
別添様式３ 

介護職員初任者研修カリキュラム 

         事業者名 株式会社 アルプスの杜 

            研修事業の名称 介護職員初任者研修 通学コース 

１ 職務の理解（ 6 時間） 

項目名 時間数 講義内容及び演習の実施方法 

①多様なサービスと理解 3 時間 《講義内容》 

・まず、介護保険制度について学び、介護サービスの概要についてど

ういうものがあるか理解する。 

・介護サービスで、要介護者、要支援者が利用できるサービス、介護

保険外サービスについても理解する。 

②介護職の仕事内容や働く現場の

理解 

 

 

 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・住宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスにおける仕事に

ついて具体的に理解する。 

・働く側から見た介護の仕事について、施設のタイプ別にその特徴を

理解する。 

・介護の資格について介護福祉制度やキャリアパス等や養成システム

全般を理解し、将来に向けた人生設計を描くことを理解する。 

《演習》 

・利用者の立場から見た介護サービスを事例を使って、グループディ

スカッションを行い、様々な考え方を学ぶ。 

合計 6 時間  

２ 介護における尊厳の保持・自立支援（ 9 時間） 

項目名 時間数 講義内容及び演習の実施方法 

①人権と尊厳を支える介護 

 

 

 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・人権についての理解、人権と尊厳の保持、プライバシーの保護等に

ついて理解する。 

・ＩＣＦの考え方を理解し、介護職としての対応を理解する。 

・ＱＯＬの考え方を理解すると共に今後の課題について理解する。 

・ノーマライゼーションについて介護での実践例を通じて理解する。 

・虐待について学び、個人の権利を守る事の重要性を理解する。併せ

て生活保護制度についても理解する。 

《演習》 

・高齢者のＱＯＬ改善事例を使って、グループディスカッションを行

い、様々な考え方を学ぶ。 

②自立に向けた介護 

 

 

 

 

 

 

 

6 時間 《講義内容》 

・自立支援についてその重要性や制度を学び、お世話される介護観か

ら脱却し出来るよう過剰介護に陥らないようにすることを理解する。 

・介護予防の重要性や施策の推進、二次予防事業について理解する。

また、介護予防を地域全体で取り組む必要性について理解する。 

《演習》 

・過剰介護の弊害やこころの自立についての事例紹介を使って、グル

ープディスカッションを行い、様々な考え方を学ぶ。 

合計 9 時間  



３ 介護の基本（ 6 時間） 

項目名 時間数 講義内容及び演習の実施方法 

①介護職の役割、専門性と多職種

との連携 

 

 

 

 

 

 

2 時間 《講義内容》 

・介護保険利用者の地域との結びつき、地域包括ケア、保険者の役割

等を学び、地域との関連性を理解する。 

・介護に関わる職種との連携（チームケア）について学び、その重要

性を理解する。 

《演習》 

・多職種によるチームケアの効果を事例紹介を通じて、グループディ

スカッションを行い、その重要性を理解する。 

②介護職の職業倫理 

 

 

 

 

 

1 時間 《講義内容》 

・倫理の重要性、倫理観の必要性について倫理綱領や法律も含め、し

っかり理解する。 

《演習》 

・倫理問題を事例紹介を通じて、グループディスカッションで意見交

換を行い、倫理的問題に気付くようにする。 

③介護における安全の確保とリ

スクマネジメント 

 

 

 

 

 

 

2 時間 《講義内容》 

・リスクマネジメントと危機管理の違いを理解する。 

・介護事故、事故の予防、危険感受性 

・安全対策における、安全教育や危機予知訓練、リスクアセスメント

及び事故後の対応等を理解する。 

・感染症の知識、現場での状況、感染症対策についてしっかりと理解

する。 

《演習》 

・自分自身の「ヒヤリ・ハット」体験（介護以外）を発表し、グルー

プごとに原因・対策をディスカッションし、身近に感じ出来るように

する。 

④介護職の安全 

 

 

 

 

 

1 時間 《講義内容》 

・介護職員の安全衛生教育や、感染症・腰痛の予防対策を理解する。 

・介護職員のこころの健康管理でストレスやメンタルヘルスケアにつ

いて学び、こころと健康の保持増進についてしっかり理解する。 

《演習》 

・入社時安全衛生教育やメンタルヘルスの視聴覚教材を使い、グルー

プディスカッションを行い、重要性を理解する。 

合計 6 時間  



４ 介護・福祉サービスの理解と医療との連携（ 9 時間） 

項目名 時間数 講義内容及び演習の実施方法 

①介護保険制度 

 

 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・介護保険制度創設の背景と目的を知り、今後の動向や見通し、今ま

での法改正についても理解する。 

・介護保険制度の仕組み、保険システム、要介護認定、ケアマネジメ

ント、介護報酬、財源等についても理解する。 

《演習》 

・介護報酬についてケーススタディで具体的に試算してみる。 

②医療との連携とリハビリテーシ

ョン 

 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・保健医療サービスと福祉サービス（居宅・施設等における医療と福

祉）の連携、介護職と医行為について理解する。 

・リハビリテーションの意味、具体的な内容について理解する。 

《演習》 

・視聴覚教材を使用し、実際のリハビリテーションを理解する。 

③障害者自立支援制度およびその

他制度 

 

 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・障害者福祉の理念、障害者及び法律上の定義等を学び、障害者をし

っかりと理解する。 

・傷害者自立支援制度の目的、しくみ、運営について学び、傷害福祉

サービスやその内容について具体的に理解する。 

・個人情報の重要性をしっかり理解する。 

・生活保護の原理・原則・種類等や成年後見制度、日常生活自立支援

事業、虐待防止制度、その他の社会福祉制度について理解する。 

合計 9 時間  



５ 介護におけるコミュニケーション技術（ 6 時間） 

項目名 時間数 講義内容及び演習の実施方法 

①介護におけるコミュニケーショ

ン 

 

 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・介護におけるコミュニケーションの意義、目的、役割等にその基本

について理解する。 

・傾聴、共感とはどういうものか、また、その重要性を理解する。 

・様々なコミュニケーション技法について理解する。 

・利用者の状況・状態に応じたコミュニケーションとの具体的な対応

手法を学び、コミュニケーションの取り方を理解する。 

《演習》 

・トレーニングワークとして「質問から相手の言葉あてをする」、

「言い換えの技法を使い、聴き手として返答する」を行い、グループ

ディスカッションを通じて、コミュニケーションを身近に理解する。 

②介護におけるチームのコミュニ

ケーション 

 

 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・記録の意義や目的、介護に関する記録の種類、日誌、事故報告書等

について学び、記録による情報の共有化の重要性を理解する。 

・介護に関する記録の書き方と留意点をしっかり理解する。 

・介護サービスにおける「ホウ・レン・ソウ」を学び、介護現場の会

議等についてもその重要性をしっかり理解する。 

《演習》 

・事例検討を通じて、チームにおけるコミュニケーションの重要性を

グループディスカッションで相互に理解する。 

合計 6 時間  

６ 老化の理解（ 6 時間） 

項目名 時間数 講義内容及び演習の実施方法 

①老化に伴うこころとからだの変

化と日常 

 

 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・老化のメカニズムや特徴、老化の観察のポイント、老年期の知的能

力の低下や特徴等をしっかり理解する。 

・老化による日常生活への影響、ＡＤＬ測定について等を理解する。 

《演習》 

・老化の観察ポイントについて、現時点でグループディスカッション

を行い、どれだけ気付くかを出し合う（学習前） 

②高齢者と健康 

 

 

 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・老人病、成人病、生活習慣病及び死因について基本的な理解をす

る。 

・高齢者に多い病気、生活習慣病について詳しく学び、それに対する

日常生活上の留意点、対策を理解する。 

《演習》 

・生活習慣病について、人間ドックの検査項目等から留意点をグルー

プディスカッションを行う。 

合計 6 時間  



７ 認知症の理解( 6 時間） 

項目名 時間数 講義内容及び演習の実施方法 

①認知症を取り巻く状況 

 

 

 

 

1 時間 《講義内容》 

・認知症の中核症状と行動・心理症状（ＢＰＳＤ）を通じて、認知症を

理解する。 

・認知症ケアの理念、パーソン・センタード・ケアの考え方等を学び、

認知症の人の世界を理解する。 

②医学的側面から見た認知症の基

礎と健康管理 

 

 

2 時間 《講義内容》 

・認知症の概念・診断・評価スケール等を理解する。 

・認知症の原因やその病態について理解する。 

・治療方法や予防対策を含めた健康管理についてポイントを理解する。 

③認知症に伴うこころとからだの

変化と日常 

 

 

 

 

2 時間 《講義内容》 

・認知症の中核症状と周辺症状、ＢＰＳＤについて理解する。 

・認知症の利用者とのコミュニケーション、基本的なケア等を学び、認

知症の人に向かい合うために必要なことを理解する。 

《演習》 

・事例検討で、認知症の人が出すサインについてグループディスカッシ

ョンを行い、自分で気付けるためのポイントを知る。 

④家族への支援 

 

 

 

 

1 時間 《講義内容》 

・認知症の高齢者の家族の負担を知り、レスパイトサービス等の支援に

ついて理解する。 

《演習》 

・事例検討で、家族の負担についてグループディスカッションを行い、

どういう支援が適当か検討する。 

合計 6 時間  

８ 障害の理解（ 3 時間） 

項目名 時間数 講義内容及び演習の実施方法 

①障害の基礎的理解 

 

 

 

1 時間 《講義内容》 

・障害の概念、法律について理解する。 

・ＩＣＦの考え方を理解する。 

・障害者福祉の基本理念、ノーマライゼーション等を理解する。 

②障害の医学的側面、生活障害、

心理・行動の特徴、かかわり支援

等の基礎知識 

 

1 時間 《講義内容》 

・視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語障害について理解する。 

・肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害、発達

障害について理解する。 

③家族の心理、かかわり支援の理

解 

 

1 時間 《講義内容》 

・障害児・者家族の心理、障害受容について理解する。 

・家族への支援について理解する。 

《演習》 

・事例検討で、家族への支援についてグループディスカッションを行

い、どういう支援が適当か検討する。 

合計 3 時間  



９ こころとからだのしくみと生活支援技術（ 75 時間） 

基
本
知
識
の
学
習 

項目名 時間数 講義内容及び演習の実施方法 

①介護の基本的な考え方 

 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・介護理論、法的根拠に基づく介護について理解する。 

・生活支援としての介護サービス、生活障害の視点について理解する。 

《演習》 

・法的根拠に基づく介護についてグループディスカッションを行う。 

②介護に関するこころのし

くみの基礎的理解 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・学習と記憶の基礎知識についてそのメカニズム・機能を理解する。 

・感情と意欲について、欲求階層説を交えて理解する。 

・自己概念、老年期での生きがい、老化や障害の自己受容について理解

する。 

③介護に関するからだのし

くみの基礎的理解 

 

 

 

 

6 時間 《講義内容》 

・人体の構造と各部の機能について基本的な知識を理解する。 

・骨・関節・筋に関する基本的な知識を理解する。 

・中枢神経系と末梢神経系に関する基本的な知識を理解する。 

・自律神経と内部器官に関する基本的な知識を理解する。 

・こころとからだを一体的にとらえることを理解する。 

《演習》 

・「こころとからだ」のバランスをいかに取っていくかについてグルー

プディスカッションを行う。 

生
活
支
援
技
術
の
講
義
・
演
習 

    

④生活と家事 

 

 

 

6 時間 《講義内容》 

・家事と生活について学び、生活支援としての家事サービス（衣・食・

住生活及び代行）について介護の観点から理解する。 

・買い物、調理、洗濯、衛生管理、清掃等の支援についての基本的な知

識を理解する。 

《演習》 

・具体的な生活援助の方法について、グループディスカッションを行

い、利用者にとって求められるサービスは何かをグループで発表し、

意見を交わす。 

・グループごとに限られた食材で高齢者向けのレシピを検討、発表して

意見を交換する。 

⑤快適な住環境整備と介護 

 

 

 

6 時間 《講義内容》 

・快適な居住環境に関する基礎的な知識（音・光・空調・換気等）につ

いて理解する。 

・バリアフリーや手すり等住居の安全（戸外も含む）と事故防止につい

て理解する。 

・入浴環境に関わる福祉用具、介護に関わる家族の健康を守る福祉用具

やその選択、住宅改修等について理解する。 

《演習》 

・身の周りのバリアフリーや手すり等について建物内外や周辺を観察

し、実際にどういう形で取り入れられているかをグループディスカッ

ションにて討議する。 

・様々な福祉用具を実際に使用して、体感する。 



⑥整容に関連したこころと

からだのしくみと自立に向

けた介護 

 

 

 

6 時間 《講義内容》 

・身じたくの意義・目的や介護における基本、衣服の役割や着脱支援等

について基本的な知識を理解する。 

・整容について学び、整容の支援技術について理解する。 

・口腔ケアについて理解する。 

《演習》 

・衣服の着脱について実際に演習を行い、良かった点、改善すべき点に

ついてグループディスカッションを行う。 

・洗面の方法や口腔ケア（歯磨きの実技）について、講師の模範演技を

参考に受講生自身が体験して正しい方法を習得する。 

⑦移動・移乗に関連したこ

ころとからだのしくみと自

立に向けた介護 

 

 

 

6 時間 《講義内容》 

・移動・移乗に関する基本的な知識、安楽に関する道具（ベッド等）及

び種類を理解する。 

・移動・移乗の補助具（車椅子、歩行器等）について理解する。 

・体位変換等の介護手順、移動・移乗の支援方法（車椅子の介助、補講

介助等）を理解する。 

《演習》 

・ベッド上での体位交換、起居動作、ポータブルトイレや車椅子への移

乗方法等の演習を行う。 

・車椅子や歩行器を使って実際の移乗の介護、移動の介護について演習

を行い、受講生自身が実体験をする。更に、アイマスクをつけて同様

の演習を行い、視覚障害者の立場を実体験する。 

⑧食事に関連したこころと

からだのしくみと自立に向

けた介護 

 

 

 

6 時間 《講義内容》 

・食事に関する基本的な知識、食事に関連したこころとからだのしくみ

について理解する。 

・栄養素やその働き、食品や食中毒等について理解する。 

・食事関連の用具、食器の活用方法と食事介助について理解する。 

・高齢者の身体機能と食事について理解する。 

《演習》 

・食器等を使い、利用者と介助者の役割演技で高齢者の食事介助方法や

留意点について学び、実技演習を行う。 

・介護食材やトロミ食材を使って実際に作り、試食してみる。 

⑨入浴、清潔保持に関連し

たこころとからだのしくみ

と自立に向けた介護 

 

 

 

6 時間 《講義内容》 

・入浴、清潔保持に関する基本的な知識や皮膚について理解する。 

・入浴用具や整容用具について学び、その活用方法を理解する。 

・入浴介助の方法やポイント、留意点を理解する。 

・こころとからだの機能低下について理解する。 

《演習》 

・家庭用の浴槽（簡易浴槽）で、入浴介助の手順や関連福祉用具の使用

方法を学び、利用者が安心して楽しく入浴できるようにするにはどの

ような点に注意して介助を行ったらいいかをグループでディスカッシ

ョンし「尊厳・自立支援・自己実現」について討議する。 

・全身清拭、洗髪方法等についても実技で演習を行う。 



⑩排泄に関連したこころと

からだのしくみと自立に向

けた介護 

 

 

 

6 時間 《講義内容》 

・排泄についての基本的な知識を学び、おむつ薬用の意味を理解する。 

・排泄の環境整備や破折用具について学び、その活用方法を理解する。 

・爽快な排泄を阻害するこころとからだの要因について理解する。 

《演習》 

・事前に受講生に紙おむつを配布し、排泄の実体験をさせ、レポートを

提出させる。 

・おむつ交換やポータブルトイレの介助、差し込み便器や尿器の使用方

法等について演習を行う。 

⑪睡眠に関連したこころと

からだのしくみと自立に向

けた介護 

 

 

 

6 時間 《講義内容》 

・睡眠に関する基本的な知識を学び、睡眠障害時の介助と援助方法につ

いて理解する。 

・さまざまな睡眠環境と福祉用具の活用方法を理解する。 

・快い睡眠を阻害するこころとからだの要因について理解する。 

《演習》 

・睡眠用具の紹介、ベッドの構造・機能・操作方法を学ぶ。 

・ベッドマット、枕、クッション、ベッド柵等の使用方法を学び、習得

する。 

・ベッドメイキングの方法をしっかり身につける。 

⑫死にゆく人に関したここ

ろとからだのしくみと終末

期介護 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・終末期に関する基本的な知識を学び、死にゆく人のこころとからだの

しくみについて理解を深める。 

・死に向き合う高齢者心理と看取りにおける介護者の態度を理解する。 

・苦痛の少ない死への支援について学び、家族の苦痛緩和や遺族へのグ

リーフケア、看取りにおける倫理観等を理解する。 

《演習》 

・教科書の演習についてグループディスカッションを行う。（講師の実

体験をベースに受講生へアドバイスしてもらう） 

生
活
支
援
技
術
演
習 

⑬介護課程の基礎的理解 

 

 

 

3 時間 《講義内容》 

・介護課程の基本的な理解から必要性を学ぶ。 

・介護事例を通じて、全体の構成・流れ等を理解する。 

《演習》 

・実際に個別援助計画を作成し、介護全体の構成・流れ等をディスカッ

ションする。 

⑭総合生活支援技術演習 

 

 

9 時間 《講義内容》 

・事例による展開（生活場面、障害状況の異なる 2 人の事例を通し、具

体的な介護の内容や留意点を学びながら展開していく。 

《演習》 

・事例の展開の中で、具体的な場面を設定し、どんな介護が必要で、留

意点は何かをグループディスカッションする。食事介助や車椅子介助

については実際にグループに分かれて介護を行い、気付いた点を話し

合って介護技術も身につける。 

実習 0 時間  

             合計 75 時間  

 

 

 

  



１０ 振り返り（ 4 時間） 

項目名 時間数 講義内容及び演習の実施方法 

①振り返り 

 

 

 

2 時間 《演習》 

・初任者研修を通じて学んだこと、今後も継続して学んでいきたい事に

ついて各自が発表し、グループディスカッションを行う。その際、理

解不十分な点や確認したい点などを洗い出し、しっかり理解できるよ

うに復習する。 

②就業への備えと研修終了後にお

ける継続的な研修 

 

 

 

2 時間 《講義内容》 

・介護の仕事の「現場の状況（介護施設、デイサービス、訪問介護）に

ついて、講師の体験談を含め、広く理解する。 

・今後の将来の方向について各自が方向性を考える。その際、キャリア

パス制度等を説明し、介護の仕事における将来像をイメージしてもら

う。 

《演習》 

・介護現場のＤＶＤ（視聴覚教材）を鑑賞し、グループディスカッショ

ンを行う。 

合計 4 時間  

全カリキュラム合計時間 130 時間 

※規定時間数以上のカリキュラムを組んでもかまわない。 

※本研修で独自に追加した科目には、科目名の前に「追加」と表示すること。 

 


