介護福祉辞典」日本介護福祉学会 

 「高齢化と生活行為」「認知症の人に対する介護の 

  実際」を分担執筆 

「認知症対応型共同生活介護事業所に勤務する介護福祉

士が中程度認知症高齢者を対象に実践する認知症ケア

の現状と職場内研修体制との関連」日本認知症ケア学会

誌（2017.7） 

「4 年生養成課程を卒業した介護福祉士が実践する認知症 

 ケアの現状」介護福祉教育 43（2018．11） 

(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（岡山県介護福祉士会
正副委員長・事務局員）10 名内常勤 2 名 



 

研修の企画運営に関する

諸規程 
岡山県介護福祉士会定款に準ずる 

研修管理責任者職名 岡山県介護福祉士会研修委員長 

研修管理責任者氏名 松島 智枝美 

機構問合先部署 岡山県介護福祉士会事務局 

機構問合先担当者氏名 藤原 美恵子 

機構問合先電話番号/FAX TEL 086-222-3125/ FAX 086-222-6780 

機構問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ okayama-kaigo@woody.ocn.ne.jp 

受講問合先部署 岡山県介護福祉士会事務局 

受講問合先担当者氏名 藤原 美恵子 

受講問合先電話番号/FAX TEL 086-222-3125/ FAX 086-222-6780 

受講問合先 e-mail ｱﾄﾞﾚｽ okayama-kaigo@woody.ocn.ne.jp 

(4)研修履歴の管理体制 

受講者への付与単位部門 岡山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、その後は外付けディスクで 
 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 
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、 
全過程を修了した者には、岡山県介護福祉士会会長名によ
る修了証明書を発行する。 

管理責任者氏名 事務局長 神寳 誠子 

管理担当者氏名 事務局員 藤原 美恵子 

 

 

 



（別添資料） 

集合研修における具体的なコマシラバス 

申請対象の領域  自立支援に向けた介護実践の指導領域  

科目名  地域における介護実践の展開   

集合研修の総時間数  30 時間 

 

 

1 日目（90 分×3 回：6 時間相当） 

時間 テーマ 展開内容（講義ポイントや演習の展開内容） 留意事項等 
担当講師 

（補助講師） 

1 講 

9:00-10:30 

（90 分：2 時間） 

 

 

1．地域におけるそれぞれ

の介護実践と地域において

利用者を継続的に支える支

援の展開 

◆地域において利用者を継続的に支える支援展開を理解する 

（講義） 

・地域包括ケアシステムの復習 

・地域包括ケアにおける介護福祉の役割 

・地域包括ケアにおける介護福祉士の役割 

・地域で生活する意義 

・地域でこれまでの生活を最期まで続けるために必要な視点と

介護福祉実践 

地域包括ケアシステム等

の政策や制度は、最新の情報

をもとに講義する。 

 

Ⅰ類の既習科目、およびⅡ

類の「地域に対するプログラ

ムの企画」等の科目との不要

な重複が生じないよう、連携

を密にとっていく。 

 

既習科目の知識の定着と

活用を図るべく、受講生が積

極的に Output できる講義・

佐藤ゆかり 

（松田実樹） 

2 講 

10:40-12:10 

（90 分：2 時間） 

・在宅での生活維持のための介護福祉実践 

・在宅生活を支える介護サービスマネジメント 

・地域における施設の役割 

・地域に開かれた施設のあり方 

・様々な地域資源の活用と創造 



3 講 

13:00-14:30 

（90 分：2 時間） 

 

 

◆地域において利用者を継続的に支える支援展開を理解する 

（講義・演習） 

地域生活継続に課題が生じている場面に対し、地域で生活す

る意義について理解したうえで、生活モデル：問題解決アプロ

ーチ等の、ソーシャルワークの理論とアプローチ等を参考に、

分類することで、分析的視点を身につける。 

生活の理解を土台に、自立支援や介護予防の視点を盛り込

む。 

最期まで希望する生活の継続に向けた、自己決定（意思決定

支援）、尊厳を支える介護について検討する。 

また、課題解決場面における、介護福祉士の役割、認定介護

福祉士の役割を考察する。 

演習環境を整える。 

 

高齢領域のみならず、障が

い者支援領域についても包

括して検討する。 

 

  



2 日目（90 分×4 回：8 時間相当） 

時間 テーマ 展開内容（講義ポイントや演習の展開内容） 留意事項等 
担当講師 

（補助講師） 

4 講 

9：00-10：30 

（90 分：2 時間） 

 

2．地域生活を継続するた

めのアクションプランの作

成 

◆地域における介護実践を理解し、地域での生活を継続するた

めの支援展開を理解する 

（講義・演習） 

ふたつの事例をもとに、6 つのポイントをおさえた援助展開

について、グループディスカッションを行い、アクションプラ

ンを作成する。 

各セッションにおいて、介護福祉士の役割、認定介護福祉士

の役割を考察することを通して、介護福祉職のチームリーダー

としてアクションプランの作成、実施、評価、指導方法を習得

する。 

①サービスを利用しながら、最期まで自宅で生活できた事例 

  ポイント1：地域で生活する意義 

ポイント2：在宅生活維持のためのケアの見通し 

ポイント3：最期まで地域での生活を継続するために 

必要な視点 

事例検討会の開催方法に

ついて理解を促す。 

 

事例検討では、利用者と家

族のアセスメントのみなら

ず、地域の介護力の分析、利

用者と地域のつながり、家族

と地域のつながり、地域の人

と人とのつながり等につい

てもアセスメントするよう

促していく。 

 

アクションプランの作成

にあたり、PDCA サイクルを

理解できるようサポートし

ていく。 

 

 

佐藤ゆかり 

（趙敏廷） 

（松田実樹） 

5 講 

10:40-12:10 

（90 分：2 時間） 

 

 ②骨折により入院し、施設生活の後、在宅（以前の自宅とは異

なる）での生活に移行する事例 

  ポイント4：地域に戻るために必要な施設ケア 

ポイント5：地域生活継続に必要な視点と支援方法 

ポイント6：地域資源の活用 

 佐藤ゆかり 

（趙敏廷） 

（松田実樹） 



6 講 

13:00-14:30 

（90 分：2 時間） 

 

3．相手に伝わる、動かすプ

レゼンテーション方法と指

導 

◆模擬ケアカンファレンス 

専門職チームにおける、介護福祉士と認定介護福祉士の役割

を理解する。また、その内容を介護福祉職チームに持ち帰り、

介護福祉職チーム内での協働について検討するとともに、ケア

チームの育成、介護福祉職リーダーの育成について学ぶ。 

インフォーマルサービス、サロンや自治会等の活動について

も模擬カンファレンスシナリオに盛り込み、様々な社会資源を

活用した地域生活援助が展開できるようにする。 

既存の社会資源にとどまらず、新たな社会資源を創造する視

点を大切にする。 

 

地域で活動する他専門職

との協働を必ず盛り込み、他

（多）職種連携、ケアチーム

育成についての理解を促す。 

 

他職種に理解してもらう

ためのプレゼンテーション

スキルの獲得に努める。 

 

 

佐藤ゆかり 

（趙敏廷） 

（松田実樹） 

7 講 

14:40-16:10 

（90 分：2 時間） 

 

4．地域社会における認定

介護福祉士の役割 

◆家族介護者・地域住民セミナー企画 

家族介護者・地域住民に向けた「地域（在宅）での介護 ～

ご本人、家族介護者、が安寧に希望する生活を続けられるため

に～」と題したセミナーの企画を行う。 

 まず、基礎知識の復習として、地域活動を行う認定介護福祉

士に求められる、①地域と関わるということ、②地域包括ケア

システムにおいて様々な生活課題を自助・互助・共助・公助の

視点から解決していく取り組み、③地域社会における認定介護

福祉士の役割④認定介護福祉士が互助に対して支援を行う重

要性について再確認する。 

地域の介護力の向上を図るための役割、地域における住民等

の人間的尊厳が保障され豊かな生活を送れるような地域社会

をつくるための啓蒙的役割をふまえ、家族介護者および地域住

民に何を伝える必要があるのかをグループディスカッション

により構成していき、セミナー内容に盛り込む。 

 

家族介護者に対する生活

支援の指導方法を習得する。 

 

専門職ではない家族介護

者に対し、わかりやすくかみ

砕いた表現を用いて根拠（エ

ビデンス）を伝える生活支援

の指導方法を習得する。 

佐藤ゆかり 

（趙敏廷） 

（松田実樹） 



3 日目（90 分×4 回：8 時間相当）  

時間 テーマ 展開内容（講義ポイントや演習の展開内容） 留意事項等 
担当講師 

（補助講師） 

8 講 

9：00-10：30 

（90 分：2 時間） 

 

1．地域におけるそれぞれ

の介護実践と地域において

利用者を継続的に支える支

援の展開 

2．地域生活を継続するた

めのアクションプランの作

成 

3．相手に伝わる、動かすプ

レゼンテーション方法と指

導 

4．地域社会における認定

介護福祉士の役割 

◆家族介護者・地域住民セミナー準備 

 セミナー開催に向けた最終確認と開催準備を行う。 

 

既習科目で習得した知識

と SKILL を統合し、Output

する機会とする。 

 

佐藤ゆかり 

（原野かおり） 

9 講 

10:40-12:10 

（90 分：2 時間） 

 

◆家族介護者・地域住民セミナー実践 

家族介護者・地域住民に向けた「地域（在宅）での介護 ～

ご本人、家族介護者、が安寧に希望する生活を続けられるため

に～」と題したセミナーの実践を行う。 

 

相手に伝わり、動かすプレ

ゼンテーションの方法と指

導について、自己評価と他者

評価を行うことで、伸ばすべ

き点・修正すべき点を適切に

認識できるようにする。 

 

10 講 

13:00-14:30 

（90 分：2 時間） 

 

◆家族介護者・地域住民セミナー実践の振り返り 

 認定介護福祉士として、家族介護者・地域住民に発したメッ

セージは伝わったのか。参加者から得られた、地域生活の実態

から、認定介護福祉士が果たすべき役割についてディスカッシ

ョンを行う。 

11 講 

14:40-16:10 

（90 分：2 時間） 

 

◆介護福祉士セミナー企画 

家族介護者・地域住民向けセミナーの経験を踏まえ、介護福

祉士に向けた「地域における介護実践の展開」と題したセミナ

ーの企画を行う（介護福祉士会の主催する初任者研修として） 

 

伝えて行動を促す技術に

ついて、セミナーに参加する

介護福祉士が身につけられ

るよう演習を展開する方法

を検討できるよう助言する。 

佐藤ゆかり 

（原野かおり） 

 



4 日目（90 分×4 回：8 時間相当）  

時間 テーマ 展開内容（講義ポイントや演習の展開内容） 留意事項等 
担当講師 

（補助講師） 

12 講 

9：00-10：30 

（90 分：2 時間） 

1．地域におけるそれぞれ

の介護実践と地域において

利用者を継続的に支える支

援の展開 

2．地域生活を継続するた

めのアクションプランの作

成 

3．相手に伝わる、動かすプ

レゼンテーション方法と指

導 

4．地域社会における認定

介護福祉士の役割 

◆介護福祉士セミナー実践 

介護福祉士に向けた「地域における介護実践の展開」と題し

たセミナーの実践を行う（介護福祉士会の主催する初任者研修

として） 

 

地域住民や行政機関等の

協力を促すプレゼンテーシ

ョンスキル習得の場とでき

るよう、プロトコルに盛り込

む助言を行う。 

 

佐藤ゆかり 

（原野かおり） 

13 講 

10:40-12:10 

（90 分：2 時間） 

14 講 

13:00-14:30 

（90 分：2 時間） 

 

◆介護福祉士セミナーの振り返り 

認定介護福祉士として、介護福祉士に発したメッセージは伝

わったのか。参加者から得られた、介護福祉職チームの実態か

ら、認定介護福祉士が果たすべき役割についてディスカッショ

ンを行う。 

 佐藤ゆかり 

（原野かおり） 

15 講 

14:40-16:10 

（90 分：2 時間） 

 

 ◆1 講から 14 講のまとめ 

◆事後レポート課題の説明 

「各職場において、地域等の住み慣れた場、利用者にとって

最適の場においての、自立した生活を送るためのアクションプ

ランの作成と実施状況について」 

アクションプランには、ケア場面の変遷（生活場所の移動を

含む）が含まれているため、常に利用者の希望、利用者にとっ

ての最適の場での生活という視点をもって、各場面に応じた計

画・プランの作成が求められる。 

 

認定介護福祉士が、主体的

に活動できる団体づくり、し

かけづくりについて、認定社

会福祉士、認定看護師、認知

症ケア専門士等の活動を参

考に検討していく。 

 

佐藤ゆかり 

 

 



 

 

  



（別添資料） 

集合研修における具体的なコマシラバス 

申請対象の領域              

科目名                  

集合研修の総時間数   時間 

 

〇日目（〇時間） 

時間 テーマ 展開内容（講義ポイントや演習の展開内容） 留意事項等 
担当講師 

（補助講師） 

     

     

     

     

 

〇日目 

時間 テーマ 展開内容（講義ポイントや演習の展開内容） 留意事項等 
担当講師 

（補助講師） 

     

     

     

     

 



補助講師の教育活動履歴等 

１．氏名 原野かおり 

２．現在の所属 岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 准教授 

３．略歴（職歴、講師経験・社会活動等） 

３-１．職歴〔介護･福祉に関する実務経験、教育・研究活動歴等〕 

1)教育歴 

岡山県立大学 短期大学部 非常勤嘱託助手（平成 15年 4月～16年 3月） 

岡山県立大学 短期大学部 助手（平成 16年 4月～19年 3月） 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 助教（平成 19年 4月～24年 3月） 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 准教授（平成 24年 4月～現在に至る） 

専門領域：介護福祉学 

①主要担当科目：介護過程、医療的ケア 

②現在の担当科目：介護過程、医療的ケア、介護総合演習、介護福祉実習、生活支援技術他 

③これまでの担当科目：上記以外はゼミナール           【教育研究歴 16年 5か月】 

2）研究歴 

修士（保健福祉学）岡山県立大学 修第 613号 （平成 19年 3月） 

博士（医療福祉学）川崎医療福祉大学 博第 87号 （平成 23年 3月） 

岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科（平成 19年 4月～現在に至る）【研究歴 12年 5か月】 

科研費・競争的資金取得状況 

平成 21年～平成 23年 基盤研究(C）睡眠と覚醒から見た施設介護労働者の疲労の実態 

平成 24年～平成 28年 基盤研究(C）介護労働者の仕事継続に関する基礎研究 

平成 29年～平成 31年 基盤研究(C）高齢者の遂行機能に着目した排泄自立介入プログラムの開発 

3）介護・福祉に関する実務経験 

平成 12年 4月～平成 14年 3月 財団法人共愛会 居宅介護支援事業所 ケアプランつやま 

                     【ケアマネジャー歴 3年】看護師実務経験 16.9年 

 

３-２．講師経験・社会活動等〔介護･福祉に関する講師活動、調査・研究・評価等の活動〕 

1）講師活動 

1.介護術講習会および教員講習会 平成 19年～平成 21年 

2.実務者研修教員講習会  平成 25年～令和元年度 

3.介護実習指導者講習会  平成 30年～令和元年度   他 

2）調査・研究・評価  

(介護関連，筆頭のみ調査・研究) 

1. 介護老人福祉施設高齢者の排泄に関連する要因．厚生の指標，55（2）1-6，2008 

2. 介護福祉職が仕事を継続する肯定的要因．介護福祉学，16(2)，163-168，2009． 

3. 睡眠と覚醒からみた訪問介護員の疲労．介護福祉学，18(2),145-154,2011. 

4. 介護労働における夜間勤務者の疲労の実態．川崎医療福祉学会，21（2），208-217，2012. 

5. 韓国介護労働者のコミットメントとストレスが職務・職場継続意思に及ぼす影響.コリアンス

タディズ，2，105-116，2014. 

6. 介護技術評価尺度の開発.岡山県立大学紀要，22，101-107，2015. 

7. 介護福祉士が受けるパワーハラスメントと職務および職場継続意向との関連．厚生の指標，64

（6），29-35， 2017. 



４．著書等 

1）最新介護福祉全書第 6 巻生活支援技術 障害編，第 3 章内部障害のある人の生活支援技術，メ

ヂカルフレンド社，42-47，59-63，80-85，91-96.  

2)最新介護福祉全書第 11巻障害の理解，こころとからだのしくみ 障害の理解，第 3章内 

部障害のある人の理解 43-48,56-64,73-89,メヂカルフレンド社、46-48，60-65，75-89. 

3)介護職員基礎研修課程テキスト第 8 巻高齢者・障害者等の疾病・障害等の理解 4 章高齢者に起

こりやすい感染,267-277，日本医療企画．83-106. 

4)「介護福祉事典」日本介護福祉学会編 生活行為を支える技術（排泄）担当執筆。 

5) 地域ケアを拓く介護福祉学シリーズ 生活支援の基礎理論Ⅱ，第 2章生活支援と生活行動 3 排

尿のしくみとはたらき，37-42. 

6)高齢者安心安全ケア，いざという時に慌てない夜勤を上手に乗り越えるコツ，日総研，42-46. 



主担当講師の教育活動履歴等 

 

１．氏名 佐藤ゆかり  

２．現在の所属  岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 准教授 

３．略歴（職歴、講師経験・社会活動等） 

３-１．職歴〔介護･福祉に関する実務経験、教育・研究活動歴等〕 

1)教育歴 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 助教（平成 21年 4月～25年 8月） 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 准教授（平成 25年 9月～現在に至る） 

専門領域：老年科学及び介護福祉学 

①主要担当科目：認知症ケア論 

②現在の担当科目：介護総合演習、介護福祉実習（在宅実習）、福祉用具の活用技術と理論、，ソ

ーシャルワーク演習Ⅱ、他 

③これまでの担当科目：介護対象論，コミュニケーション技術，ソーシャルワーク実習、ソーシ

ャルワーク実習指導、社会福祉援助技術現場実習、社会福祉援助技術現場実習指導、他 

＊産前産後特別休暇 108日、育児休業 1年と 73日 【教育研究歴 0年 0か月】 

2）研究歴 

修士（保健福祉学）岡山県立大学 修第 220号 （平成 14年 3月） 

博士（保健学）岡山県立大学 博第 32号 （平成 19年 3月） 

岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科（平成 21年 4月～現在に至る）【研究歴 0年 0か月】 

科研費・競争的資金取得状況 

平成 30 年～基盤 C（単独）「認知症ケアの階層モデル構造をふまえた介護スタッフのスキルアッ

プ規定要因の検証」、平成 22～25年：若手 B（単独）、平成 26年～29年：若手 B（単独） 

3）実務経験 

社会福祉法人・・・ （平成 10年 4月～12年 3月。実務経験 2年） 

社会福祉法人・・・                       【実務経験 0年 0か月】 

 

３-２．講師経験・社会活動等〔介護･福祉に関する講師活動、調査・研究・評価等の活動〕 

1）講師活動 

認知症についての市民向けセミナー（毎年 2～3 回開催）、浅口市介護保険認定審査会委員（平成

21年～継続中）、認知症サポーター養成講座講師（平成 21年～継続中）、等 

2）調査・研究・評価 

1．介護福祉士の専門性と職務に関する調査研究報告書 共著 平成 14年 3月 

2．介護福祉士のケアに対する意識調査研究報告書 共著 平成 15年 3月 

3．介護福祉士の職務に関する調査研究報告書 共著 平成 22年 10月 

４．著書等 

1）「介護福祉事典」日本介護福祉学会編 「高齢化と生活行為」「認知症の人に対する介護の実際」

を担当執筆。 

2）認知症対応型共同生活介護事業所に勤務する介護福祉士が中程度認知症高齢者を対象に実践す

る認知症ケアの現状と職場内研修体制との関連．佐藤ゆかり（単著） 日本認知症ケア学会誌 

16（2）2017.07 

 



補助講師の教育活動履歴等 

 

１．氏名  趙 敏廷 

２．現在の所属  岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 准教授 

３．略歴（職歴、講師経験・社会活動等） 

３-１．職歴〔介護･福祉に関する実務経験、教育・研究活動歴等〕 

1)教育歴 

宇都宮短期大学人間福祉学科 助手（平成 13年 4月～16年 3月） 

関西福祉大学社会福祉学部 非常勤講師（平成 16年 4月～29年 3月） 

江戸川大学総合福祉専門学学校 専任講師（平成 22年 4月～23年 3月） 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 専任講師（平成 23年 4月～29年 3月） 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 准教授（平成 29年 4月～現在に至る） 

専門領域：介護福祉学 

①主要担当科目：多文化介護論 

②現在の担当科目：生活支援技術（環境整備、移動、清潔保持）、介護総合演習、介護福祉実習（高

齢者・知的障害者）、他 

③これまでの担当科目：人間関係論、ケアマネジメント論、社会福祉概論、高齢者福祉論、コミ

ュニケーション技術、介護概論、社会福祉援助技術、相談援助演習、相談援助実習、他 

＊産前産後特別休暇 106日、育児休業 1年と 140日 【教育研究歴 12年 6か月】 

2）研究歴 

修士（社会学）立正大学 （平成 11年 3月） 

宇都宮短期大学人間福祉学科（平成 13年 4月～16年 3月） 

江戸川大学総合福祉専門学学校（平成 22年 4月～23年 3月） 

岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科（平成 23年 4月～現在に至る）【研究歴 11年 6か月】 

3）実務経験 

社会福祉法人こころの家族 故郷の家・神戸（平成 16年 12月～19年 11月） 

有限会社えがお デイサービスえがお（平成 19年 12月～22年 3月）【実務経験 5年 4か月】 

 

３-２．講師経験・社会活動等〔介護･福祉に関する講師活動、調査・研究・評価等の活動〕 

1）講師活動 

認知症サポーター養成講座講師（平成 30 年～継続中）、EPA 介護福祉士国家試験受験対策学習支

援講師（令和元年～継続中）等 

2）調査・研究・評価 

グローバル化時代における高齢者介護の質とローカル言語に関する研究-介護人材の育成策と就

労をめぐる課題に対する日・韓・芬比較-（共著）日本学術振興会・科学研究費女性研究成果報告

書 （2015） 

４．著書等 

1）「介護福祉事典」日本介護福祉学会編 「休息・安眠のための介助の実際」を担当執筆。 

2）在日コリアンと日本人がともに暮らす高齢者施設における包摂的な介護実践－京都・大阪・神

戸の３施設の共通性と地域による相違性－、趙敏廷・谷川和昭（共著） 日本看護福祉学会誌 20(2) 



補助講師の教育活動履歴等 

 

１．氏名 松田実樹 

２．現在の所属 岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 

３．略歴（職歴、講師経験・社会活動等） 

 

３-１．職歴〔介護･福祉に関する実務経験、教育・研究活動歴等〕 

1）教育歴 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 助手（2012年 4月～2015年 9月） 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 助教（2015年 10月～現在に至る） 

専門領域）介護福祉学 障害者福祉 

① 主要担当科目：生活支援技術（食事） 

② 現在の担当科目：介護総合演習、介護福祉実習 

③ これまでの担当科目：生活支援技術（食事）、介護総合演習、介護福祉実習、ソーシャルワー

ク実習、ソーシャルワーク実習指導 

＊産前産後特別休暇 104日、育児休業 351日 【教育研究歴 6年 10か月】 

2）研究歴 

修士（人間学）文京学院大学大学院人間学研究科修了（2007年 3月） 

岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科（2012年 4月～現在に至る）【研究歴 7年 4か月】 

科研費・競争的資金取得状況 

2017年～若手 B（単独）「重度障害者の地域移行成立要件の検討」（2017年～2020年） 

2014年～挑戦的萌芽研究（分担）「他紙時代の中のケアマネジメントと専門職観協働」（2014年～

2016年）（研究代表者：杉本浩章） 

3）実務経験 

医療生協さいたまケアセンターたかしな 訪問介護員（2005年 5月～2007年 3月） 

東京都立東大和療育センター 児童指導員（2007年 4月～2012年 3月）【実務経験 6年 10ヵ月】 

 

３-２．講師経験・社会活動等〔介護･福祉に関する講師活動、調査・研究・評価等の活動〕 

１）講師活動 

日本福祉大学 通信教育学部福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科 福祉現場の人材育成 

スクーリング外部講師（2016年 7月まで） 

日本福祉大学 通信教育学部福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科 ケアマネジメント入

門 スクーリング外部講師（2016年 9月まで） 

２）調査・研究・評価等の活動 

認知症対応型共同生活介護の従事者における職業性ストレスとサービス評価認識との関連 共著

（2018年） 

 

４．著書等 

1）「介護福祉事典」日本介護福祉学会編 「重症心身障害児者のコミュニケーション」「知的障害

者のコミュニケーション」を執筆担当。 
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