
授業の種類
講義

授業担当者
鳴海 春輝

学院⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
社会の理解

[授業の目的・ねらい]
保育士養成課程で学んだ内容を踏まえて、サービス利用主体である人の生活や社会背景を理解す
る。また、サービス利用にかかわる主な法制度のしくみについて習得する。
[授業全体の内容の概要]
社会と生活のしくみ、地域共生社会の実現に向けた制度や施策、社会保障制度、高齢者福祉と介
護保険制度、障害者福祉と障害者保健福祉制度、介護実践に関連する諸制度について学ぶ。
 [授業修了時の達成課題（到達目標）]
サービス利用者のための法制度を理解し、現場で介護の専門職として支援できる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．高齢者福祉と介護保険制度①
２．高齢者福祉と介護保険制度②
３．高齢者福祉と介護保険制度③
４．高齢者福祉と介護保険制度④
５．地域共生社会の実現に向けた制度や施策①
６．地域共生社会の実現に向けた制度や施策②
７．社会保障制度①
８．社会保障制度②
９．障害者福祉と障害者保健福祉制度①
１０．障害者福祉と障害者保健福祉制度②
１１．障害者福祉と障害者保健福祉制度③
１２．介護実践に関連する諸制度①
１３．介護実践に関連する諸制度②
１４．社会と生活のしくみ①
１５．社会と生活のしくみ②

弘前厚生学院以外の主な経歴
知的障害者施設 生活指導員（社会福祉士） 実務経験 １６年



[使用テキスト・参考文献]
最新 介護福祉士養成講座 ２
社会の理解 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
レポート、試験により評価する。



授業の種類
講義

授業担当者
片川 ひろえ

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護の基本Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
 介護の成り立ちを踏まえ、「尊厳の保持」「自立支援」という介護の基礎である理念を理解す
る学習とする。
[授業全体の内容の概要]
 介護の意義と役割及び専門性について、介護の歴史や関連法規を通して理解していく。また、
介護福祉士の役割と機能についても学んでいく。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 介護福祉士を取り巻く状況や背景について、わが国の介護の歴史を通して理解し、介護福祉士
が担う社会的役割を理解できる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．介護福祉の基本となる理念①
２．介護福祉の基本となる理念②
３．介護福祉の歴史①
４．介護福祉の歴史②
５．介護福祉の基本理念①
６．介護福祉の基本理念②
７．社会福祉士及び介護福祉士法
８．介護福祉士の活動の場と役割①
９．介護福祉士の活動の場と役割②
１０．介護福祉士に求められる役割とその養成
１１．介護福祉士を支える団体
１２．介護実践における倫理
１３．介護福祉士の役割と機能①
１４．介護福祉士の役割と機能②
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ３
介護の基本Ⅰ  第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
定期試験 7割



授業の種類
講義

授業担当者
片川 ひろえ

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護の基本Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
 介護を実践する上での視点に基づき、多職種・連携における介護福祉士に求められる能力につ
いて学ぶ。
[授業全体の内容の概要]
 介護を必要とする人を支えるため、介護福祉士の役割とは何か様々な視点から学びを深める。
また、介護現場で共に働く専門職を理解することで、介護福祉士に求められる能力について考察
していく。
 [授業修了時の達成課題（到達目標）]
 介護を必要とする人の生活について、多面的に理解することができる。また、生活を支える介
護福祉士として必要な能力についても、考察することができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．介護福祉士の役割と機能③
２．介護福祉士の役割と機能④
３．介護福祉士の役割と機能⑤
４．自立に向けた介護①
５．自立に向けた介護②
６．ICFの考え方①
７．ICFの考え方②
８．リハビリテーションにおける介護福祉士の役割
９．自立支援と介護予防①
１０．自立支援と介護予防②
１１．協働する多職種の役割と機能
１２．多職種・協働に求められる基本的な能力①
１３．多職種・協働に求められる基本的な能力②
１４．多職種連携・協働の実際
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ３
介護の基本Ⅰ 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
定期試験 7割



授業の種類
講義

授業担当者
小田桐 摩美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

[授業の目的・ねらい]
高齢者、障がい者の生活ニーズに対して、介護職という専門職が、よりよい支援をしていくために、介
護保険制度や障害者総合支援法などの制度をより深く理解し、介護業務に生かすことを目的とする。
[授業全体の内容の概要]
テキストと参考資料を用いて理解を深める。
模擬問題を多く出題し、制度の理解を深める。
実際の弘前市の介護保険制度に基づいたサービスを知り理解を深めていく。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
制度やサービスを理解し、実際の現場で適切な支援を行える人材を養成していく。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．社会保障としての介護サービスの在り方
２．社会保障としての介護サービスの在り方(海外との比較)
３．介護サービスの歴史
４．介護を必要とする人の生活を支えるしくみ 介護保険制度①(理念と目的)
５．        〃           介護保険制度②(サービスの種類と提供の場)
６．        〃           介護保険制度③(申請、認定、給付までの流れ)
７．        〃           介護保険制度④(財源)
８．        〃           高齢者関係法規(高齢者虐待防止法、権利擁護、成年
後見制度など)
９．介護を必要とする人の生活を支えるしくみ 障害者総合支援法①(理念と目的)
１０．       〃           障害者総合支援法②(サービスの種類と提供の場)
１１．       〃           障害者総合支援法③(申請、認定、給付までの流れ)
１２．       〃           障害者総合支援法④(財源)
１３．       〃           障害者関係法規①(障害者基本法、身体障害者福祉
法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法）
１４．       〃           障害者関係法規②（障害者虐待防止法、障害者差別解
消法など）
１５．まとめ

授業のタイトル(科目名)
介護の基本Ⅱ

弘前厚生学院以外の主な経歴
介護福祉士 実務経験１１年



[使用テキスト・参考文献]
・最新・介護福祉士養成講座 ４ 第２版
 介護の基本Ⅱ 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業への取り組み姿勢 3割
試験         7割



授業の種類
講義

授業担当者
小田桐 摩美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護の基本Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
「尊厳の保持」「自立支援」という新しい介護の考え方を理解するとともに、「介護を必要とす
る人」を、生活の観点から捉えるための学習。また、介護における安全やチームケア等について
理解するための学習とする。
[授業全体の内容の概要]
多様化する生活を理解することで、介護を必要とする人の理解を深める。介護を必要とする人が
安全に生活していくことと、介護従事者が働く環境面についても考察していく。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
介護を必要とする人の暮らしを理解することで、介護を必要とする方の安全とともに、生活を支
援する介護従事者の安全についても理解できる。また、介護に関わる専門職のそれぞれの役割を
理解することで、介護福祉士としての使命についても考察することができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．生活の理解
２．介護を必要とする人の理解 暮らし①
３．介護を必要とする人の理解 暮らし②
４．「その人らしさ」と「生活ニーズ」の理解
５．生活のしづらさの理解と支援
６．保健・医療・福祉職の役割と機能①
７．保健・医療・福祉職の役割と機能②
８．介護における安全の確保①
９．介護における安全の確保②
１０．介護における安全の確保とリスクマネジメント①
１１．介護における安全の確保とリスクマネジメント②
１２．介護従事者の安全①（健康管理の意義と目的）
１３．介護従事者の安全②（ストレス管理）
１４．介護従事者の安全③（労働環境の整備）
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴
介護福祉士 実務経験 １１年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ４
介護の基本Ⅱ 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
成績評価は定期試験70％、授業の参加姿勢・提
出課題30％の合計で評価する。



授業の種類
講義

授業担当者
鳴海 春輝

学院⻑

授業の回数
８回

時間数(単位数)
１５時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 2
社会の理解 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
課題試験 7割

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護の基本Ⅲ

弘前厚生学院以外の主な経歴
知的障害者施設 生活指導員（社会福祉士） 実務経験 １６年

[授業の目的・ねらい]
 高齢者保健福祉に関する歴史を踏まえ、介護保険制度のしくみ、サービス内容について理解
し、介護の専門職としての基礎知識を習得する。
[授業全体の内容の概要]
 高齢者施策の歴史を通して、介護保険制度について学んでいく。また、制度を理解すること
で、現状との差異や社会資源についても学びを深める。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 介護を必要とする方々を社会で、どのように支えているのかを理解する。また、専門職として
の知識を深めると共に、利用者・家族の方々に介護保険制度について助言することができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．高齢者保健福祉の動向
２．介護を必要とする人の生活を支えるしくみ 介護保険制度の概要①
３．        〃           介護保険制度の概要②
４．介護サービスの利用とサービス体系
５．介護保険制度における組織、団体の役割
６．地域支援事業
７．介護支援専門員の役割について
８．介護保険制度の動向



授業の種類
講義

授業担当者
髙橋 純平

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
リハビリテーション

[授業の目的・ねらい]
尊厳の保持、自立支援の理念を基に自立に向けた介護について理解する。
[授業全体の内容の概要]
介護福祉士として必要なリハビリテーションについての知識を得る。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
様々な場面でのリハビリテーションについて理解する。
リハビリ専門職との連携について理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
 １．オリエンテーション・リハビリテーションの概要
 ２．ICFの視点に基づく利用者のアセスメント
 ３．自立に向けた介護 リハビリテーションの実際
 ４．加齢と老化
 ５．高齢者へのリハビリテーション①
 ６．高齢者へのリハビリテーション②
 ７．地域におけるリハビリテーション①
 ８．地域におけるリハビリテーション②
 ９．介護予防とは
 １０．介護予防の実際
 １１．日常生活活動とは
 １２．日常生活活動の実際①
 １３．日常生活活動の実際②
 １４．介護とリハビリテーション①
 １５．介護とリハビリテーション②

弘前厚生学院以外の主な経歴 理学療法士
実務経験 5年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ３ 第2版
介護の基本Ⅰ 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度 3割
試験   7割



授業の種類
講義

授業担当者
片川 ひろえ

学科⻑

授業の回数
８回

時間数(単位数)
15時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
倫理学

[授業の目的・ねらい]
 人と人が関わる上で基礎となる倫理的視点について学ぶことで、介護福祉士としてのあり方に
ついて学びを深めていく。
[授業全体の内容の概要]
 介護福祉士として、様々な介護場面における倫理的判断の視点について事例を通して学んでい
く。また、専門職としての倫理についても考察する。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 ケア場面における人間尊重と倫理的視点が、不可欠であることを理解できる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．介護福祉士の倫理
２．人生の最終段階における倫理①
３．人生の最終段階における倫理②
４．身体拘束における倫理①
５．身体拘束における倫理②
６．認知症ケアにおける倫理①
７．認知症ケアにおける倫理②
８．日本介護福祉士会の倫理綱領

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 3
介護の基本Ⅰ 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
定期試験 7割



授業の種類
演習

授業担当者
小田桐 摩美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
コミュニケーション技術

[授業の目的・ねらい]
介護現場で必要とされる「コミュニケーション技術」を、実践的・体験的に習得させる。
[授業全体の内容の概要]
コミュニケーションの基礎的知識と利用者・家族とのコミュニケーション技術、職場におけるコ
ミュニケーション技術を講義及び演習で学習する。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
コミュニケーションの基礎的知識（意義や技法）を学び、利用者・家族・職場におけるコミュニ
ケーションを充実させ、効率的かつ効果的な支援・援助を実施することを可能にする。（介護福
祉士国家試験合格）

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．介護を必要とする人とのコミュニケ―ション（１）
２．介護を必要とする人とのコミュニケ―ション（２）
３．介護を必要とする人とのコミュニケ―ション（３）
４．コミュニケ―ションの基本技術（１）
５．コミュニケ―ションの基本技術（２）
６．コミュニケ―ションの基本技術（３）
７．障害の特性に応じたコミュニケ―ション（１）
８．障害の特性に応じたコミュニケ―ション（２）
９．障害の特性に応じたコミュニケ―ション（３）
１０．介護における家族とのコミュニケ―ション（１）
１１．介護における家族とのコミュニケ―ション（２）
１２．介護における家族とのコミュニケ―ション（３）
１３．介護におけるチームのコミュニケ―ション（１）
１４．介護におけるチームのコミュニケ―ション（２）
１５．介護におけるチームのコミュニケ―ション（３）

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士 １１年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ５ 第２版
コミュニケーション技術   中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業３０％
試験７０％



授業の種類
演習

授業担当者
玉 たみ子

非常勤講師

授業の回数
７回

時間数(単位数)
１４時間

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
コミュニケーション技術(視覚障害)

[授業の目的・ねらい]
介護を必要とする人の中でも特に視覚障害・盲ろう重複障害を持つ利用者の介護におけるコミュ
ニケーションの基本を学び、援助的コミュニケーションについての理解を深め、利用者の状況、
状態に応じたコミュニケーションの技法を習得する。
[授業全体の内容の概要]
視覚障害・盲ろう重複障害の特性や生活上の困難を理解し、障害に応じた生活支援と介助の基本
を学ぶ。視覚障害者のコミュニケーション手段としての点字の基礎を学ぶ。
[授業修了時の達成課題(到達目標)]
視覚の障害に対応できるコミュニケーション方法と介助の基本を理解し介護の場面で応用できる
力を身に付ける。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．視覚障害の理解・点字のしくみ・点字器の使用法
  点字表記①５０⾳・⻑⾳・点字ネームカードの作成
２．点字表記②特殊音・数字・アルファベット・記号 まとめ問題１
３．点字表記③分かち書き・文章の書き方 まとめ問題２
４．生活支援の基礎(障害を持つ方の介護を必要とする人とのコミュニケーション・テーブルオ
リエンテーションの習得・日常生活用具の紹介と日常生活用具給付事業・同行援護について)
５．点字表記④修了課題(点字の詩集絵本の作成)
６．点字表記⑤修了課題(点字の詩集絵本の作成・仕上げ)
７．視覚障害・盲ろう重複障害を持つ利用者の状況、状態に応じたコミュニケーション方法の理
解(視覚/盲ろう障害者へのガイド技術DVD『はじめてのガイド』の視聴・ガイド方法の演習)
  授業の感想・視覚障害への理解について点字で記載し提出。

弘前厚生学院以外の主な経歴
弘前市身体障害者福祉センター講師(点字講習)
弘前愛盲協会 中途失明者向け生活相談・指導員     実務経験 ２3年



[使用テキスト・参考文献]
・最新・介護福祉士養成講座 ５
 コミュニケーション技術 中央法規
・視覚障害者へのガイド技術『はじめてのガイド』(全視情協)
・『盲ろう者のしおり』(全国盲ろう者協会)

[単位認定の方法及び基準]
授業態度3割及び各回の提出物・課題の採点成績
7割により評価する。



授業の種類
演習

授業担当者
⿊滝 弘⼦

非常勤講師

授業の回数
８回

時間数(単位数)
１６時間

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
コミュニケーション技術(聴覚障害)

[授業の目的・ねらい]
聴覚障害について理解を深めると共に、障害に応じたさまざまなコミュニケーション手段を習得
する。
[授業全体の内容の概要]
聴覚障害者の接し方・生活・福祉制度・コミュニケーション手段を学ぶとともにあいさつや自己
紹介程度の手話技術を習得する。
[授業修了時の達成課題(到達目標)]
聴覚障害の状態に応じたコミュニケーション技法を理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．聴覚障害者のコミュニケーション方法及び接し方    手話のなりたち「あいさつ」
２．聞こえのしくみ・障害等級              手話「人物」
３．補聴器                       手話「名前の表し方」
４．聴覚障害者の生活                  手話「名前の表し方Ⅱ」
５．介護における家族とのコミュニケーション       手話「趣味」
６．情報機器・福祉制度                 手話「数字」
７．介護を必要とする人とのコミュニケーション      手話「仕事」
８．重複障害(盲ろう者)へのコミュニケーション方法               手話「自己紹介まとめ」

弘前厚生学院以外の主な経歴 手話通訳士（厚生大臣認定）
実務経験 40年



[使用テキスト・参考文献]
・最新・介護福祉養成講座 ８
 生活支援技術Ⅲ 第2版 中央法規
・プリント

[単位認定の方法及び基準]
授業態度3割、試験7割で評価する



授業の種類
演習

授業担当者
片川 ひろえ

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
生活支援技術①

[授業の目的・ねらい]
 介護を必要とする方々の心身の状態や生活環境を尊重した上で、適切な介助方法、援助技術、
必要な知識について学ぶ。
[授業全体の内容の概要]
 利用者の自立支援を支えることができるよう、①整容・口腔ケア、②食事、③移動・移乗を取
り上げ、基礎知識とエビデンスに基づいた生活支援技術が提供できるよう、学んでいく。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 介護を必要とする高齢者や障害のある人の生活を支える専門職として、その人の潜在能力に応
じた技術を提供できる。また、介護を提供する上での安心・安全に配慮した環境を整えることの
重要性を理解できる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．自立に向けた身じたくの介護（整容・口腔ケア）
２．自立に向けた食事の介護①（食事の意義と目的）
３．自立に向けた食事の介護②（利用者の状態に応じた食事の介助）
４．自立に向けた移動の介護
５．自立に向けた移動・移乗の介護①（体位変換の介助）
６．      〃
７．自立に向けた移動・移乗の介護②（安楽な姿勢、体位を保持する介助）
８．      〃
９．自立に向けた移動・移乗の介助③（車いすの基本構造）
１０．自立に向けた移動・移乗の介助④（車いすの介助）
１１．     〃
１２．自立に向けた移動・移乗の介助⑤（スライディングボード・シート、リフトの介助）
１３．自立に向けた移動・移乗の介助⑥（歩行の介助）
１４．      〃
１５． まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
・最新・介護福祉士養成講座 ６
 生活支援技術Ⅰ 第2版 中央法規
・最新・介護福祉士養成講座 ７
 生活支援技術Ⅱ 第２版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2 割
定期試験 7 割



授業の種類
演習

授業担当者
山岡 みな子

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
生活支援技術①内部障害

[授業の目的・ねらい]
尊厳の保持や自立支援、生活の豊かさの観点から、本人主体の生活が継続できるように、根拠に
基づいた介護実践を行うための知識・技術を習得する学習とする。
[授業全体の内容の概要]
利用者の内部障害の内容をテキストと写真・動画も活用しながら理解し、実際の場面を想定しな
がら演習を行う。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
利用者の障害を理解し、その方の生活が継続できるよう自立支援を考えた介護を実践できる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．内部障害とは
２．内部障害（ＨＩＶによる免疫機能障害）に応じた介護、生活支援の理解
３．内部障害（心臓機能障害）に応じた介護、生活支援の理解①
４．内部障害（心臓機能障害）に応じた介護、生活支援の理解②
５．内部障害（小腸機能障害）に応じた介護、生活支援の理解①
６．内部障害（小腸機能障害）に応じた介護、生活支援の理解②
７．内部障害（腎機能障害）に応じた介護、生活支援の理解①
８．内部障害（腎機能障害）に応じた介護、生活支援の理解②
９．内部障害（呼吸機能障害）に応じた介護、生活支援の理解①
１０．内部障害（呼吸機能障害）に応じた介護、生活支援の理解②
１１．内部障害（膀胱、直腸機能障害）に応じた介護、生活支援の理解①
１２．内部障害（膀胱、直腸機能障害）に応じた介護、生活支援の理解②
１３．内部障害（肝機能障害）に応じた介護、生活支援の理解①
１４．内部障害（肝機能障害）に応じた介護 生活支援の理解②
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴
看護師 実務経験 18年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ８
生活支援技術Ⅲ 第２版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度10％、提出物20％、定期試験70％で総
合的に評価する。



授業の種類
演習

授業担当者
小田桐 摩美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
生活支援技術②

[授業の目的・ねらい]
 尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律を尊重し、潜在能力
を引き出し、見守ることを含めた適切な介護技術を用いて、安全に援助できる技術や知識につい
て学ぶ。
[授業全体の内容の概要]
 利用者の自立支援を支えることができるよう、①衣服の着脱、②入浴・清潔保持、③排泄を取
り上げ、基礎知識とエビデンスに基づいた生活支援技術が提供できるよう、学んでいく。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 生活支援技術の基礎知識とエビデンスの関連性が理解できる。また、介護を必要とする高齢者
や障害のある人の潜在能力に気づき、それを活用し、利用者の自立支援ができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．自立に向けた身じたくの介護①（衣服の着脱）
２．自立に向けた身じたくの介護②（衣服の着脱）
３．自立に向けた身じたくの介護③（衣服の着脱）
４．休息・睡眠の介護①（ベッドメイキング）
５．休息・睡眠の介護②（ベッドメイキング）
６．休息・睡眠の介護③（ベッドメイキング）
７．自立に向けた入浴・清潔保持の介護①（部分浴）
８．自立に向けた入浴・清潔保持の介護②（入浴）
９．自立に向けた入浴・清潔保持の介護③（入浴）
１０．自立に向けた排泄の介護①（自立を支える排泄介護）
１１．自立に向けた排泄の介護②（排泄のための道具・用具）
１２．自立に向けた排泄の介護③（尿器、便器の介助）
１３．自立に向けた排泄の介護④（オムツ交換）
１４．自立に向けた排泄の介護⑤（オムツ交換）
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 1１年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ７ 第２版
生活支援技術Ⅱ 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
定期試験 7割



授業の種類
演習

授業担当者
小田桐 摩美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
生活支援技術②

[授業の目的・ねらい]
 介護実習での経験・体験を基に、利用者一人ひとりに合った様々な生活支援技術が提供されていることを
学ぶ。また、利用者の状態・状況に応じた多職種との連携について考察することで、介護福祉士の役割とは
何かを学んでいく。
[授業全体の内容の概要]
 利用者の自立支援を支えることができるよう、生活の様々な場面を取り上げ学んでいく。また、多面的視
点で利用者を捉えられるよう、多職種との連携について学びを深める。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 介護を必要とする高齢者や障害のある人の潜在能力に気づき、一人ひとりに合った生活支援技術とは何か
を理解できる。また、適切な生活支援技術を提供するために、介護福祉士として必要となるものは何かにつ
いて考察することができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．自立に向けた食事の介護①
２．自立に向けた食事の介護②（多職種との連携）
３．休息・睡眠の介護①
４．休息・睡眠の介護②（多職種との連携）
５．自立に向けた身じたくの介護①
６．自立に向けた身じたくの介護②（多職種との連携）
７．自立に向けた入浴・清潔保持の介護①
８．自立に向けた入浴・清潔保持の介護②（多職種との連携）
９．自立に向けた排泄の介護①
１０．自立に向けた排泄の介護②
１１．自立に向けた排泄の介護③（多職種との連携）
１２．人生の最終段階の意義と介護の役割
１３．人生の最終段階における介護①
１４．人生の最終段階における介護②（多職種との連携）
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 11年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ７ 第2版
生活支援技術Ⅱ 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度 １割 提出物 ２割
定期試験 7割



授業の種類
演習

授業担当者
鳴海 春輝

学院⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
生活支援技術③ 知的・精神

[授業の目的・ねらい]
サービス利用者となる障害者の種別ごとの理解を深め、生活を支えるための基本的介護技術を学
ぶ。
 [授業全体の内容の概要]
障害種別ごとに応じた、個別性を重視した介護の考え方や技法の習得。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
介護の専門家として、障害者の自立に向けた生活支援の視点を持ち、種別ごとにチームで行う介
護サービスの現場で支援ができること。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．オリエンテーション
２．知的障害に応じた介護① 生活支援の理解
３．知的障害に応じた介護②
４．知的障害に応じた介護③
５．精神障害に応じた介護① 生活支援の理解
６．精神障害に応じた介護②
７．精神障害に応じた介護③
８．精神障害に応じた介護④
９．精神障害に応じた介護⑤
１０．高次脳機能障害に応じた介護①  生活支援の理解
１１．高次脳機能障害に応じた介護②
１２．高次脳機能障害に応じた介護③
１３．発達障害に応じた介護① 生活支援の理解
１４．発達障害に応じた介護②
１５．発達障害に応じた介護③

弘前厚生学院以外の主な経歴
知的障害者施設 生活指導員（社会福祉士） 実務経験 １６年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ８
生活支援技術Ⅲ 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業への取り組み姿勢、試験により評価する。



授業の種類
演習

授業担当者
片川 ひろえ

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
生活支援技術③ 肢体不自由

[授業の目的・ねらい]
 肢体不自由、重症心身障害、難病があり介護を必要とする人の生活を理解し、求められる生活
支援を適切に行う技術を習得する。
[授業全体の内容の概要]
 肢体不自由、重症心身障害、難病のある人の日常生活の理解と、予防の視点で支援することを
学ぶ。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 障がいのある方々が抱える生活の困難さの背景を理解し、状況に応じた生活支援の方法を習得
し、実践する能力を養う。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１． 肢体不自由に応じた介護（肢体不自由の理解）、生活支援の理解
２．肢体不自由に応じた介護（支援の展開）
３．肢体不自由に応じた介護（事例をで学ぶ）
４．肢体不自由に応じた介護（演習）
５．重症心身障害に応じた介護（重症心身障害の理解）、生活支援の理解
６．重症心身障害に応じた介護（観察の視点）
７．重症心身障害に応じた介護（支援の展開）
８．重症心身障害に応じた介護（事例で学ぶ）
９．重症心身障害に応じた介護（演習：肢体不自由のある人の理解）
１０．重症心身障害に応じた介護（演習：視覚・聴覚・言語障害のある人の理解）
１１．【難病】筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）に応じた介護
１２．【難病】パーキンソン病に応じた介護、 生活支援の理解
１３．【難病】悪性関節リウマチに応じた介護、 生活支援の理解
１４．【難病】筋ジストロフィーに応じた介護、 生活支援の理解
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ８
生活支援技術Ⅲ 第2販 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
定期試験 7割



授業の種類
演習

授業担当者
清藤 美紀子

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
家政学

[授業の目的・ねらい]
介護を必要とする人の為の家事の意義を学び、自立に向けた家事の介護についての理解を深め、
正しい知識を身に付ける。
[授業全体の内容の概要]
日常生活を構成するうえで、家庭生活の理解、そして、生活を継続していくための家事の重要性
について学ぶ。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
家事支援における介護技術についての具体的な理解と、利用者一人ひとりの状態に対応出来るよ
うになる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．日常生活を構成するうえでの基本的な単位と家庭を取り巻く経済の理解
２．生活設計の考え方と家庭経済のしくみ
３．ＩＣＦの考え方、視点
４．消費生活に関わる法律と消費者トラブルに対しての保護
５．洗剤の種類とその特徴
６．自立生活を支える意義と目的
７．自立に向けた身じたくの介護
８．家事に関する利用者へのアセスメント
９．家事の援助の技法(衣服の素材と衣服との取扱い表示)
１０．家事の援助の技法(手洗い・衣服のシミ抜き法)
１１．     〃
１２．家事の援助の技法(衣類の収納・保管・衣服が招く危険・掃除)
１３． 家事の介助の技法(裁縫)
１４．     〃
１５．国試対策

弘前厚生学院以外の主な経歴 栄養士
実務経験 １1年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ６
生活支援技術Ⅰ 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
筆記試験 (レポート提出)



授業の種類
演習

授業担当者
清藤 美紀子

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
家政学 栄養 調理

[授業の目的・ねらい]
毎日の食事は健康と直結する。介護福祉士が食の支援をするうえで、生活の豊かさや心身の活性
化のための支援に繋がるような知識と技術を身に付ける。
[授業全体の内容の概要]
調理の意義、調理の介助法等、自立に向けた家事の仕方を学ぶ。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
食事作りの基本を理解し、現場で実践できる能力を身に付ける。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．自立に向けた家事の介護
２．介護保険制度の中で出来る家事の範囲
３．望ましい食生活の目安(食事バランスガイド)
４．調理の技術
５．  〃
６．  〃
７．  〃
８．  〃
９．  〃
１０． 〃
１１．高齢者の体の変化と食事
１２．家事支援についての具体的な理解    (食品の買い出し、食材の選び方)
１３．  〃                (食品の下処理)
１４．  〃                (調理器具の正しい使い方)
１５．  〃                (配膳・盛り付け・食べやすい姿勢)

弘前厚生学院以外の主な経歴 栄養士
実務経験 １1年



[使用テキスト・参考文献]
・最新・介護福祉士養成講座 ６
 生活支援技術Ⅰ 第2版 中央法規
・食品成分表

[単位認定の方法及び基準]
筆記試験 (レポート提出)



授業の種類
演習

授業担当者
清藤 美紀子

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
家政学 栄養 調理

[授業の目的・ねらい]
食に対する興味を持ち、食に対する支援の大切さを理解し、一人ひとりの状態に合わせた、調理
技術を習得する。
[授業全体の内容の概要]
展開食も含め、高齢者の食事づくりを体験する。
摂食・嚥下機能のメカニズムを知り、食べやすい食事について考える。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
食事は生まれた地域の風習や産物などの影響を受け、それぞれの嗜好に合わせた調理方法や摂取
方法があることを理解できる。また、栄養面だけではなく、利用者の生活歴にも寄り添った生活
支援が出来るよう、専門的な知識を身に付ける。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．自立に向けた家事の介護
２．展開食の調理
３．行事食の意義
４．高齢者の体の変化と食事 (嚥下調整食のレベル分類)
５．     〃
６．     〃
７．     〃
８．     〃
９．     〃
１０．    〃
１１．    〃
１２．高齢者ソフト食の基本 (食べやすくするための調理法)
１３．    〃      (調理テクニック、技法)
１４．食事介助の実際
１５．食事介助へのチームアプローチ

弘前厚生学院以外の主な経歴 栄養士
実務経験 １1年



[使用テキスト・参考文献]
・最新・介護福祉士養成講座 ６
 生活支援技術Ⅰ 第2版 中央法規
・食品成分表

[単位認定の方法及び基準]
筆記試験 実技試験
(レポート提出)



授業の種類
演習

授業担当者
清藤 美紀子

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
生活支援技術  住居

[授業の目的・ねらい]
「尊厳の保持」「自立支援」の考え方を理解するとともに、「介護を必要とする人」を、生活の
観点から捉えるための学習。また、介護における安全や事故予防等について、多職種協働で行う
ことができる学習とする。
[授業全体の内容の概要]
居住環境の意義と利用者の自立に向けた安心、安全かつ快適な生活の場づくりを学ぶため、実際
の福祉用具を体験し、インターネットを活用し理解を深める。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
利用者個々のアセスメントに基づいた適切な居住環境の改善や、環境整備の知識と福祉用具の活
用方法などについて習得し、助言、実践できるようになる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．生活支援の理解
２．自立に向けた居住環境の整備
３．居住環境の意義
４．生活空間と介護
５．暮らしと環境問題
６．居住環境のアセスメント
７．住まいの場における工夫・留意点
８．集団生活の場における工夫・留意点
９．連携の必要性
１０．保健・医療・福祉関連職種・建築関連職種について
１１．福祉用具の意義と活用
１２．安全で心地よい生活の場づくり
１３．居住環境の整備における協働の実際
１４．高齢者疑似体験
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 栄養士
実務経験 11年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ６
生活支援技術Ⅰ 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度20％、提出物20％、定期試験60％で総
合的に評価する。



授業の種類
演習

授業担当者
片川 ひろえ

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護過程Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
 利用者の望む生活の実現のために、多職種連携による支援の提供を目指し、他の科目で学んだ
知識や技術の集大成として、介護過程の展開が成り立っていることを学ぶ。
[授業全体の内容の概要]
 介護過程の意義と目的を理解することで、介護過程の展開で重要となる利用者のアセスメント
能力を培い、介護計画立案へと繋げていけるよう、様々な事例を基に学んで行く。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
・介護過程の展開を通じて、利用者をアセスメントする能力の重要性を理解できる。
・利用者の尊厳を守るケアを実現するために、科学的根拠に基づいた個別支援計画を立案するこ
とができる。
・授業を通して学生の自己覚知を図り、介護福祉士の役割について考察することができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．介護過程の意義と基礎的理解
２．生活支援の考え方と介護過程の必要性
３．介護過程の全体像
４．介護現場におけるアセスメントとは
５．コミュニケーション技術を用いたアセスメントの実践
６．事例に基づいた介護過程とチームアプローチ
７．事例に基づいたグループワークによるアセスメント表の作成
８．グループワークにて介護過程の展開の理解（介護計画の作成）
９．事例に基づいた個別ワークによるアセスメント表の作成
１０．個別ワークにて介護過程の展開の理解（介護計画の作成）
１１．介護過程とチームアプローチ（介護職によるカンファレンス）
１２．介護過程とチームアプローチ（多職種連携によるカンファレンス）
１３． 評価
１４． 再アセスメントと計画の修正
１５． まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ９
介護過程 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
課題試験 7割



授業の種類
演習

授業担当者
片川 ひろえ

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護過程Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
 介護過程を展開する上で、チームアプローチの必要性と重要性について学ぶ。また、立案した介護過程を
実施・評価することにより、学生一人ひとりの介護過程の展開の仕方を振り返る機会とする。
[授業全体の内容の概要]
 介護過程を展開する上で、チームアプローチの必要性と重要性について理解することで、介護過程の必要
性について学んでいく。また、介護実習で展開した介護過程を振り返ることにより、学生の自己覚知へ繋が
るよう学びを深める。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 介護過程を展開する上で、チームアプローチの必要性と重要性について理解できる。また、介護実習を通
して、介護過程の必要性を理解できる。更に、利用者にとって適切な介護サービスとは何かを考察し、介護
過程へと反映することができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．自立に向けた介護過程の展開①
２．自立に向けた介護過程の展開②
３．介護過程の展開における評価①
４．介護過程の展開における評価②
５．介護過程の展開の理解①
６．介護過程の展開の理解②
７．介護過程の展開の理解③
８．介護過程の展開の理解④
９．介護過程の展開の理解⑤
１０．介護過程の展開の理解⑥
１１．介護過程とケアマネジメントの関係性
１２．介護過程とチームアプローチ①（介護職によるカンファレンス）
１３．介護過程とチームアプローチ②（多職種協働によるカンファレンス）
１４．介護過程とチームアプローチ③（地域共生社会を目指したカンファレンス）
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ９
介護過程 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
定期試験 7割



授業の種類
演習

授業担当者
片川 ひろえ

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護過程Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
 他の科目で学習した知識や技術を統合して、介護過程を展開し、介護計画を立案できるよう学
ぶ。また、介護を必要とする高齢者や障害のある人に対して、適切な介護サービスの提供ができ
る能力を養う。
[授業全体の内容の概要]
 介護過程の意義と目的を理解することで、介護過程の展開で重要となる利用者のアセスメント
能力を培い、介護計画立案へと繋げていけるよう、様々な事例を基に学んでいく。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 介護過程の展開を通じて、利用者のアセスメント能力の重要性を理解できる。また、他の科目
で学んだ知識や技術の集大成として、介護過程の展開が成り立っていることを理解できる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．介護過程の展開の理解
２．介護過程の意義と基礎的理解①（情報収集）
３．介護過程の意義と基礎的理解②（ICFモデルを活用した情報の整理）
４．        〃
５．介護過程の意義と基礎的理解③（アセスメント）
６．        〃
７．介護過程の意義と基礎的理解④（課題の選定）
８．        〃
９．介護過程の意義と基礎的理解⑤（計画）
１０．       〃
１１．介護過程の意義と基礎的理解⑥（実施）
１２．       〃
１３．介護過程の意義と基礎的理解⑦（評価）
１４．       〃
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ９
介護過程 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
定期試験 7割



授業の種類
演習

授業担当者
小田桐 摩美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護過程Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
他の科目で学習した知識や技術を統合し、個別性を重視した介護過程の重要性と展開の方法につ
いて学ぶ。
[授業全体の内容の概要]
テキストと事例を活用し、実践に於いて求められる技術や視点についての理解・習得を図る。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
介護過程の各段階についての理解を深め、展開の流れをつかむ。そして、個別性と自立支援の視
点を重視し、根拠に基づいた適切な介護計画が立案できる。また、チームアプローチの重要性を
理解し、ケアマネジメントの全体像をつかむ。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．介護過程の展開（概要・意義・目的・プロセス）
２．アセスメント（項目・視点・方法）
３．アセスメント（事例をもとにした個人ワーク）
４．アセスメント（事例をもとにしたグループワーク）
５．介護過程展開のためのコミュニケーション技法
６．介護過程展開のためのコミュニケーション技法（グループワーク）
７．介護過程とチームアプローチ①（アセスメント）  グループワーク
８．介護過程のチームアプローチ②（介護計画作成）  グループワーク
９．介護過程のチームアプローチ③（アセスメント）  個人ワーク
１０． 介護過程のチームアプローチ④（介護計画作成）個人ワーク
１１．介護過程とチームアプローチ⑤（カンファレンス）
１２．介護過程とチームアプローチ⑥（カンファレンス）
１３． 評価
１４． 再アセスメントと計画の修正
１５． まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 11年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 ９ 第２版
介護過程 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度 1割、提出物 ２割、
定期試験 ７割



授業の種類
演習

授業担当者
葛⻄ 武佳⼦

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護過程Ⅲ

[授業の目的・ねらい]
ケアマネジメント及び介護過程における、介護福祉士としての役割について理解を深めると共
に、介護過程を適切に展開する力を身に付ける。
[授業全体の内容の概要]
実際の事例による演習を通して、介護過程の展開について学びを深めると共に、実践力を養う。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
ケアプランと個別援助計画を理解し、介護福祉士として介護過程を展開できる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．介護過程とケアマネジメントの関係性
２．介護過程とチームアプローチ
３．      〃      （要点・方法を学ぶ）
４．      〃      （ワークシート）
５．      〃      （要点・方法を学ぶ）
６．      〃      （事例を基にアセスメント表作成〜グループワーク）
７．      〃      （事例を基にカンファレンス・担当者会議）
８．      〃      （事例を基に介護計画作成〜グループワーク）
９．      〃            〃
１０．     〃      （事例を基にアセスメント表作成〜個⼈ワーク）
１１．     〃            〃
１２．     〃      （事例を基に介護計画作成〜個⼈ワーク）
１３．     〃            〃
１４．評価の方法
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 21年



[使用テキスト・参考文献]
・最新・介護福祉士養成講座 ９ 介護過程 第2版 中央法
規
・介護支援専門員実務研修テキスト
・訪問介護事業所サービス提供責任者仕事ハンドブック

[単位認定の方法及び基準]
・授業、演習態度を評価 ３割
・試験          7割



授業の種類
演習

授業担当者
小田桐 摩美

専任教員

授業の回数
３０回

時間数(単位数)
６０時間(２単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

 
１６．訪問介護実習のお礼状作成
１７．訪問介護実習の振り返り
１８．訪問介護実習の報告会
１９．実習Ⅰのお礼状作成
２０．実習Ⅰの振り返り①
２１．実習Ⅰの振り返り②
２２．実習Ⅰの報告会
２３．実習Ⅱのお礼状作成
２４．実習Ⅱの振り返り①
２５．実習Ⅱの振り返り②
２６．実習まとめ、介護実践の科学的探求
２７．実習まとめ、介護実践の科学的探究
２８．実習まとめ、知的と技術の統合
２９．実習まとめ、知的と技術の統合
３０．実習報告会

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．介護総合演習目的
２．介護総合演習の目的
３．介護実習の意義と目的①
４．介護実習の意義と目的②
５．介護実習の種類・特徴①
６．介護実習の種類・特徴②
７．介護実習の種類・特徴③
８．介護実習中の学習の内容と方法①
９．介護実習後の学習の内容と方法②
１０．個人票の作成①
１１．   〃  ②
１２．   〃  ③
１３．実習日誌の書き方①
１４．実習日誌の書き方②
１５．実習日誌の書き方③

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護総合演習

[授業の目的・ねらい]
介護実践に必要な知識と技術の統合を行うとともに、介護観を形成し専門職としての態度を養う
学習とする。
[授業全体の内容の概要]
実習の教育効果を上げるため、事前に実習施設についての理解を深めるとともに、各領域で学ん
だ知識と技術を統合し介護実践につながる内容とする。実習を振り返り、介護の知識や技術を結
び付けて統合する学習とする。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
介護福祉士としての専門職に必要な知識と技術を統合し、介護観が養われる。

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 １１年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 １０ 第２版
介護総合演習・介護実習 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度１0％、提出物20％、定期試験７0％で
総合的に評価する。



授業の種類
実習

授業担当者
片川 ひろえ
小田桐 摩美

学科⻑
専任教員

授業の回数 時間数(単位数)
60時間（2単位）

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護実習Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
 個々の生活リズムや個性を理解するという観点から、様々な生活の場において個別ケアを理解
し、利用者・家族とのコミュニケ―ションの実践、生活支援技術の確認、多職種協働や関係機関
との連携を通じてチームの一員としての介護福祉士の役割について理解する学習とする。
[授業全体の内容の概要]
 基本的な生活支援技術の実践を通し、利用者一人ひとりに合った個別ケア、利用者・家族との
コミュニケーション、チームの一員としての介護福祉士の役割について学ぶ。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 訪問介護実習・施設実習等を通し、施設及び利用者を理解し、個別ケアの重要性、生活支援
チームの一員としての介護福祉士の役割について理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．実習施設の理解
２．施設の利用者の理解
３．施設の利用者の生活リズムの理解
４．利用者・家族とのコミュニケーションの実践
５．基本的生活支援技術の実践・確認・個別ケアの理解
６．多職種協働の実践
７．介護福祉士の役割の理解

弘前厚生学院以外の主な経歴
介護福祉士 実務経験 10年
介護福祉士 実務経験 11年

実習時期・実習時間・実習施設
7月下旬 1日（4時間）     訪問介護事業所
8月下旬 7日間×8時間₌56時間 グループホーム・ケアハウス・デイサービスセンター
ああああああああああああああああああああああああ
あああああああ   あ                    実習Ⅰ トータル60時間



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 10
介護総合演習・介護実習第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
施設の評価７０％、巡回時の実習態度や意欲、
実習日誌等で30％。学内で総合的に評価する。



授業の種類
実習

授業担当者
片川ひろえ
小田桐 摩美

学科⻑
専任教員

授業の回数 時間数(単位数)
150時間(5単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
介護実習Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
 個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性を理解し、利用者の課題を明確にするための利
用者毎の介護計画の作成、実施、実施後の評価といった介護過程を展開し、他科目で学習した知
識や技術を統合して、具体的な介護サービスの提供の基本となる実践力を習得する学習とする。
[授業全体の内容の概要]
 個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性を理解し、利用者の課題を明確にし介護過程の
実践的展開を行い、他科目で学習した知識や技術を統合して理解する。
[授業修了時の達成課題（到達目標）
 利用者の尊厳・自立支援を大事にした介護過程の実践的展開を理解する。また、生活支援の
チームの一員として介護福祉士の役割を理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．実習施設についての理解
２．施設の利用者の理解
３．施設の利用者の生活リズムの理解
４．利用者・家族とのコミュニケーションの実践
５.  基本的生活支援技術の実践・確認・個別ケアの理解
６．介護過程の実践的展開
７．多職種協働の実践①（介護福祉士の役割の理解）
８．多職種協働の実践②（サービス担当者会議、ケースカンファレンスを通じて）
９．医療的ケア（喀痰吸引・経管栄養）の見学及び実際の理解
10．地域における生活支援の実践（地域における施設の役割、地域と施設との交流の実際）

弘前厚生学院以外の主な経歴
介護福祉士 実務経験 10年
介護福祉士 実務経験 11年

実習時期・実習時間・実習施設
9月上旬から下旬 1日7.5時間×20日間＝150時間
介護老人福祉施設または介護老人保健施設             あああああああああああ
ああああああああああああああああああああああああ            実習Ⅱ 150時間



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 10
介護総合演習・介護実習第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
施設の評価７０％、巡回時の実習態度や意欲、
実習日誌等で30％。学内で総合的に評価する。



授業の種類
講義

授業担当者
前中 香、山岡 みな子

非常勤講師
専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
発達と老化の理解

[授業の目的・ねらい]
⼈間の成⻑と発達の過程における、⾝体的・⼼理的・社会的変化及び⽼化が⽣活に及ぼす影響を理解
し、ライフサイクルの特徴に応じた生活を支援するために必要な基礎的な知識を習得する学習とす
る。
[授業全体の内容の概要]
命の誕⽣から死に⾄るまでの⼼⾝の発達や成⻑などを⾃⼰の体験や⾝近な⾼齢者の体験と重ね合わせ
てイメージする。その上で老年期の心理・身体的機能の変化などについて、テキスト・資料・DVD等
を通して学習を深める。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
老年期の発達と成熟や心理・身体的機能の変化を理解し、高齢者の健康増進・維持を含めた生活支援
のための基礎的知識が理解できる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．⼈間の成⻑と発達の基礎的理解（１）
２．⼈間の成⻑と発達の基礎的理解（２）
３．⼈間の成⻑と発達の基礎的理解（３）
４．人間の発達段階と発達課題（１）
５．人間の発達段階と発達課題（２）
６．人間の発達段階と発達課題（３）
７．老年期の特徴と発達課題（１）
８．老年期の特徴と発達課題（２）
９．老化にともなうこころとからだの変化と生活（１）
１０．老化にともなうこころとからだの変化と生活（２）
１１．老化にともなうこころとからだの変化と生活（３）
１２．高齢者と健康（１）
１３．高齢者と健康（２）
１４．高齢者と健康（３）
１５．まとめ

弘前厚生学院での経歴 専任教員 13年
弘前厚生学院以外の主な経歴 看護師 18年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 １２
発達と老化の理解 第２版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
試験 70％
提出物・授業態度30％



授業の種類
講義

授業担当者
片川 ひろえ

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
30時間(2単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
認知症の理解Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
 認知症を取り巻く状況を踏まえ、認知症に関する基礎的知識を習得する。また、認知症の症状
と生活障害の関係性について学んでいく。
[授業全体の内容の概要]
 認知症に関する知識とケアが統合できるよう、事例・VR体験を通して学んでいく。また、個別
に応じた認知症ケアのあり方についても学びを深める。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 認知症に関する基礎的知識を踏まえ、個別に応じた認知症ケアの実践方法が理解できる。ま
た、認知症の人が地域生活を営めるよう、どのようなサポート体制が必要となるのかについて考
えることができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．認知症の基礎的理解①（認知症のある高齢者の現状と今後）
２．認知症の基礎的理解②（認知症とは何か）
３．認知症の基礎的理解③（脳のしくみ）
４．認知症の症状・診断・治療・予防①（中核症状の理解）
５．認知症の症状・診断・治療・予防②（生活障害の理解）
６．認知症の症状・診断・治療・予防③（BPSDの理解）
７．認知症の症状・診断・治療・予防④（診断要件と治療薬）
８．認知症の症状・診断・治療・予防⑤（認知症の予防）
９．認知症の原因疾患と症状・生活障害①
１０．認知症の原因疾患と症状・生活障害②
１１．認知症を取り巻く状況
１２．認知症ケアの理念と視点
１３．認知症VR体験
１４．連携と協働
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 １３
認知症の理解 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
定期試験 7割



授業の種類
講義

授業担当者
小田桐 摩美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
認知症の理解Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
 認知症に関する基礎的知識を習得するとともに、認知症の人の体験や意思表示が困難な特性を
理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する。
[授業全体の内容の概要]
 認知症の人とのコミュニケーションやケアを通して、一人ひとりに応じた個別ケアのあり方に
ついて学んでいく。また、認知症の人の終末期についても学びを深める。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 認知症に関する基礎的知識を踏まえ、認知症ケアの実践方法と個別ケアの重要性について理解
する。また、行政との連携を含めた地域のサポート体制についても、考えることができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．認知症の人とのコミュニケーション
２．認知症に伴う生活への影響と認知症ケア①
３．認知症に伴う生活への影響と認知症ケア②
４．認知症の予防
５．認知症ケアの実際①（センター方式）
６．認知症ケアの実際②（ひもときシート）
７．認知症ケアの実際③（バリデーション）
８．家族への支援①
９．家族への支援②
１０．連携と協働①
１１．連携と協働②
１２．介護福祉職への支援①（職場環境の整備）
１３．介護福祉職への支援②（介護現場での気づき）
１４．認知症の人の終末期医療と介護
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 １１年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 １３
認知症の理解 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度 １割
提出物  ２割
定期試験 ７割



授業の種類
講義

授業担当者
片川 ひろえ

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
30時間(２単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
障害の理解

[授業の目的・ねらい]
 障害のある方が生活をする上で、必要な制度とサービスについて理解する。また、介護を実践す
るにあたり、障害に応じた生活支援についても学んでいく。
[授業全体の内容の概要]
 障害の種別ごとに関する医学的側面の基礎知識と支援方法を学んでいく。また、家族支援や地域
との繋がりついても学びを深める。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 障害のある方の自立生活を支援するあり方について、制度と実際の生活を照らし合わせて、学生
一人ひとりが考察することができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．障害の基礎的理解①（障害の概念）
２．障害の基礎的理解②（障害福祉の基本理念）
３．障害の基礎的理解③（障害福祉に関連する制度）
４．障害の基礎的理解④（障害福祉制度と介護保険制度）
５．障害の医学的・心理的側面の基礎的理解
６．障害のある人の生活と障害の特性に応じた支援①（肢体不自由、視覚障害の特性と支援）
７．障害のある人の生活と障害の特性に応じた支援②（聴覚・言語障害、重複障害の特性と支援）
８．障害のある人の生活と障害の特性に応じた支援③（内部障害、重症心身障害の特性と支援）
９．障害のある人の生活と障害の特性に応じた支援④（知的障害、発達障害の特性と支援）
１０．障害のある人の生活と障害の特性に応じた支援⑤（精神障害、高次機能障害の特性と支援）
１１．障害のある人の生活と障害の特性に応じた支援⑥（難病の特性と支援）
１２．連携と協働①（地域のサポート体制）
１３．連携と協働②（チームアプローチ）
１４．家族への支援
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 介護福祉士
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 １４
障害の理解第２版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
受講態度 1割
提出物  2割
定期試験 7割



授業の種類
講義

授業担当者
山岡みな子

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
こころとからだのしくみⅠ

[授業の目的・ねらい]
介護を必要とする人の生活支援を行うため、介護実践の根拠となる人間の心理、人体の構造や機
能を理解する学習とする。
[授業全体の内容の概要]
解剖学・生理学・運動学・心理学をもとに、人が生活する上でこころとからだはどのように働く
のか、人体模型・映像も活用しながら人体のメカニズムを学ぶ。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
健康を意識した支援を実践する根拠を理解し、予防の視点をもって利用者に関わることが出来
る。実践に必要な観察力、判断力の基盤を身につけ、医療職との連携が出来る。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．健康とは
２．からだのしくみの理解①
３．からだのしくみの理解②
４．からだのしくみの理解③
５．休息・睡眠に関連したこころとからだのしくみ①
６．休息・睡眠に関連したこころとからだのしくみ②
７．入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ①
８．入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ②
９．食事に関連したこころとからだのしくみ①
１０．食事に関連したこころとからだのしくみ②
１１．食事に関連したこころとからだのしくみ③
１２．こころのしくみの理解①（人間の欲求）
１３．こころのしくみの理解②（自己実現と尊厳）
１４．こころのしくみの理解③（こころのしくみの基礎）
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴  看護師
実務経験   18 年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 １1
こころとからだのしくみ 第2版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度10％、提出物20％、定期試験７0％で
総合的に評価する。



授業の種類
講義

授業担当者
山岡 みな子

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
こころとからだのしくみⅡ

[授業の目的・ねらい]
介護を必要とする人の生活支援を行うため、介護実践の根拠となる人間の心理、人体の構造や機
能を理解する学習とする。
[授業全体の内容の概要]
解剖学・生理学・運動学・心理学をもとに、人が生活する上でこころとからだはどのように働く
のか、人体模型・映像も活用しながら人体のメカニズムを学ぶ。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
健康を意識した支援を実践する根拠を理解し、予防の視点をもって利用者に関わることが出来
る。介護実践に必要な観察力、判断力の基盤を身につけ、医療職との連携が出来る。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ①
２．入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ②
３．身じたくに関連したこころとからだのしくみ
４．排泄に関連したこころとからだのしくみ①
５．排泄に関連したこころとからだのしくみ②
６．排泄に関連したこころとからだのしくみ③
７．移動に関連したこころとからだのしくみ①
８．移動に関連したこころとからだのしくみ②
９．人生の最終段階のケアに関連したこころとからだのしくみ
１０．人生の最終段階に関する死の捉え方
１１．「死」に対するこころの理解
１２．終末期から危篤状態、死後のからだの理解
１３．ターミナルにおける危篤、死亡時のからだのしくみ
１４．死にゆく人のこころとからだのしくみ
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴  看護師
実務経験    18年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座１1
こころとからだのしくみ 第２版 中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度10％、提出物20％、定期試験70％で総
合的に評価する。



授業の種類
講義

授業担当者
松本 れい子

非常勤講師

授業の回数
２３回

時間数(単位数)
４5時間(３単位)

配当学年・時期
前期

必修・選択
必修

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．医療的ケア実施の基礎
２．医療制度、喀痰吸引等研修
３．清潔保持と感染予防
４．清潔保持と感染予防
５．健康状態の把握、バイタルサイン測定
６．健康状態の把握、バイタルサイン測定
７．安全な療養生活、救急蘇生法
８．喀痰吸引（基礎的知識）
９．呼吸のしくみとはたらき
１０．喀痰吸引のしくみ
１１．喀痰吸引時のトラブル
１２．喀痰吸引（実施手順）、実施上の注意点
１３．子どもの喀痰吸引
１４．経管栄養（基礎的知識）
１５．経管栄養（基礎的知識）
 

１６．消化器のしくみとはたらき
１７．経管栄養のしくみ
１８．経管栄養時のトラブル
１９.   経管栄養（実施手順）
２０.   経管栄養（実施手順）
２１．子どもの経管栄養
２２．医療的ケアのまとめ
２３．医療的ケアのまとめ

[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 １５  第2版
医療的ケア  中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度20％、提出物20％、定期試験60％で総
合的に評価する。

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
医療的ケアⅠ

[授業の目的・ねらい]
医療的ケアが必要な人の安全で安楽な生活を支えるという観点から、医療職との連携のもとで医
療的ケアを安全・適切に実施できるよう、必要な知識・技術を習得する。
[授業全体の内容の概要]
テキスト学習を基盤とし、映像資料（AR）や模型等を活用しながら、安全な医療的ケアの知識と
技術、確実な手技を身につける内容。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
チーム医療スタッフの一員として、利用者の安全に配慮した医療的ケアを実施する基礎的知識を
習得する。

弘前厚生学院以外の主な経歴 看護師
実務経験 45年



 



授業の種類
講義

授業担当者
松本 れい子

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
医療的ケアⅡ

[授業の目的・ねらい]
医療的ケアが必要な人の安全で安楽な生活を支えるという観点から、医療職との連携のもとで医
療的ケアを安全・適切に実施できるよう、必要な知識・技術を習得する。
[授業全体の内容の概要]
テキスト学習を基盤とし、映像資料（AR）や模型等を活用しながら、安全な医療的ケアの知識と
技術、確実な手技を身につける内容。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
チーム医療スタッフの一員として、利用者の安全に配慮した医療的ケアを実施する基礎を習得す
る。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．医行為、医療の倫理について
２．チーム医療・医療的ケアの経緯
３．医療的ケアと喀痰吸引等研修との比較
４．リスクマネジメント
５．リスクマネジメント（ヒヤリハット報告書）
６．経管栄養のしくみ
７．喀痰吸引のしくみ
８．喀痰吸引（基礎的知識）
９．喀痰吸引（基礎的知識）
１０．人工呼吸器のしくみ
１１．口腔内喀痰吸引(実施手順)
１２．鼻腔内喀痰吸引(実施手順)
１３．気管カニューレ内部の喀痰吸引(実施手順)
１４．胃ろう・経鼻経管栄養(実施手順)
１５．医療的ケアのまとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 看護師
実務経験 45年



[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 １５ 第2版
医療的ケア   中央法規

[単位認定の方法及び基準]
授業態度20％、提出物20％、定期試験60％で総
合的に評価する。



授業の種類
演習

授業担当者
松本 れい子、山岡 みな子

非常勤講師
専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
後期

必修・選択
必修

[使用テキスト・参考文献]
最新・介護福祉士養成講座 １５ 第2版
医療的ケア   中央法規

[単位認定の方法及び基準]
確認テスト80％、提出物等20％で総合的に判断す
る。

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
医療的ケアⅢ

[授業の目的・ねらい]
医療的ケアが必要な人の安全で安楽な生活を支えるという観点から、医療職との連携のもとで医療的
ケアを安全・適切に実施できるよう、必要な知識・技術を習得する。
[授業全体の内容の概要]
実施手順を確実に理解した上で確認テストを行い、医療的ケアの技術を習得する。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
チーム医療スタッフの一員として、利用者の安全に配慮した医療的ケアを実施する基礎を固める。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．清潔保持と感染予防
２．救急蘇生  確認テスト
３．バイタルサイン測定の実際
４．胃ろうまたは腸ろうの経管栄養の演習
５．胃ろうまたは腸ろうの経管栄養の演習 確認テスト
６．経鼻経管栄養の演習
７．経鼻経管栄養演習 確認テスト
８．口腔内喀痰吸引の演習
９．口腔内喀痰吸引の演習
１０．口腔内喀痰吸引の演習 確認テスト
１１．鼻腔内喀痰吸引の演習
１２．鼻腔内喀痰吸引の演習 確認テスト
１３．気管カニューレ内部喀痰吸引の演習
１４．気管カニューレ内部喀痰吸引の演習 確認テスト
１５．医療的ケアのまとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 看護師
実務経験 45年
実務経験 18年


