
領域：人間と社会 

 

人間の尊厳と自立  ※ここだけはおさえておこう！ 

大項目 中項目 小項目（例示） ・「自立生活」と「自律生活」 

・エンパワメント 

・自己決定 

・世界人権宣言,ワイマール憲法 

・日本国憲法第 25 条「生存権」 

1 人間の尊厳と自立 1)人間理解と尊厳 「人間」の多面的理解 

人間の尊厳 

自立・自律 

2 介護における尊厳の保持・自立

支援 

1)人権と尊厳 

 

 

 

権利擁護・アドボカシー 

 

人権尊重 

 

身体的・精神的・社会的な自立支援 

「個人の尊厳の保持」については社

会福祉法第 3条、介護保険法第 1条、

障害者自立支援法第1条にも規定さ

れているので、条文を読んでおくと

良いでしょう 

「尊厳」の部分では、権利侵害とし

て「虐待」「ネグレクト」「詐欺」な

ども重要な言葉として押さえてお

く 

「身体拘束」の例外規定 

 

  

人間関係とコミュニケーション  ※ここだけはおさえておこう！ 

大項目 中項目 小項目（例示） 良好な人間関係を形成するために

援助者が共感的・受容的な態度を身

につけていること。自己覚知が大切

だということを問われる。 

「コミュニケーション」について

は、定義・伝達媒体・手段などを理

解する。また、コミュニケーション

の環境についても、ユニバーサルデ

ザインの発想やユニットケアによ

る交流の促しなども問われると思

う。 

1 人間関係の形成 1)人間関係と心理 自己覚知、他者理解、ラポール、その他 

2 コミュニケーションの基礎 1)対人関係とコミュニケーション 対人関係・コミュニケーションの意義 

対人関係・コミュニケーションの概要 

2)コミュニケーションを促す環境   



3)コミュニケーションの技法 対人距離（物理的・心理的距離） 

言語的コミュニケーション 

非言語的コミュニケーション 

受容・共感・傾聴 

技法については、ロジャースの来談

者中心療法の特徴。レドルの生活場

面面接の構造・留意点なども要チェ

ック。 

4)道具を用いた言語的コミュニケーシ

ョン 

機器を用いたコミュニケーション 

記述によるコミュニケーション 

トーキングエイド 

記録・報告書など（５W１H） 

 

 

 

社会の理解  ※ここだけはおさえておこう！ 

大項目 中項目 小項目（例示） 

1 生活と福祉 1)家庭生活の基本機能 生産・労働、教育・養育、保健・福祉、生殖、

安らぎ・交流、その他 

自らの環境との相互作用によって

成り立ち、社会システムの中に位置

づけられる。 

2)家族 家族の概念とその変容 

家族の構造や形態 

家族の機能、役割 

家族観の多様化 

家族の定義、家族構成、親族などを

押さえておこう。 

・生活様式とライフスタイルの変化 

・ライフサイクル、ライフステージ、

ライフコース 

・家族の機能とその変化 

3)地域 地域の概念 

コミュニティの概念 

都市化と地域社会 

過疎化と地域社会 

地域社会の集団・組織 

・コミュニティとアソシエーション

といえばマッキーバー  

「都市化」～匿名化社会 

「過疎化」～限界集落  

   

4)社会、組織 社会、組織の概念 

社会、組織の機能、役割 

グループ支援、組織化 

エンパワメント 

「集団」（社会集団）とは。 

組織・官僚制・ネットワーキング 

・グループ内のエンパワメント 

5)ライフスタイルの変化 雇用労働の進行、女性労働の変化、雇用形態 ・正規雇用者比率の低下と非正規雇



の変化 

少子化、健康寿命の延長 

余暇時間 

生涯学習、地域活動への参加 

その他 

用者の増加。ワーキングプア・給

与格差など 

・高齢者世帯の増加。 

・高齢者の地域活動 

6)社会構造の変容 産業化・都市化 

地域社会の変化 

・ウェッブ夫妻のナショナル  

ミニマム論 

・社会福祉事業法（S26）から社会

福祉法（H12）へ 

・昭和 20 年代の福祉三法から 30 年

代の福祉六法 

・1990 年代「福祉ミックス論」 

 「福祉多元主義」「福祉国家から

福祉社会へ」 

7)生活支援と福祉 生活の概念 

 

福祉の考え方とその変遷 

 

自助、互助、共助、公助 

2 社会保障制度 1)社会保障の基本的な考え方 社会保障の概念と範囲 

社会保障の役割と意義 

社会保障の理念 

・社会保障の機能には①社会的セー

フティネット②生活安定・向上③所

得再分配④リスクの分散⑤家族機

能の支援⑥社会の安定及び経済の

安定・成長への貢献がある。 

2)日本の社会保障制度の発達 日本の社会保障制度の基本的な考え方、憲法

との関係 

戦後の緊急援護と社会保障の基盤整備 

国民皆保険、国民皆年金 

社会福祉法 

福祉六法 

社会保障費用の適正化・効率化 

地方分権 

地域福祉の充実 

社会保障構造改革 

・最近の社会保障の捉え方は、所得

保障、医療保障、社会福祉に大別で

きる。 

・基礎年金の導入や厚生年金の 2 階

建て方式、共済年金の厚生年金への

編入など時系列で覚えておく。 

・「応益負担」と「応能負担」 

3)日本の社会保障制度のしくみの基礎

的理解 

社会保障の財源 

 

社会保険、社会扶助 

「社会保険」～公的機関が保険者・

防貧的機能・保険料が財源 

「社会扶助」～国や地方自治体の施



 

公的保険制度、民間保険制度 

策・救貧的機能・租税が財源 

・財政方式として「賦課方式」と「積

立方式」の特徴 

4)現代社会における社会保障制度 人口動態の変化、少子高齢化 

社会保障の給付と負担 

持続可能な社会保障制度 

・高齢化率、合計特殊出生率、人口

ピラミッド 

・社会保障給付費の財源 

3 介護保険制度 1)介護保険制度創設の背景及び目的   ・「介護の社会化」社会全体で介護

を支える 

・介護サービスの統一化 

・介護の科学化 

2)介護保険制度の動向 介護保険制度改革 

3)介護保険制度のしくみの基礎的理解 介護保険の保険者と被保険者 

介護保険の保険給付と利用者負担 

受給権者（要介護者・要支援者（政令で定め

る特定疾患を含む。）） 

介護サービス利用までの流れ 

介護サービス等の種類・内容 

介護サービス情報の公表 

介護予防の概念 

「保険者」＝市町村及び特別区 

※ 小規模市町村の特例あり 

「被保険者」第 1 号被保険者 

第 2 号被保険者 

・認定審査会 

・地域密着型サービス 

・地域包括支援センター 

・居宅サービス計画 

4)介護保険制度における組織、団体の

機能と役割 

国の役割  

 

都道府県の役割 

 

市町村の役割 

 

指定サービス事業者の役割 

 

国民健康保険団体連合会の役割 

・国～基本指針 

・都道府県～介護保険事業支援計画 

・市町村～介護保健事業計画 

・指定サービス業者 

 指定は都道府県知事（予防は？） 

 指定の更新 

 連座制 

・介護保健給付費審査委員会 

5)介護保険制度における専門職の役割 介護支援専門員の役割 

 

関連専門職種の役割 

・ケアマネジャーとは 

 配置義務、禁止行為、更新制 

 受け持ち件数 

・サービス担当者会議 



4 障害者自立支援制度 1)障害者自立支援制度創設の背景及び

目的 

社会福祉基礎構造改革と障害者施策 

障害者基本計画、新障害者プラン 

支援費制度 

障害者自立支援法の目的 

・措置制度から利用制度へ 

・障害者プラン→障害者基本計画→

新障害者プラン・重点施策 5 ヵ年

計画 

・「日中活動事業」と「居住支援事

業」 

2)障害者自立支援制度のしくみの基礎

的理解 

障害者自立支援法の自立支援給付と利用者

負担 

障害者自立支援制度における事業者及び施

設 

障害者自立支援制度における専門職の役割 

障害福祉サービス利用の流れ 

障害福祉サービスの種類・内容 

・自立支援給付（12 種類）の支 給 

・応能負担 

・障害程度区分認定から支給決定ま

で 

・地域生活支援事業 

・地域活動支援センター 

・基幹相談支援センター 

・日常生活用具給付等事業 

3)障害者自立支援制度における組織、

団体の機能と役割 

国の役割 

都道府県の役割 

市町村の役割 

指定サービス事業者の役割 

国民健康保険団体連合会の役割 

・国～障害福祉計画 

・都道府県～障害者福祉計画 

・市町村～地域生活支援事業 

・身体障害者手帳 

5 介護実践に関連する諸制度 1)個人の権利を守る制度の概要 社会福祉法における権利擁護のしくみ 

個人情報保護に関する制度 

成年後見制度 

消費者保護に関する制度 

 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律（高齢者虐待防止法） 

・個人情報保護 

・成年後見制度（法定後見と任意後

見） 

・消費者基本法、消費者契約法、消

費安全法、JAS 法、JIS 法 

・高齢者虐待防止法 

・運営適正化委員会（都道府県社協） 

2)保健医療福祉に関する施策の概要 生活習慣病予防その他健康づくりのための

施策 

高齢者医療制度と特定健康診査等 

結核・感染症対策 

難病対策 

HIV／エイズ予防対策 

・健康日本２１ 

・健康増進法 

・健康寿命とは 

・高齢者医療確保法 

・特定健康診査（メタボ検診） 

・結核予防法から感染症法へ 



3)介護と関連領域との連携に必要な法

規 

医療関係者に関する法規 

医療関係施設に関する法規 

・医療法 

・病院、診療所 

4)生活保護制度の概要 生活扶助、介護扶助 生活保護の 4 原理と 4 原則 

 

領域：介護 

介護の基本 ※ここだけはおさえておこう！ 

大項目 中項目 小項目（例示） 

1 介護福祉士を取り巻く状況 1)介護の歴史 日本における介護の歴史的経緯 

 

介護福祉士の成り立ち 

・明治 7 年の恤救規則、昭和 4 年の

救貧法 

・昭和 62 年社会福祉士及び介護福

祉士法 

2)介護問題の背景 少子高齢化、家族機能の変化、介護の社会化、

高齢者虐待、介護ニーズの変化、その他 

・高齢化社会（1970）＝高齢化率 7％ 

・高齢社会（1994）＝高齢化率 14％ 

・超高齢社会（2007）＝高齢化率 21％ 

・核家族化 老老介護 

2 介護福祉士の役割と機能を支

えるしくみ 

1)社会福祉士及び介護福祉士法 介護福祉士の定義 

介護福祉士の義務 

名称独占と業務独占 

養成制度 

登録状況 

・心身の状況に応じた介護 

・資格取得方法の一元化 

 

・登録者数 97 万 7189 人 

 （平成 23 年 4 月末） 

2)専門職能団体の活動 専門職集団としての役割、機能、その他 ・日本介護福祉士会倫理綱領からは

毎年出題あり！ 

（特に利用者本位、自立支援） 

3 尊厳を支える介護 1)QOL QOL（生活の質）の考え方 ・介護福祉士としての立場で 

2)ノーマライゼーション ノーマライゼーションの考え方、ノーマライ

ゼーションの実現、その他 

・当たり前の人間として生き、扱わ

れる基本的権利を皆、有している 

3)利用者主体 利用者主体の考え方、利用者主体の実現、そ

の他 

・利用者自身の選択と決定 

4 自立に向けた介護 1)自立支援 自立・自律の考え方、自己決定・自己選択、・ エンパワメント・アプローチ 



自立支援の考え方、自立支援の具体的展開 

生活意欲への働きかけ、エンパワメント 

その他 

＝利用者の持っている力を引き

出し積極的に利用・援助すること 

2)個別ケア 個別ケアの考え方、個別ケアの具体的展開、

その他 

・個別ケア・個別援助計画 

3)ICF ICF（国際生活機能分類）の考え方、ICF の

視点にもとづく利用者のアセスメント、その

他 

・生活機能のプラス面に着目 

・生活機能には「心身機能・身体構

造」「活動」「参加」が包摂。そこ

に背景因子（環境因子と個人因

子）が相互に作用している。 

4)リハビリテーション リハビリテーションの考え方 

リハビリテーションの実際  

病院・施設におけるリハビリテーション 

在宅におけるリハビリテーション 

介護予防 

リハビリテーション専門職との連携 

その他 

・1981 年 WHO「リハビリテーショ

ンは能力低下やその状態を改善

し、障害者の社会的統合を達成す

るためのあらゆる手段を含んで

いる」 

・ADL と IADL（APDL） 

・レクリエーションとリハビリテー

ション 

・リハビリと介護福祉士 

5 介護を必要とする人の理解 1)人間の多様性・複雑性の理解 その人らしさの理解（生活史、価値観、生活

感、生活習慣、生活様式等の多様性、その他） 

ライフサイクルの理解 

2)高齢者のくらしの実際 健康、生活のリズム、生活文化、家族・世帯

構成、役割、すまいと環境、就労・雇用、収

入・生計、社会活動・余暇活動、レクリエー

ション、その他 

・高齢者の環境適応力、予備力の低

下。強い個性。 

・グループ活動と個別援助 

・介護が必要になった原因 

・収入源で最も多いのは年金 

3)障害のある人のくらしの理解 障害のある人の生活ニーズ 

生活を支える基盤（各種年金制度、生活保護、

介護保険） 

生活を支えるサービスの現状と課題 

その他 

・障害者の生活上の介助必要度 

※日常の買物、外出は全ての身体障害

者に共通して必要度が高い 

 



4)介護を必要とする人の生活環境の理

解 

生活、生活環境の考え方 

家族 

地域 

社会 

・日本の高齢化率は 22.7％ 

 65 歳以上の高齢者がいる世帯 

 全世帯（4796 万世帯）の 41.2％

そのうち単独世帯と夫婦のみ世

帯で過半数を占めている。 

6 介護サービス 1)介護サービスの概要 ケアプラン、ケアマネジメントの流れとしく

み 

介護保険のサービスの種類 

サービスの報酬、算定基準 

その他 

・ケアマネジメントの過程 

 ①入口②アセス③目標設定、ケア

プラン作成④実施⑤モニタリン

グ⑥評価⑦終結 

・インフォーマルサービス 

2)介護サービス提供の場の特性 居宅 

施設 

その他 

・居宅系サービス（通所・訪問） 

・施設サービス 

7 介護実践における連携 1)多職種連携（チームアプローチ） 多職種連携（チームアプローチ）の意義と目

的 

他の福祉職種の機能と役割、連携 

保健医療職種の機能と役割、連携 

その他の関連職種との連携 

・ケアカンファレンス、サービス担

当者会議 

・専門職間の連携 

 

2)地域連携 地域連携の意義と目的 

地域住民・ボランティア等のインフォーマル

サービスの機能と役割、連携 

地域包括支援センターの機能と役割、連携 

市町村、都道府県の機能と役割、連携 

その他 

・地域包括支援センター 

・福祉事務所 

・保健所 

・民生委員 

・社会福祉協議会 

・インフォーマルサービス 

8 介護従事者の倫理 1)職業倫理 介護福祉士の倫理 

介護実践の場で求められる倫理 

その他 

『誠実義務』『信用失墜行為の禁止』

『秘密保持義務』『連携』『資質向上

の責務』 

2)利用者の人権と介護 身体拘束禁止、高齢者虐待防止、児童虐待防

止、その他 

・身体拘束の緊急やむを得ない場合

の要件（切迫性、非代替性、一時

性） 

・通告義務は守秘義務より優先 



3)プライバシーの保護 個人情報保護、その他 平成 15 年個人情報保護法 

9 介護における安全の確保とリ

スクマネジメント 

1)介護における安全の確保 観察 

正確な技術 

予測、分析 

・ヒューマンエラー 

・ハインリッヒの法則 

・リスクマネジメント 

2)事故防止、安全対策 セーフティマネジメント 

緊急連絡システム 

転倒・転落防止、骨折予防 

防火・防災対策 

利用者の生活の安全（鍵の閉め忘れ、消費者

被害、その他） 

・安全のシステムづくり 

・福祉施設における非常災害に関す

る具体的な計画作成 

 （定期的な避難訓練、通報連携な

ど） 

3)感染対策 感染予防の意義と介護 

感染予防の基礎知識と技術 

感染管理 

衛生管理 

その他 

・感染対策の３原則 

 1.感染源の排除 2.感染経路の遮

断 3.宿主の抵抗力の向上 

・予防の基本 

 手洗い、うがい、手袋･マスク･エ

プロン着用、使用物品の後始末や

管理 

・結核、インフルエンザ、肺炎球菌、

ノロウイルス 

10 介護従事者の安全 1)介護従事者の心身の健康管理 心の健康管理（ストレス、燃えつき症候群、

その他） 

身体の健康管理（感染予防と対策、腰痛予防

と対策、その他） 

労働安全 

・2009 年介護労働安定センター調査 

 では、仕事のわりに賃金が低いと答えた

人が半数。 

・腰痛症、椎間板ヘルニア 

・重量物の取り扱い重量 

 

コミュニケーション技術  ※ここだけはおさえておこう！ 

コミュニケーションは人と人とが心を通わせ、

互いに理解を深めわかりあう機能 
大項目 中項目 小項目（例示） 

1 介護におけるコミュニケーシ

ョンの基本 

1)介護におけるコミュニケーションの

意義、目的、役割 

  介護福祉士は親しい他者との相互

関係の機会を意図的に形成し、高齢

者･障害者の社会関係からの隔絶や



参加する諸集団の減少を防ぐこと

が大切 

2)利用者・家族との関係づくり   ゆったりとした時間をかけて信頼

関係を醸成していく 

2 介護場面における利用者・家族

とのコミュニケーション 

1)利用者・家族とのコミュニケーショ

ンの実際 

話を聴く技法 

利用者の感情表現を察する技法（気づき、洞

察力、その他） 

納得と同意を得る技法 

相談、助言、指導 

意欲を引き出す技法 

利用者本人と家族の意向の調整を図る技法 

その他 

・傾聴、共感、共鳴 

・面接技法 

 バイスティックの 7 つの原則 

・質問の方法（オープンクエスチョン・

クローズクエスチョン） 

・ストレングス（人が潜在的に有す

る能力･意欲･関心など）を活かす

コミュニケーション 

・利用者が意向を伝えるための支援 

2)利用者の状況・状態に応じたコミュ

ニケーションの技法の実際 

感覚機能が低下している人とのコミュニケ

ーション 

運動機能が低下している人とのコミュニケ

ーション 

認知・知覚機能が低下している人とのコミュ

ニケーション 

その他 

・視力障害者とのコミュニケーショ

ン（会話の区切り方、点字） 

・聴覚障害者とのコミュニケーショ

ン（手話,読話,筆談,空書） 

・高次脳機能障害（失認、失行） 

・失語症（運動性・感覚性・伝導・

失名辞失語など） 

3 介護におけるチームのコミュ

ニケーション 

1)記録による情報の共有化 介護における記録の意義、目的 

介護に関する記録の種類 

記録の方法、留意点 

記録の管理 

護記録の共有化 

情報通信技術（ICT）を活用した記録の意義、

活用の留意点 

介護記録における個人情報保護 

介護記録の活用 

その他 

・チームワークにおける統一した介

護実践の展開のためのツールと

しての記録 

・フェイスシート 

・アセスメント 

・個別援助計画書 

・ケース記録 

・記録上の注意 

・情報の共有化と個人情報保護 

・IT 化の活用とリスク 

2)報告 報告の意義、目的 

報告・連絡・相談の方法、留意事項 

・５W2H【いつ、どこで、誰が（誰

に）、何を、なぜ、どのように、い



その他 くら】 

3)会議 会議の意義、目的 

会議の種類 

会議の方法、留意点 

その他 

・参加メンバーの知識・技術・経験

知を終結 

・情報共有の場、問題解決の場 

 

 

生活支援技術  ※ここだけはおさえておこう！ 

大項目 中項目 小項目（例示） 

1 生活支援 1)生活の理解 生活の定義、生活形成のプロセス、生活経営、

その他 

・生活とは 

・生活の構成要素 

・生活の経済的側面と文化的側     

面 

2)生活支援 生活支援の考え方、ICF（国際生活機能分類）

の視点にもとづくアセスメント、その他 

・障害があっても、自分らしい普通

の生活が送れるよう支援する。 

・ICF の視点では、「活動」のして

いる活動とできる活動に区別し、

将来するようになる する活動

を目標に設定。 

2 自立に向けた居住環境の整備 1)居住環境整備の意義と目的   ライフスタイルや価値観を大切に

しながら、その人らしい生活ができ

るように環境を整える 

2)生活空間と介護 居場所とアイデンティティー、生活の場、す

まい、住み慣れた地域での生活の保障、その

他 

・自分が安心して身を置くことがで

きる場所＝居場所 

3)居住環境のアセスメント ICF の視点にもとづく利用者の全体像のア

セスメント 

・ICF では、住環境は環境因子の中

の物的環境に含まれる 

4)安全で心地よい生活の場づくり 安全で住み心地のよい生活の場づくりのた

めの工夫（快適な室内環境の確保、浴室、ト

イレ、台所等の空間構成、プライバシーの確

保と交流の促進、安全性への配慮、その他） 

・高齢者は視力が低下。適度な明る

さは 200 ルクス。 

・室内気候は 22℃±2、湿度 40～

60％、気流は 0.5ｍ/sec 



住宅改修 

住宅のバリアフリー化 

ユニバーサルデザイン 

その他 

・車椅子利用者には、廊下や通路幅

は最低 850 ㎜必要 

・UDとは、すべての人にとって公

平で使いやすい造形や設計 

5)施設等での集住の場合の工夫・留意

点 

ユニットケア、居室の個室化、なじみの生活

空間づくり、その他 

・個別ケア 

・個々の暮らしをお互いに認め合い

ながら、共同生活をしているのが

施設 

6)他の職種の役割と協働  既存住宅を高齢者対応住宅にリフォームす

るための相談･助言 

リフォーム相談員、住宅リフォーム

ヘルパー制度 

3 自立に向けた身じたくの介護 1)身じたくの意義と目的   自分らしさを表現する 1 手段 

2)身じたくに関する利用者のアセスメ

ント 

ICF の視点にもとづくアセスメント 身支度における目標、現状、能力の

把握 

3)生活習慣と装いの楽しみを支える介

護 

生活習慣と装いの楽しみを支える介護の工

夫 

身体的側面と精神的側面 

4)整容行動、衣生活を調整する能力の

アセスメントと介助の技法 

整容（洗面、整髪、ひげの手入れ、爪、化粧

等） 

口腔の清潔 

衣服着脱 

日頃からの身だしなみの習慣や意

識を確認。 

物的環境や人的環境が整っている

か 

5)利用者の状態・状況に応じた身じた

くの介助の留意点 

感覚機能が低下している人の介助の留意点 

運動機能が低下している人の介助の留意点 

認知・知覚機能が低下している人の介助の留

意点 

片麻痺のある利用者 

 麻痺の部位と程度・可動域・残存

能力・半側空間無視などを確認 

6)他の職種の役割と協働   爪きり、髭剃り、軟膏塗布など医

師・看護師との連携は大切 

4 自立に向けた移動の介護 1)移動の意義と目的   ・廃用症候群予防 

・身体を移動させることは日常生活

行為の基本 

2)移動に関する利用者のアセスメント ICF の視点にもとづくアセスメント している行為・できる行為・したい



行為 

物的環境・意欲などの心理的側面 

3)安全で気兼ねなく動けることを支え

る介護 

安全で気兼ねなく動けることを支える介護

の工夫（外出の環境づくり、社会参加、余暇

活動、レクリエーション、その他） 

・利用者と介護者双方にとって安全

で安楽か 

・解剖学的・運動力学的に合理性が

あるか 

・身体状況に応じて、自立へのプロ

セスに連動した援助技術である

か 

4)安全で的確な移動・移乗の介助の技

法 

歩行の介助 

車いすの介助 

安楽な体位の保持 

体位変換 

・身体的側面と精神的側面 

・車椅子の介助法（坂道、段差） 

・ボディメカニクス 

・仰臥位・側臥位・端座位 

5)利用者の状態・状況に応じた移動の

介助の留意点 

感覚機能が低下している人の介助の留意点 

運動機能が低下している人の介助の留意点 

認知・知覚機能が低下している人の介助の留

意点 

・視覚障害者のガイドヘルプ 

 階段の昇降、バス・電車の乗降 

・褥瘡（できやすい部位・予防） 

6)他の職種の役割と協働   ・福祉用具プランナー 

・福祉住環境コーディネーたー 

5 自立に向けた食事の介護 1)食事の意義と目的   ・食事は栄養素を摂取し、健康を維

持・促進するもの 

2)食事に関する利用者のアセスメント ICF の視点にもとづくアセスメント ADL,、身体的・精神的側面、環境

要因など 

3)「おいしく食べる」ことを支える介

護 

「おいしく食べる」ことを支える介護の工夫

（食事を楽しむための食卓の環境づくり、食

器の工夫、献立に興味をもってもらう工夫、

その他） 

・献立に興味を持ってもらう 

 （食材・調理法・季節感など） 

・食べる姿勢 

・寝食分離 

4)安全で的確な食事介助の技法 食事の姿勢 

基本的な食事介助の方法と留意点 

自助具の活用 

・食事摂取の流れ 

・自立援助 

・麻痺のある方への介助方法 



5)利用者の状態・状況に応じた介助の

留意点 

感覚機能が低下している人の介助の留意点 

運動機能が低下している人の介助の留意点 

認知・知覚機能が低下している人の介助の留

意点 

咀嚼・嚥下機能の低下している人の介助の留

意点 

脱水の予防のための日常生活の留意点 

・誤嚥しやすい食物 

・誤嚥しやすい姿勢 

・視覚障害者への介助 

 （クロックポジション） 

・脱水の注意 2500ml／日 

6)他の職種の役割と協働   ・歯科医 

・配食サービス 

6 自立に向けた入浴・清潔保持の

介護 

1)入浴の意義と目的   ・清潔保持と感染予防 

・血行促進、新陳代謝、精神的効果 

2)入浴に関する利用者のアセスメント ICF の視点にもとづくアセスメント ・ADL,、身体的・精神的側面、環

境要因など 

3)爽快感・安楽を支える介護 爽快感・安楽を支える介護の工夫（入浴を楽

しむ環境づくり、スキンシップ、コミュニケ

ーション、その他） 

・安全で楽しく入れる工夫 

（時間、プライバシー保護、環境） 

4)安全で的確な入浴・清潔保持の介助

の技法 

入浴 

シャワー浴 

全身清拭 

陰部洗浄 

足浴・手浴 

洗髪 

・かけ湯は心臓から遠い末梢から 

・シャワー、清拭、湯船の適温 

・オイルシャンプーとドライシャンプー 

・部分浴 

・部分清拭 

5)利用者の状態・状況に応じた介助の

留意点 

感覚機能が低下している人の介助の留意点 

運動機能が低下している人の介助の留意点 

認知・知覚機能が低下している人の介助の留

意点 

・脱衣所と浴室の室内温度差 

・入浴拒否時の対応 

・入浴中の事故 

 

6)他の職種の役割と協働   ・医師・看護師との連携 

（血圧、皮膚疾患等）  

7 自立に向けた排泄の介護 1)排泄の意義と目的   ・生命維持の基本的条件 

2)排泄に関する利用者のアセスメント ICF の視点にもとづくアセスメント 移動動作、着脱行為、後始末、環境



要因 

3)気持ちよい排泄を支える介護 気持ちよい排泄を支える介護の工夫（がまん

させない工夫、恥ずかしくなく排泄できる環

境づくり、その他） 

・排泄リズム、排泄パターン 

・プライバシー保護 

・安全の確保 

4)安全で的確な排泄の介助の技法 トイレ 

ポータブルトイレ 

採尿器・差し込み便器 

おむつ 

・ポータブルトイレ 

・差し込み便器（体位・男性・女性） 

・おむつ 

・介助の方法・留意点 

5)利用者の状態・状況に応じた介助の

留意点 

感覚機能が低下している人の介助の留意点 

運動機能が低下している人の介助の留意点 

認知・知覚機能が低下している人の介助の留

意点 

便秘・下痢の予防のための日常生活の留意点 

尿回数が多い人への日常生活の留意点 

失禁時の介護の留意点 

・便秘 

・下痢 

・尿失禁 

・ストーマ 

・導尿、浣腸、座薬の留意点 

・認知能力低下の利用者への介護 

6)他の職種の役割と協働   ・医師、看護師 

8 自立に向けた家事の介護 1)家事の意義と目的   ・その人らしい生活を継続するため 

2)家事に関する利用者のアセスメント ICF の視点にもとづくアセスメント ・生活暦、こだわり⇒個人因子 

3)家事に参加することを支える介護 家事に参加することを支える介護の工夫（意

欲を出すはたらきかけ、その他） 

・参加することで活性化する 

4)家事の介助の技法 調理（加工食品の活用と保存、配食サービス

の利用を含む。） 

洗濯 

掃除・ごみ捨て 

裁縫 

衣類・寝具の衛生管理 

買い物 

家庭経営、家計の管理 

・食生活 

 栄養（3 大栄養素と 5 大栄養素） 

 食中毒（細菌性・ウイルス性・自然毒） 

 調理（高齢者への配慮） 

 病態別の食事（糖尿食、腎臓食） 

・衣生活 

 洗濯の方法、安全性、衛生管理 

・その他  

金銭管理、賞味期限／消費期限 

5)利用者の状態・状況に応じた介助の 感覚機能が低下している人の介助の留意点 ・認知症利用者の家事援助 



留意点 運動機能が低下している人の介助の留意点 

認知・知覚機能が低下している人の介助の留

意点 

・アドボカシー 

・クーリングオフ 

6)他の職種の役割と協働   ・消費生活センター、地域支援事業 

9 自立に向けた睡眠の介護 1)睡眠の意義と目的   ・睡眠の質とは 

2)睡眠に関する利用者のアセスメント ICF の視点にもとづくアセスメント ・環境因子  

・睡眠パターン 

3)安眠のための介護 安眠のための介護の工夫 ・室温、湿度、光、音 

4)安眠を促す介助の技法 安眠を促す環境 

生活動作・生活リズム 

精神的な支援 

その他 

・室温 25℃前後、湿度 50～60％ 

・照明 

・日中の過ごし方 

・睡眠薬の役割と副作用 

5)利用者の状態・状況に応じた介助の

留意点 

感覚機能が低下している人の介助の留意点 

運動機能が低下している人の介助の留意点 

認知・知覚機能が低下している人の介助の留

意点 

不眠時の対応 

・中途覚醒 

・ストレスとの関係 

・不眠を訴える利用者への対応 

→薬に頼らない介護（声かけ、マッ

サージ、牛乳） 

6)他の職種の役割と協働   ・服薬している場合は医療職と 

10 終末期の介護 1)終末期における介護の意義と目的 終末期における尊厳の保持 

事前意思確認 

・ターミナルケア 

・ホスピスケア 

※本人のみでなく家族にも QOL を  

2)終末期における利用者のアセスメン

ト 

ICF の視点にもとづくアセスメント スピリチュアル（精神的）な痛みに

ついてのアセスメント 

3)医療との連携 看取りのための制度（重度化対応加算、看取

り介護加算） 

医師、看護師等との連携・協働 

・看取りとは 

・訪問診療、訪問看護 

・死亡診断は医師のみ 

4)終末期における介護 終末期にある人と家族の特徴 

終末期にある人への介助の方法と留意点 

終末期にある人の家族への関わりの方法と

・聴力、触覚は比較的残存する 

（声かけ、手を握る、身体を擦る） 

・家族が利用者のそばにいられるよ



留意点 うに配慮する 

5)臨終時の介護 臨終時の対応 ・急変時の対応、手順の確認 

・エンゼルケア 

6)グリーフケア 悲嘆、受容プロセスの理解 

グリーフケアの意義 

グリーフケアの方法と留意点 

グリーフケアにおける他職種との連携 

・遺族ケア 

⇒聴き手になること 

 助言者ではなく悲しみの共有者 

 

 

 

 

介護過程  ※ここだけはおさえておこう！ 

大項目 中項目 小項目（例示）  

1 介護過程の意義 1)介護過程の意義と目的   ・課題解決アプローチ 

2 介護過程の展開 1)情報収集とアセスメント 情報収集の方法 

情報の解釈・分析 

情報の関連づけ・統合 

課題の明確化 

・ICF の考え方を活用することで、

前向きな計画に 

・情報収集と集約 

2)課題、目標 生活支援の課題、目標のとらえ方 

目標の設定（長期目標・短期目標） 

その他 

・長期目標 

・短期目標 

・できることとこれからしたいこと 

3)計画 具体策（支援内容・方法） ・ケアの個別化 

・ケアの標準化 

4)実施 計画にもとづいた実施 

安全・安心・自立に配慮した実施 

利用者の反応や効果への気づき 

① 自立支援 

② 安全と安心 

③ 尊厳の保持 

5)評価 評価の目的 

評価の内容、方法（目標の達成度、具体策の

適否） 

・評価の目的 

（計画の修正、再アセスメント） 



修正の必要性 

その他 

3 介護過程の実践的展開 1)自立に向けた介護過程の展開の実際   ・福祉用具の使用、室内環境整備 

2)利用者の状態・状況に応じた介護過

程の展開の実際 

「 障害高齢者の日常生活自立度判定基準」 

「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」 

 

     アセスメント 

評価           計画 

       実施 

4 介護過程とチームアプローチ 1)介護過程とチームアプローチ ケースカンファレンス 

サービス担当者会議 

ケアプランと介護過程 

他の職種との連携 

その他 

「介護計画」と「ケアプラン」 

・ケアプラン 

 書面で説明、同意を得る 

 

 

 

領域：こころとからだのしくみ 

発達と老化の理解  
※ここだけはおさえておこう！ 

大項目 中項目 小項目（例示） 

1 人間の成長と発達の基礎的理

解 

1)人間の成長と発達 発達の定義 

発達課題 

発達課題 

その他 

ピアジェ：4 つの発達段階説 

エリクソン：8 つの発達段階と発達課題 

フロイド：自我の発達 

ハヴィガースト：6 段階の発達課題 

バルテス：発達段階での影響要因の強さの

変化 

2 老年期の発達と成熟 1)老年期の定義（WHO、老人福祉法、

高齢者の医療の確保に関する法律の

高齢者医療制度） 

  ･高齢者 

･老化 

･老化現象 

2)老年期の発達課題 人格と尊厳、老いの価値、喪失体験、セクシ

ュアリティ、その他 

老化については、様々な学説があ

る。他の発達段階に比べると個人差

が大きい 



3 老化に伴うこころとからだの

変化と日常生活 

1)老化に伴う心身の変化の特徴 防衛反応（反射神経）の変化 

回復力（抵抗力）の変化 

適応力（順応力）の変化 

肺活量・換気量の変化 

咳反射の低下 

唾液や遺産の分泌量低下 

2)老化に伴う心身の機能の変化と日常

生活への影響 

身体的機能の変化と日常生活への影響 

知的・認知機能の変化と日常生活への影響 

精神的機能の変化と日常生活への影響 

その他 

排泄機能の低下 

運動機能の低下 

感覚の加齢変化（視覚・聴覚・嗅覚・

味覚・皮膚感覚） 

3)高齢者の心理 老化を受けとめる高齢者の気持ち  

社会や家庭での役割を失う高齢者の気持ち 

障害を受けとめる高齢者の気持ち 

友人との別れを受けとめる高齢者の気持ち 

経済的不安を抱える高齢者の気持ち 

その他 

感覚記憶や短期記憶の低下 

意味記憶や手続き記憶は比較的保

たれる 

高齢者の知的能力に影響を及ぼす

要因は、加齢以外にも身体的要因、

心理的要因、社会文化的要因などが

あり、個人差がある。 

4 高齢者と健康 1)高齢者の疾病と生活上の留意点 高齢者の症状の現れかたの特徴 

高齢者の体の不調の訴え（痛み、かゆみ、不

眠、冷え、その他） 

骨折： 

リウマチ： 

骨粗鬆症： 

変形性膝関節症： 

腰部脊柱管狭窄症： 

2)高齢者に多い病気とその日常生活上

の留意点 

  しびれ感、かゆみ、下痢・便秘 

三大生活習慣病： 

高齢期うつ 

3)保健医療職との連携    

 

 

 

認知症の理解 
※ここだけはおさえておこう！ 

大項目 中項目 小項目（例示） 

1 認知症を取り巻く状況 1)認知症ケアの歴史   ・E 型デイサービス 

・認知症グループホーム 



2)認知症ケアの理念   ・その人らしくあり続けるための援

助（パーソンセンタードケア） 

3)認知症高齢者の現状と今後 認知症高齢者の数の推移、その他 H17 170万人 → H27 250万人 

4)認知症に関する行政の方針と施策 認知症高齢者支援対策の概要（相談対策の整

備、在宅対策、施設対策、権利擁護対策、地

域密着型サービス、その他） 

・地域密着型サービス 

 高齢者が住みなれた地域で生活を

継続できるように、その地域の実情

に合わせ、市区町村が整備  

2 医学的側面から見た認知症の

基礎 

1)認知症による障害 記憶障害 

見当識障害 

失語、失行、失認、その他 

・記憶障害（記銘の障害、想起の障害） 

・もの忘れと認知症 

2)認知症と間違えられやすい症状 うつ病 

せん妄 

・うつの 3 つの症状 

・せん妄と認知症の違い 

3)認知症の原因となる主な病気の症状

の特徴 

アルツハイマー病 

血管性認知症 

レビー小体病 

ピック病 

クロイツフェルト・ヤコブ病 

その他（慢性硬膜下血腫等） 

・アルツハイマー病 

（50％、脳萎縮、老人斑） 

・脳血管性認知症 

（30％、高次脳機能障害、まだら） 

・レビー小体病 

（10％、パーキンソン症状、幻視） 

・ピック病（人格障害） 

・クロイツフェルト・ヤコブ病 

（認知障害、運動失調） 

 

4)若年性認知症   ・10 万人に 32 人の割合 

5)病院で行なわれる検査、治療の実際 検査 

治療 

予防 

・長谷川式認知症スケール 

・MMSE 

・回想法、音楽療法 

3 認知症に伴うこころとからだ

の変化と日常生活 

1)認知症の人の特徴的な心理・行動 認知症が及ぼす心理的影響 

認知症の人の特徴的な行動障害 

周辺症状の背景にある、認知症のある人の特

徴的なこころの理解（混乱、不安、怯え、孤

・認知症の中核症状 

（記憶力低下、見当識障害、計算力・判断

力の低下） 

・BPSD（行動・心理症状） 



独感、怒り、悲しみ、その他） ・幻覚、幻視、幻聴、妄想 

2)認知症に伴う機能の変化と日常生活

への影響 

認知症の人の特性を踏まえたアセスメント

（保たれている能力と低下している能力の

把握、家族との関係の把握、その他） 

環境変化が認知症の人に与える影響（なじみ

の人間関係、居住環境、その他） 

その他 

・リロケーション・ダメージ 

・認知症高齢者の生活環境 

 社会的環境、運営的環境、物的環境 

4 連携と協働 1)地域におけるサポート体制 地域包括支援センターの役割・機能 

コミュニティ、地域連携、まちづくり 

ボランティアや認知症サポーターの役割・機

能 

・地域包括支援センターの業務 

・認知症サポーター 

2)チームアプローチ 多職種協働の継続的ケア ・役割分担と統一した支援 

5 家族への支援 1)家族への支援 家族の認知症の受容の過程での援助 

家族の介護力の評価 

家族のレスパイト 

その他 

・家族介護負担の軽減 

・レスパイトケア 

・家族会 

・ピアカウンセリング 

 

 

 

障害の理解  ※ここだけはおさえておこう！ 

ICIDH から ICF への変遷 大項目 中項目 小項目（例示） 

1 障害の基礎的理解 1)障害の概念 障害の捉え方、ICIDH（国際障害分類）から

ICF（国際生活機能分類）への変遷、その他 

機能障害→心身機能・構造機能障害 

能力障害→活動の制限 

社会的不利→参加制約 

2)障害者福祉の基本理念 ノーマライゼーション、リハビリテーショ

ン、国際障害者年の理念、その他 

・国際障害者年（1981） 

 「完全参加と平等」 

・インテグレーション 

・インクルージョン 

・IL 運動 

・障害者権利条約（2006） 



2 障害の医学的側面の基礎的

知識 

1)身体障害 視覚障害の種類と原因と特性 

 

聴覚障害、言語機能障害の種類と原因と特性 

 

肢体不自由の種類と原因と特性 

内部障害の種類と原因と特性 

・白内障、緑内障 

・伝音性難聴、感音性難聴、混合性

難聴、老人性難聴 

・中途失聴 

・重複障害 

・ペースメーカ 

・人工透析 

・ストーマ 

・COPD、在宅酸素、起座呼吸 

2)精神障害 精神障害の種類と原因と特性 

 

高次脳機能障害の種類と原因と特性 

・内因、外因、心因 

・アルコール依存 

・記憶障害、注意障害、遂行機能障  

害 

3)知的障害 知的障害の種類と原因と特性 ・病理型（全体の 1/4） 

・生理型（全体の 3/4、原因不明） 

4)発達障害 発達障害の種類と原因と特性 ・それぞれの発達障害の特性 

（自閉症、LD、広汎性発達障害、

アスベルガー症候群、ADHD） 

5)難病 難病の種類と原因と特性 ・病名と症状 

（スモン、脊髄小脳変性症、ハンチ

ントン病、SLE、ALS、多発性硬

化症） 

6)障害のある人の心理 障害が及ぼす心理的影響 

障害の受容 

適応と適応機制、その他 

・障害受容の過程 

7)障害に伴う機能の変化と日常生活へ

の影響 

障害のある人の特性を踏まえたアセスメン

ト（保たれている能力と低下している能力の

把握、家族との関係の把握） 

・先天性視覚障害者の心理特性 

・言語障害者への心理的援助 

3 連携と協働 1)地域におけるサポート体制 行政・関係機関との連携 

地域自立支援協議会との連携 

その他 

・包括的ケアプラン 

・個々の生活ニーズを捉える 



2)チームアプローチ 他の福祉職種との連携 

保健医療職種との連携 

その他 

・相談支援専門員 

・サービス管理責任者の配置義務 

・医療福祉相談員 

4 家族への支援 1)家族への支援 家族の障害の受容の過程での援助 

家族の介護力の評価 

家族のレスパイト 

その他 

・価値観の転換、受容の過程 

・家族の心理的側面、経済的側面 

・患者の環境的側面 

・レスパイトサービス 

 

 

 

こころとからだのしくみ  ※ここだけはおさえておこう！ 

大項目 中項目 小項目（例示） 

1 こころのしくみの理解 1)人間の欲求の基本的理解 基本的欲求 

社会的欲求 

その他 

・マズローの欲求段階説 

・自己実現欲求＝成長欲求 

2)自己概念と尊厳 自己概念に影響する要因 

自立への意欲と自己概念 

自己実現といきがい 

その他 

・自己概念 

→自分が誰で、どんな人間なのかを

意識する概念 

 

3)こころのしくみの基礎 こころのしくみに関する諸理論 

思考のしくみ 

学習・記憶・思考のしくみ 

感情のしくみ 

意欲・動機づけのしくみ 

適応のしくみ 

その他 

・特に短期記憶、長期記憶など記憶

に関する部分が問われることが多

い 

・動機づけ→外発的、内発的 

・代表的な適応機制は覚えておこう 

（抑圧、逃避、退行、投射、置き換

えなど） 

2 からだのしくみの理解 1)からだのしくみの基礎 生命の維持・恒常のしくみ（体温、呼吸、脈

拍、血圧、その他） 

人体部位の名称 

ボディメカニクス 

関節の可動域 

・自律神経 

・ホメオスタシス 

・脳、神経系 

・骨（約 200 個）生理的作用 

・循環器系 



その他 ・ボディメカニクス 

3 身じたくに関連したこころと

からだのしくみ 

1)身じたくに関連したこころとからだ

の基礎知識 

身じたくの行為の生理的意味 

口腔の構造と機能 

爪の構造と機能 

毛髪の構造と機能 

その他 

【爪】 

 1 日に 0.1 ㎜伸びる 

 バチ状爪、スプーン爪、色 

【毛髪】役割 

・老化に伴う生理的変化 

2)身じたくに関連したこころとからだ

のしくみ 

口腔の清潔 

更衣に関連したこころとからだのしくみ 

整髪に関連したこころとからだのしくみ 

洗面に関連したこころとからだのしくみ 

その他 

・口臭のしくみ 

・歯周病、虫歯 

・老化に伴う口腔内の生理的変化 

 

3)機能の低下・障害が及ぼす整容行動

への影響 

口腔の清潔に関する機能の低下・障害の原因 

機能の低下・障害が及ぼす整容行動への影響

（口腔の清潔、更衣、整髪、洗面、その他） 

その他 

・清潔を保持する意味 

4)生活場面におけるこころとからだの

変化の気づきと医療職との連携 

  ・全身状態に変化はないか 

・かゆみ、痛み、出血、周囲との色

の変化など 

4 移動に関連したこころとから

だのしくみ 

1)移動に関連したこころとからだの基

礎知識 

移動行為の生理的意味 

重心の移動、バランス 

良肢位 

その他 

・筋力・関節の機能維持 

・骨を丈夫に保つためには 

・関節拘縮予防には 

・四肢麻痺、対麻痺、片麻痺、単麻痺 

2)移動に関連したこころとからだのし

くみ 

安全・安楽な移動、姿勢・体位の保持のしく

み 

立位・座位保持のしくみ 

歩行のしくみ 

筋力・骨の強化のしくみ 

・立ち上がり動作の流れ 

・安定した座位姿勢をとるには 

・歩行のしくみ 

 

3)機能の低下・障害が及ぼす移動への

影響 

移動に関する機能の低下・障害の原因 

機能の低下・障害が及ぼす移動への影響（骨

折、廃用症候群、褥瘡、その他） 

運動が及ぼす身体への負担 

・転倒による骨折 

（骨折しやすい骨、部位） 

・廃用症候群とは 



その他 

4)生活場面におけるこころとからだの

変化の気づきと医療職との連携 

  身体能力に見合った移動方法や介

助方法 → 医師、理学療法士 

5 食事に関連したこころとから

だのしくみ 

1)食事に関連したこころとからだの基

礎知識 

身体をつくる栄養素 

1 日に必要な栄養量 

1 日に必要な水分量 

その他 

・糖質 

・たんぱく質 3大栄養素 

・脂質         5大栄養素             

・無機質 

・ビタミン 

2)食べることに関連したこころとから

だのしくみ 

食べることの生理的意味 

食欲・おいしさを感じるしくみ（空腹・満腹、

食欲に影響する因子、視覚・味覚・嗅覚、そ

の他） 

のどが渇くしくみ 

食べるしくみ  

食物を口まで運ぶ（視覚の情報、手の機能、

姿勢と運動） 

食物の性質の判断（視覚、嗅覚からの情報、

過去の記憶） 

食物にあった口の準備（筋肉、神経、唾液

の分泌） 

咀嚼運動 

嚥下運動・嚥下反射 

消化 

その他 

・摂食・嚥下の 5 分類と内容 

 

 

 

 

 

・姿勢 

・補助具 

・義歯 

3)機能の低下・障害が及ぼす食事への

影響 

食べることに関する機能の低下・障害の原因 

機能の低下・障害が及ぼす食事への影響（低

血糖・高血糖、嚥下障害、誤嚥のある人の食

行動、食欲不振のある人の食行動、食事制限

が必要な人の食行動、その他） 

・経管栄養法の例 

・経鼻経管栄養法 

・胃瘻 

 ・腸瘻 

 ・間歇的口腔食道経管栄養法 

4)生活場面におけるこころとからだの

変化の気づきと医療職との連携 

誤嚥を予防するための日常生活での留意点 

嚥下障害に気づく観察のポイント 

脱水に気づく観察のポイント 

・誤飲と誤嚥 

・誤嚥性肺炎 

・脱水の種類と症状 



6 入浴、清潔保持に関連したここ

ろとからだのしくみ 

1)入浴、清潔保持に関連したこころと

からだの基礎知識 

清潔保持の生理的意味 

清潔保持に関連した身体の器官 

その他 

・温熱作用 

・静水圧作用 

・浮力作用 

2)清潔保持に関連したこころとからだ

のしくみ 

リラックス、爽快感を感じるしくみ 

皮膚の汚れのしくみ 

発汗のしくみ 

その他 

・副交感神経の促進 

・汗の種類と発汗のしくみ 

3)機能の低下・障害が及ぼす入浴、清

潔保持への影響 

入浴、清潔保持に関する機能の低下・障害の

原因 

機能の低下・障害が及ぼす入浴、清潔保持へ

の影響（かゆみ、かぶれ、褥瘡、その他） 

入浴が及ぼす身体への負担 

その他 

・ヒートショック 

 →脳梗塞や脳出血の危険性 

・家庭内の不慮の事故死で最も多い

のは浴槽内の溺死 

4)生活場面におけるこころとからだの

変化の気づきと医療職との連携 

  ・入浴により疲労が伴うので、全身

状態の確認。バイタルチェック 

7 排泄に関連したこころとから

だのしくみ 

1)排泄に関連したこころとからだの基

礎知識 

排泄の生理的意味 

尿の性状、量、回数 

便の性状、量、回数 

尿の生成のしくみ 

便の生成（消化・吸収）のしくみ 

その他 

・排泄とは、からだの老廃物を外に 

 出す生理現象 

・尿の色と疑われる疾患 

・腎臓、ボウマン嚢、糸球体 

・便の色の変化と食物等の関係 

2)排泄に関連したこころとからだのし

くみ 

排尿のしくみ 

排便のしくみ 

その他 

・交感神経と副交感神経の働き 

・排便しやすい姿勢 

3)機能の低下・障害が及ぼす排泄への

影響 

排泄に関連する機能の低下・障害の原因 

機能の低下・障害が及ぼす排泄への影響（便

秘、下痢、失禁、その他） 

その他 

・尿路感染症 

・排尿障害（尿失禁） 

・便秘 下痢 

・便失禁 

4)生活場面におけるこころとからだの

変化の気づきと医療職との連携 

日常生活で便秘・下痢に気づくための観察の

ポイント 

・尿量の変化 → 脱水・腎不全 

・おむつかぶれ 

・腹痛、嘔吐、下痢→感染症を疑う 



8 睡眠に関連したこころとから

だのしくみ 

1)睡眠に関連したこころとからだの基

礎知識 

睡眠の生理的意味 

睡眠時間 

睡眠のリズム 

睡眠に関連した身体の器官 

その他 

・休息 

・体内時計、サーカディアンリズム 

・レム睡眠、ノンレム睡眠 

・睡眠と脳 

・睡眠とホルモン 

・睡眠不足と高血圧、肥満 

2)睡眠に関連したこころとからだのし

くみ 

睡眠のしくみ 

その他 

・睡眠負債 

・不眠とうつ 

3)機能の低下・障害が及ぼす睡眠への

影響 

睡眠に関連する機能の低下・障害の原因 

機能の低下・障害が及ぼす睡眠への影響 

その他 

・睡眠障害 

・レストレスレッグス症候群 

・睡眠時無呼吸症候群 

4)生活場面におけるこころとからだの

変化の気づきと医療職との連携 

  ・睡眠状態が急に変化した場合 

・睡眠状態が少しずつ起きた場合 

9 死にゆく人のこころとからだ

のしくみ 

1)「死」の捉え方 生物学的な死 

法律的な死 

臨床的な死 

その他 

・すべての生理機能が停止し、回復

不可能な状態 

・脳死とは 

・臨床死（死の三徴候） 

・尊厳死 

2)終末期から危篤、死亡時のからだの

理解 

身体の機能の低下の特徴 

死後の身体的変化 

その他 

・バイタルサイン 

脈拍・血圧の低下 

 呼吸の変化（チェーンストークス呼吸） 

 四肢冷感 

 意識状態の低下 

 チアノーゼ 

3)「死」に対するこころの理解 死に対する恐怖・不安 

「死」を受容する段階 

家族の「死」を受容する段階 

その他 

・キューブラー・ロスの死の受容 

 →５段階 

・ターミナルケア 

・こころのケア（家族も含めて） 

4)医療職との連携 呼吸困難時に行なわれる医療の実際と介護

の連携 

疼痛緩和のために行なわれる医療の実際と

・在宅酸素療法 

・人工呼吸器 

・鎮痛薬 



介護の連携 

その他 

 

 

総合問題 

3 領域（人間と社会、介護、こころとからだのしくみ）の知識及び技術を横断的に問う問題を、事例形式で出題する。 

 

※ おそらく 4 事例、各 3 問の計 12 問の設題。 

※ 文章をよく読み、何を問われているのかを理解する。 

特に介護員としてのあり方、支援方法などが問われると思う。職業倫理や援助技術を押さえておこう。 

 

 


