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１ 

 

Ⅰ 「2021 年度の総括」 

○ 当センターの基幹的な事業であるユニットケア施設管理者研修およびユニットリ

ーダー研修の受講者の 3 年間の動向を表したものが下表である。2019 年度は集合

研修、2020 年度、2021 年度は、コロナ禍において講義・演習をオンライン研修へ

移行した。 

○ また、2019年度以前は、5月から 2月までの期間、各地域で講義・演習（座学）研

修を実施していたが、2020年度は、1月から 3月の 3か月間、2021年度は、9月か

ら 3月までの 7か月間をオンライン開催で実施した。 

○ ユニットリーダー研修の実地研修は、感染拡大の状況が緩和した時点で、感染防止

に努めながら役員の施設において実施した。結果、センターガイドラインに基づき、

安全安心して実施することができた。 

  

     ユニットケア研修等事業実績 

事業種別 指標 2019 2020 2021 

管理者研修 計画 400 100 240 

実績 303 209 236 

達成率 76％ 209％ 98％ 

リーダー研修 計画 3498 600 1520 

実績 3085 1705 1535 

達成率 88.2％ 284.2％ 101％ 

 

     実地研修受講待機者 

 2019 2020 2021 合計 

実績 一部延期・中止 延期・中止 57 57 

当該年度待機者 120 1705 1535 3360 

2021 年度修了者 3 54 0 57 

実質待機受講者 117 1651 1535 3303 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Ⅱ 各事業の実施状況 

１．ユニットケア研修事業 

○ 2021 年度のユニットケア研修は、「「ユニットケア施設管理者研修」及び「ユニ

ットリーダー研修」の実施について」（令和 3年 3月 29日老高発 0329第 2号 厚

生労働省老健局高齢者支援課通知）に基づき、実地主体である都道府県及び指定

都市からの委託を受け、実施した。 

○ 講義・演習については、ユニットケア施設管理者研修及びユニットリーダー研修

ともに、５月から募集を開始した。 

○ 前年度に引き続き、3日間のうち、1日目は、eラーニングとし、研修後も復習が

繰り返しできる機会を設けた。2・3日目は、オンライン（ライブ配信型）として

双方向性を大事にした講義・演習を行った。 

○ 教材は、ユニットケア研修テキストのほか、厚生労働省制作の通信教材を一部加

え、ハンドブックの内容を刷新し、内容の充実した講義を実施することができた。 

○ ユニットリーダー研修実地研修については、4 月に実地研修再開に向け、都道府

県等と実地研修施設に対し、実施の意向確認アンケートを実施した。「8行政・10

施設・最大で 300名程度の受講者」について、実施の可能性を見出すことができ

た。 

○ 10 月中旬、近時の感染状況及びワクチン接種の浸透状況を踏まえ、地域や人数、

期間を限定し実地研修の再開にむけ調整をおこなった。当センターの役員が運営

する実地研修施設とその自治体に協力を得ることができ、当該施設の所在する府

県内の受講者を対象に、感染症予防を徹底した実地研修を再開することができた。 
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（１）ユニットケア施設管理者研修 

○ ユニットケア施設管理者研修は、ユニットケア施設として開設並びに開設する

予定をしている施設の管理者を対象に、ユニット型施設におけるユニットケア

実践のための施設運営の理念やマネジメントのあり方等を学ぶ研修として、昨

年同様にオンライン研修で開催した。 

○ 1 期（8 月～12 月）は 156 名、2 期（1 月～3 月）は 80 名の受講者が参加し、

計 236名が修了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニットケア施設管理者研修 

期間・実績人数 〇e-ラーニング視聴期間  

・1次選考決定者：2021年  8月 18日（水）～ 2022年 3月 25日（金） 

・2次選考決定者：2021年 12月 22日（水）～ 2022年 3月 25日（金） 

〇オンライン（ライブ配信型） 

回数 日程 実績 

第 1回 2021年  9月 15日（水）～ 16日（木） 35名 

第 2回 2021年 10月 21日（木）～ 22日（金） 43名 

第 3回 2021年 11月 18日（木）～ 19日（金） 39名 

第 4回 2021年 12月 16日（木）～ 17日（金） 39名 

第 5回 2022年  1月 20日（木）～ 21日（金） 40名 

第 6回 2022年  2月 17日（木）～ 18日（金） 40名 

合計 236名 
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（２）ユニットリーダー研修 

○ ユニットリーダー研修は、新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年同

様、オンラインによる講義・演習（座学研修）と実習施設における実地研修と

に分けて実施をした。 

 

①  講義・演習による研修（座学研修）  

○ 本年度の座学研修は新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、1,520名の定

員を計画した。実際は、計 1,535名が受講した。 

 

○ 座学研修を修了した受講者には「新型コロナウイルス感染症に係る介護サー

ビス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 16報)」（令和 2年 10

月 21 日事務連絡厚生労働省老健局高齢者支援課）に基づき、「講義・演習修

了証明書」を交付した 

 

〇 内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニットリーダー研修（講義・演習） 

期間・実績人数 

〇e-ラーニング視聴期間  

・１期選考決定者：2021年  8月 18日（水）～ 2022年 3月 25日（金） 

・２期選考決定者：2021年 12月 22日（水）～ 2022年 3月 25日（金） 

〇オンライン（ライブ配信型） 

【１期】 8月～12月 995名 

【２期】1月～3月  540名 

 ※各日程の実績人数は、下記表のとおり。 
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〇オンライン（ライブ配信型・2-3日目）日程と実績人数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回数 日 程 実績 

第 1回 2021年 9月  2日（木）～  3日（金） 79名 

第 2回 2021年 9月  9日（木）～ 10日（金） 79名 

第 3回 2021年 9月 29日（水）～ 30日（木） 89名 

第 4回 2021年 10月  7日（木）～  8日（金） 88名 

第 5回 2021年 10月 13日（水）～ 14日（木） 85名 

第 6回 2021年 10月 28日（木）～ 29日（金） 86名 

第 7回 2021年 11月  4日（木）～  5日（金） 86名 

第 8回 2021年 11月 11日（木）～ 12日（金） 80名 

第 9回 2021年 11月 25日（木）～ 26日（金） 81名 

第 10回 2021年 12月  2日（木）～  3日（金） 80名 

第 11回 2021年 12月  9日（木）～ 10日（金） 83名 

第 12回 2021年 12月 20日（月）～ 21日（火） 79名 

第 13回 2022年  1月 13日（木）～ 14日（金） 75名 

第 14回 2022年  1月 27日（木）～ 28日（金） 76名 

第 15回 2022年  2月  3日（木）～  4日（金） 74名 

第 16回 2022年  2月  9日（水）～ 10日（木） 78名 

第 17回 2022年  2月 24日（木）～ 25日（金） 76名 

第 18回 2022年  3月  3日（木）～  4日（金） 77名 

第 19回 2022年  3月  9日（水）～ 10日（木） 84名 

合計 1,535名 
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② 実地研修 

○ 中断していたユニットリーダー研修は、実地研修の一部を近時の感染状況及び

ワクチン接種の浸透状況を踏まえた上で、地域や人数、期間を限定し実施した。

実地研修の再開に当たっては、当センターの役員が運営する実地研修施設から

当該施設の所在する府県内の 78名の受講者を対象に実施した。 

○ 2022年 1月 28日まで実施予定だったが、1月 20日にまん延防止等重点措置が

発令されたことから、計画どおりの実施が困難となり、21名が再延期となった。 

○ 57名については、実習前には体温チェック、実習中は実地研修施設、受講者と

もに徹底した感染予防対策で体調不良者等はなく、さらに実習 2週間後に体調

報告書を提出いただいたが、感染症状の報告はゼロであった。安全に実施研修

を終え、修了証書を交付することができた。 

 

 

 

 

 

 

ユニットリーダー研修（実地研修） 

期 間 2021年 11月 30日（火）～ 2022年 1月 21日（金） 

受講対象者 

・「講義・演習修了証明書」を所持している者 

・該当する実地研修施設と同一の都道府県に所在する施設の者 

・実地研修施設が示す感染症対策の基準を満たす者 

 (※「ユニットケア研修等を実施する際の新型コロナウイルス感染症に対

応したガイドライン」に準ずる） 

・新型コロナウイルスワクチンの２回の接種を終え、2週間以上経過した者 

（※ワクチン未接種者については、別途、実地研修直前の PCR 検査または抗

原検査を実施の上、陰性であることの証明が必要） 

内 容 

・新型コロナウイルス感染症の関係もあり、地域、施設、期間を限定した実施

した。 

・2019 年度の受講者から順次、再開希望に沿って実施した。受講者は、自施

設における実務を経て実地研修に臨んだ。 

・実地研修施設において 3 日間の実地研修及び１日のプレゼンテーションを

行った。 

実地研修場所

及び実施人数 

・特別養護老人ホーム 清明庵     （北海道札幌市）     2名 

・特別養護老人ホーム 三好園しんざ  （新潟県十日町市）    8名 

・特別養護老人ホーム 美里ヒルズ   （三重県津市）      5名 

・特別養護老人ホーム 天神の杜    （京都府長岡京市）    10名 

・特別養護老人ホーム 第二天神の杜  （京都府長岡京市）    12名 

・特別養護老人ホーム 高秀苑     （大阪府八尾市）      9名 

・特別養護老人ホーム ゆうらく    （鳥取県西伯郡）     5名 

・特別養護老人ホーム くわのみ荘   （熊本県熊本市）     6名 
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（３）ユニットケア研修実地主体との連携 

○ ユニットケア研修の実施主体である都道府県・指定都市のユニットケア研修

担当者が、ユニットリーダー研修にオブザーバーとして参加された。 

○ 研修方法がオンライン（「e-ラーニング」と「ライブ配信型」）へ変更して

いるにもかかわらず、受講者１人ひとりを大切にし、集合研修と同様の双方

向性を大事にしていることや、受講者から良い反響をいただいていること

等、現在の実施状況について好評を得ることができた。 

 

 

（４）ユニットリーダー研修実地研修施設との連携 

① 実地研修施設長及び実地研修受入担当者連絡会及びプレ研修の開催 

○ ユニットリーダー研修の開催に先立ち、実地研修施設の施設長及び実地研修

受け入れ担当者へコロナ禍におけるオンライン研修の状況を理解していただ

くため「実地研修施設長及び実地研修受け入れ担当者連絡会」と「ユニット

リーダー研修プレ研修」を開催した。2021年の活動指導者にも同席いただ

き、講義内容や進行方法を共有した。 

※意見交換会には研修活動指導者が参加 

  

回 日 程 参加自治体等（所属） 

第 6回 2021年 10月 28日（木）～ 29日（金） 

９自治体 

（福島県・神奈川県・岐阜県・滋賀県 

徳島県・香川県・熊本県・さいたま市 

 北九州市） 

第 10回  2021年 12月 2日（木）～ 3日（金） 
３自治体 

（青森県・三重県・島根県） 

第 17回  2022年 2月 24日（木）～ 25日（金） 厚生労働省 高齢者支援課 

内 容 日程 参加数 

実地研修施設長及び実地研修 

受入担当者連絡会 
7月 27日（火） 13:30 ～ 16:00 

149名 

65施設 

ユニットリーダー研修プレ研修 
8月 5日（木）  10:00 ～ 17:00 

8月 6日（金）  10:00 ～ 17:00 

87名 

61施設 

 意見交換会 8月 17日（火） 14:00 ～ 16:00 
40名 

31施設 
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②  実地研修施設一覧 (2022年 3月 31日、64施設) 

 都道府県等 施設名 

1 北海道 特別養護老人ホーム やすらぎ荘 

2 札幌市 特別養護老人ホーム 清明庵 

3 青森県 特別養護老人ホーム メープル 

4 青森県 特別養護老人ホーム 素心苑 

5 岩手県 特別養護老人ホーム 花巻あすかの杜 

6 岩手県 特別養護老人ホーム あすなろ 

7 岩手県 特別養護老人ホーム らふたぁヒルズ 

8 山形県 特別養護老人ホーム おおやま 

9 福島県 特別養護老人ホーム みどりの郷 

10 茨城県 特別養護老人ホーム ケアステーション藤が原 

11 茨城県 特別養護老人ホーム 松籟荘 

12 栃木県 特別養護老人ホーム ホームタウンほそや 

13 栃木県 特別養護老人ホーム 蔵の街ひまわり 

14 栃木県 特別養護老人ホーム フローラりんくる 

15 東京都 特別養護老人ホーム ちょうふ花園 

16 東京都 特別養護老人ホーム かしわ園 

17 神奈川県 特別養護老人ホーム みなみ風 

18 神奈川県 特別養護老人ホーム はだの松寿苑 

19 横浜市 特別養護老人ホーム かわいの家 

20 相模原市 シルバータウン相模原特別養護老人ホーム 

21 新潟県 特別養護老人ホーム 三好園しんざ 

22 新潟県 特別養護老人ホーム 八色園 

23 富山県 特別養護老人ホーム 梨雲苑 

24 山梨県 特別養護老人ホーム ゆめみどり 

25 長野県 特別養護老人ホーム かざこしの里 

26 長野県 特別養護老人ホーム みすず四恩の家 

27 長野県 特別養護老人ホーム 白駒の森 

28 岐阜県 特別養護老人ホーム 岐阜県立飛騨寿楽苑 

29 静岡県 特別養護老人ホーム 灯光園 

30 静岡市 特別養護老人ホーム 晃の園 

31 愛知県 特別養護老人ホーム ジャルダン・リラ 

32 愛知県 特別養護老人ホーム 大地の丘 

33 三重県 特別養護老人ホーム 美里ヒルズ 

34 三重県 特別養護老人ホーム うねめの里 

35 三重県 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あおい 

36 京都府 特別養護老人ホーム 天神の杜 

37 京都府 特別養護老人ホーム 第二天神の杜 

38 京都府 特別養護老人ホーム グレイスヴィルまいづる 

39 京都府 特別養護老人ホーム 神の園 

40 京都市 介護老人福祉施設 花友にしこうじ 

41 大阪府 特別養護老人ホーム 高秀苑 

42 大阪府 特別養護老人ホーム 四條畷荘 

43 堺市 特別養護老人ホーム グリーンハウス 

44 奈良県 特別養護老人ホーム 和里（にこり） 
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45 和歌山県 特別養護老人ホーム 岩出憩い園 

46 和歌山県 特別養護老人ホーム 白浜 日置の郷 

47 鳥取県 介護老人福祉施設 よなご幸朋苑 

48 鳥取県 特別養護老人ホーム ゆうらく 

49 島根県 特別養護老人ホーム 眺峰園 

50 岡山県 介護老人保健施設 きのこ老人保健施設 

51 岡山県 特別養護老人ホーム 天神荘 

52 広島市 介護老人保健施設 ふかわ・くにくさ 

53 山口県 介護老人保健施設 ぺあれんと 

54 山口県 特別養護老人ホーム 賀宝の里白松苑 

55 高知県 特別養護老人ホーム 絆の広場 

56 福岡県 特別養護老人ホーム くぬぎ苑 

57 長崎県 特別養護老人ホーム 望星荘 

58 長崎県 特別養護老人ホーム 天恵荘 

59 長崎県 特別養護老人ホーム しろみ 

60 長崎県 特別養護老人ホーム 諫早中央 

61 熊本県 特別養護老人ホーム 龍生園 

62 熊本市 特別養護老人ホーム くわのみ荘 

63 宮崎県 特別養護老人ホーム きりしまの園 

64 鹿児島県 特別養護老人ホーム マモリエあいら 

 

 

③ ユニットケア研修への参加 

○ ユニットケア研修のコーディネーター（進行役）は、センター職員が担当

し、講師は実地研修施設の理事、施設長、指導者に協力いただいた。 

○ ユニットリーダー研修では、実地研修受け入れ担当者にもファシリテーター

として協力いただき、研修の見守り役として、受講者の演習を導いていただ

いた。 

○ なお、実地研修受け入れ担当者の視点から、「私の行動計画書」に対しての助

言を行い、「講義・演習」と「実地研修」が一繋りの研修であることをより実

感できる結果となった。 

○ また、実地研修施設の施設長にもユニットリーダー研修にオブザーバーとし

て参加していただき、実地研修の受け入れに向けて、受講者の学びの状況を

把握していただいた。 
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④  ユニットリーダー研修指導者勉強会 

○ 指導者に向けてガイドラインを作成し、研修内容や進行方法を説明した。講師

には自施設の取り組み事例や写真の提供等に協力いただき、資料作成を依頼し

た。また、受講者の属性情報（施設種別・年齢・性別）や事前課題の結果を事

前に配布することで情報を共有し、進行に関する打ち合せをその都度行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 内 容 

日 程 第 1回：7月 7日（水））    

第 2回：9月 21日（火） 

時 間 13:00～16:00 

会 場 オンライン（zoom） 

参加人数 

指導者 

・活動の意向確認を実施した上で協力いただける回答があった

指導者。 

第 1回 46人（35施設）  第 2回 41人（32施設） 

内 容 

    第 1回 

① 2020年度研修報告 

② 研修の実施方法、要件等 

③ 2021年度研修目標、重点項目、進行等 

④ 資料の提供 

⑤ その他 

 

    第 2回 

① 受講者の種別、開設年度等 

② 受講者アンケート結果 

③ 事前課題の結果 

④ 受講者の質問と回答 

⑤ 内容に関する意見交換 

⑥ 変更点等 
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⑥ 「指導者通信」の発行 

 

 

（５）フォローアップ学習会＆実地研修施設紹介の開催 

○ 実地研修の待機受講者を対象に、ユニットリーダー研修の復習と実地研修施設

の紹介等を行うことを目的としたフォローアップ学習会を計画した。 

○ しかし、新型コロナウイルス感染症の緩和した時期に、即実地研修を再開した

ため、本学習会の開催をすることが困難だった。 

 

 

（６）ユニットリーダー研修実地研修施設を目指すためのセミナー 

○ 主に実地研修施設が無い自治体を支援する企画として実施をした本セミナー

は、本年度が初の開催であったが、76施設の参加を集めることができた。 

○ 内、実地研修施設の無い自治体からの参加も 17施設あった。 

○ 当センターでは、都道府県等に 1か所以上の実地研修施設を配置することを目

標としており、コロナ禍においては、感染防止の視点からも、受講者が都道府

県等を移動することなく実地研修を行える環境を整備することが喫緊の課題

であるため、本セミナーでは一定の成果を得られることができた。 

 

  

 

回 発行日 内 容 

Vol.1 2021年 8月 20日 

○ ユニットリーダー研修の進行・講義内容の変

更点について 

○ 活動指導者アンケート（一部抜粋） 

○ 受け入れ担当者のご協力について 

○ 連絡事項 

Vol.2 2021年 10月 5日 

○ 進行・講義内容で追加した点について 

○ ユニットリーダー研修カリキュラムの時間配

分について 

○ 講師事例スライドの作成において注意する点

について 

○ 連絡事項 

Vol.3 2022年 1月 7日 

○ 新年のあいさつ 

○ 1期の報告 

○ 連絡事項 
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〇内容 

時間 内容 講師 

13:00 ～

13:10 

■開会の挨拶・オリエンテーション 日本ユニットケア推進センター 

13:10 ～

14:00 

■講義 「ユニットケアの理念と特徴」 

  ・センターの沿革、事業が目指すもの 

  ・実地研修施設の役割 

  ・実地研修施設にもとめること、自治体

との連携について 

日本ユニットケア推進センター   

会長 山野 良夫 

14:00 ～

15:00 

■講義 「実地研修施設になるまでのあゆ

み」 

  ・実地研修施設になるまでの導入の過程 

  ・実地研修施設になって変化から得られ

たこと 

  ・質疑応答 

〇第 1 回 

・第二天神の杜 

施設長   千葉 功貴 氏 

・美里ヒルズ 

 施設長   世古口 正臣 氏  

〇第 2 回 

・らふたぁヒルズ  

施設長   松村 とく子 氏 

・くぬぎ苑 

理事長   三木 康史 氏 
 

15:00～15:15 ■新規実地研修施設の応募について 

  ・新規調査のスケジュール 

  ・調査項目とその内容 

日本ユニットケア推進センター 

センター長 佐橋 麻理子 

15:15～15:20 閉会の挨拶 日本ユニットケア推進センター 

【2022年度応募予定施設対象】 

・2022年度の新規実地研修施設の具体的な応募について 

15:20～16:00 ■ 2022年度の新規実地研修施設の応募につ

いて 

・具体的な応募スケジュールと応募方法 

・座談会 

上記の研修実地研修施設長、 

実地研修受入担当者 
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２．ユニットケア研修等に付属する事業等 

（１）ユニットケア研修運営委員会 

○ 「「ユニットケア施設管理者研修」及び「ユニットリーダー研修」の実施につい

て（老高発 0329第 2号令和 3年 3月 29日厚生労働省老健局高齢者支援課長通

知）」に基づき、実施した。 

○ ユニットケア研修の運営方針及びそのあり方等を審議し、今後に役立てるもの

であり、都道府県等の職員及び実地研修施設の施設長等に委員として参加いた

だき、適切に実施できるよう講義内容や教材等について意見交換した。 

 

（２）フォローアップ研修検討委員会 

○ ユニットケア研修事業の充実と質の向上のため、全国７ブロックでのフォロー

アップ研修の活動支援に取り組むものであり、実地研修施設の施設長等に委員

として参加いただき、意見交換した。研修の開催については、新型コロナウイ

ルス感染症の状況により中止した。 

 

（３）ユニットリーダー研修実地研修施設選定委員会（新規ユニットリーダー研修実地

研修施設募集・更新調査） 

○ ユニットリーダー研修実地研修施設を新規及び更新時に調査、評価して指定す

る等を本務とする委員会だが、昨年度に続き、新規ユニットリーダー研修実地

研修施設の募集、更新調査の実施は中止とした。 

○ また、該当する更新調査対象施設へは引き続き実地研修施設である旨を通知し

た。委員会では、新規実地研修施設拡大のために、セミナーの実施や自治体と

の連携、調査項目の検討、その結果について意見交換、報告を行った。 

 

 

日     程 場 所 

第 1回 2021年 7月 6日（火）13:30～15:30 オンライン（zoom） 

第 2回 2022年 2月 28日（月）13:30～15:30 オンライン（zoom） 

日     程 場 所 

第 1回 2021年 7月 6日（火）15:45～16:45 オンライン（zoom） 

第 2回 2022年 2月 28日（月）15:45～16:45  オンライン（zoom） 

日     程 場 所 

第 1回 2021年 7月 8日（水）13：30～15:30 オンライン（zoom） 

第 2回 2022年 2月 22日（火）14:00～16:00 オンライン（zoom） 
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（４）ユニットケア研修等事業関係者連絡会 

○ ユニットリーダー研修実地研修施設の管理者・実地研修受け入れ担当者を対象

に、ユニットケア研修開催前に研修報告、研修計画等、各地域において意見交

換等を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）実地研修施設施設長ヒアリング 

○ 更新調査の中止に伴い、前回の更新調査（または新規調査）から新たに施設長

に就任された実地研修施設の施設長に対し、選定調査項目の一部ヒアリングを

行うとともに、センターが大事にしていること、実地研修施設の役割などセン

ター事業の理解を求める機会として実施開催した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 内 容 

対象者 実地研修施設の管理者、実地研修受入担当者 149名(65施設) 

日 程 7月 27日（火） 

時 間 13:30～16:00 

会 場 オンライン（zoom） 

内 容 

(１)2020年度新規実地研修施設のご紹介 

(２)2020年度ユニットケア研修事業報告について  

(３)2021年度ユニットケア研修事業について   

(４)ユニットリーダー研修実地研修施設との連携 

(５)ユニットケア研修等を実施する際の新型コロナウイルス感染症に

対応したガイドライン(案) 

(６）実地研修の実施について 

(７）情報交換 

日 程 第 1回：9月 6日（月）   第 2回：9月 28日（火） 

時 間 13:30～15:30（2時間程度） 

会 場 オンライン（zoom） 

対象者 

実績人数 

・前回の更新調査（または新規調査）より新たに施設長（施設管理者）

に就任されたユニットリーダー研修実地研修施設施設長 

・１８名（各回９名） 

 

内 容 

1. センターの紹介と実地研修施設に求めること 山野会長 

2. 更新調査について 

3. 聞き取り項目（９９項目）のヒアリング項目の確認と重点確認  
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（６）自主点検 

○ 新型コロナウィルスの感染防止に鑑み、延期となっている研修再開に向けて、

実地研修施設の質の維持を図るため、日本ユニットケア推進センターの評価項

目にて、自己点検（評価）をしていただき、現状把握と改善を図っていただく

ことを目的に実施した。 

     ＜1回目＞   提出物 「チェックシート」 

             提出日  2021年 9月 30日（木） 

     ＜2回目＞   提出物 「チェックシート」「改善計画書」 

               提出日  2022年 2月 28日（月） 

 

（７）新・ユニットケア研修テキスト作成検討委員会 

○ 現在使用されている『ユニットケア研修テキスト』は、発行から 10 年近い歳

月を経るなかで、法制度や統計数値はもちろん、ユニットケアの建物や取り組

みも当時と比べ変化している。また、現状のカリキュラム(注 1)に即した目次

構成に組み替えることが課題となっていた。 

○ これらの課題に対応するため、「新・ユニットケア研修テキスト作成検討委員

会」を設け、研修テキストを作成する意義を確認し、以下の見直しの内容のと

おり作成することとした。 2022年度ユニットケア研修のテキストとして使用

することを目的に、2022年 6月を刊行時期とし、制作ににとりかかった。 

（注１） 厚生労働省老健局高齢者支援課長通知「『ユニットケア施設管理者研

修』及び『ユニットリーダー研修』の実施について」（令和 3 年 3 月

29日老高発 329第 2号） 

○ 見直しの内容は、原稿研修テキストの内容は概ね活かしつつ、直近の法制度や

統計数値の更新も含め、最新の情報にブラッシュアップした。（2022年度も継

続） 

○ 現行版テキストの巻末に掲載されている、2004年現在の【ユニットケア研修に

関するカリキュラム及びテキスト検討委員会】を見直し、日本ユニットケア推

進センターの編集の元、著作権の整理を行った。 
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（８）調査項目内容検討委員会 

○ 2022 年度以降の新規実地研修施設の募集に向けて、新規施設を増やすことを目

的に、調査項目内容検討委員会を発足し、これまで課題となっていた調査項目の

見直し、配点基準の見直し、コロナ禍における調査の方法について検討した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催回 日 程 検討内容 

第 1回 2021年 11月 1日（月） 

       2日（火） 

◇ 調査項目（99項目）の見直し 

 ・考え方 

 ・確認点 

 ・判断基準 

第 2回 2021年 12月 13日 (月) 
◇ 調査項目配点の見直し 

 ・重点項目 

 ・転記先 

 ・選定調査票との整合性 

第 3回 2022年 2月 1日（月） 
◇ 調査項目見直し後の確認・修正 

 ・配点の妥当性 

 ・調査方法の見直し 

  （見る・聞く）（何を見るか・誰に

聞くか） 

第 4回 2022年 3月 7日（月） ◇ 調査項目に係る最終確認 
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３．その他の研修事業 

（１）行政担当者と共に考えるユニット型施設の運営・整備についての研究会 

○ 行政担当者が、ユニット型施設の運営や施設整備に当たり、適切に指導と助言

を行っていただけるよう、ユニットケアの理解と設計図の見方についての研修

を行った。 

 

 

（２） その他 

○ 当センターにおいては、毎年、国の機関や自治体、施設で企画立案された研修や

シンポジウム等のプログラムへの講師派遣の協力を行った。 

① 国立保健医療科学院主催 

分類 内 容 

日 程 第 1回：11月 9日（火）  第 2回：12月 7日（火）9:30～17：00 

会 場 オンライン 

参加者 第 1回：45人（3県、29市町村） 

第 2回：56人（8県、34市町村） 

対象者 都道府県、指定都市、中核市、市町村担当者 

内 容 

①ユニットケア研修に関する説明 

②学習項目 

・ユニットケアの理念と特徴 

・ユニット型施設における指導・助言の実際と体制づくり 

・施設整備の指導と助言の実際と体制づくり～設計から効果的な 

運営手法に基づく住まいを実現するために～ 

③学習方法 

・オンライン(ライブ配信型) 

④学習時間 

・1日(10時～17時) 

後 援 厚生労働省、独立行政法人 福祉医療機構、一般社団法人 日本医療福祉建築

協会  

講 師 外部講師: 工学院大学 准教授 境野 健太郎 氏、センター長 

日 程 1日目：2021年 6月 30日（水）  2日目：7月 2日（金） 

会 場 オンライン（zoom） 

講 師 役員（山野会長、五十棲監事）センター職員 
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対象者 

1.都道府県、政令市及び中核市の高齢者福祉部局の施設整備担当者 

2.都道府県、政令市及び中核市の高齢者福祉部局のサービスマネジメ 

ント担当者 

内 容 

① ユニットケアの理念と特徴 

② ユニット型施設での生活と環境 

③ サービスマネジメントにおける指導・助言の実際と体制づくり 
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５．調査研究事業 

（１）「COVID-19 下における暮らしの継続と感染症対策－個室ユニット型施設を対象

として－」 

○ 本研究は、2021年度科学研究費補助金基盤研究(B)「高齢者施設における生活・

介護の質と効率性の均衡関係に関する国際比較研究（研究代表者 山口健太郎）」

の一部として実施された。当センターとしては、2020 年 1 月から 2021年 4月

にこの調査研究に共同研究として加わり、実地研修施設を対象に調査を行った。

調査の結果、コロナ禍において標準予防策を徹底しながら「暮らしの継続」とい

うユニットケアの理念が維持されていることが示された。また、陽性者が生じた

実地研修施設６か所における具体的な感染症対策についても、感染を拡げないと

いう技術的側面に加えて、入居者の生活を支える職員を守るという視点でイン 

タビュー調査を実施することができた。 

 

（２）令和３年度 老人保健健康増進等事業 「介護福祉士資格取得後のキャリアアップ

と研修活用の在り方に関する調査研究事業」（2021年 4月～2022 年 3月） 

○ 令和２年度に老人保健事業推進費等補助金で実施された「介護福祉士のキャリ

アアップ等の在り方に関する調査研究事業」の結果をさらに充実させるため

に、「介護福祉士資格取得後のキャリアアップと研修活用の在り方に関する調

査研究事業」が行われた。 

○ 当センターからは、松村理事が委員として参画された。この委員会の目的は、

「求められる介護福祉士像」の概念を中心に、各団体や職能団体が実施する法

定研修に介護福祉士の専門性がどのようにカリキュラムの中で示され、求めら

れているか、実際の事業所では、介護の質向上の為研鑽を積む際に、介護福祉

士がどのように育成され、どのような研修をどのタイミングで受講すればよい

か、研修の体系化を行うことであった。 

○ 全国の介護事業所へのアンケート結果では、介護福祉士の明確なキャリパスが

明示されていないことが課題として浮き彫りになったが、ユニットケア研修

が、介護福祉士ファーストステップ研修、認知症介護実践者研修、管理者研修

とともに介護福祉士資格取得後のキャリアアップに位置付けられたことを受け

入れ、研修内容にこの視点も取り入れながら、調査研究の結果を生かしていく

こととする。 
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６．福祉系高校生介護福祉士取得支援奨学金給付事業 

○ 本事業は、社会貢献事業として、実地研修施設の皆様の協力により、2016年

度から準備を始め、2017年度から奨学金として１名につき毎月1万円の給付を

開始し、対象者数は延べ50名となっている。 

○ また、卒業後に福祉施設限定で就職した場合、就職支度金として1名につき14

万円を給付しており、支給済み者数は40名となっている。 

 

 

７. 法人運営 

日程 種別 主な議題 

2021.10.29 

2020年度第 1回定時社員総会

（継続会） 

（オンライン） 

役員改選 

2021.11.26 臨時理事会（オンライン） 

三役選任 

2021年度事業計画・予算 

2020年度事業報告・決算 

社員制度改正 

2021.12.10 
臨時理事会（オンライン） 繰越剰余金の処分 

社員総会（オンライン） 2020年度決算 

2022.03.31 

2021年度通常理事会（後期） 

（オンライン） 

2022年度事業計画・予算 

確認書・重要な財産の処分 

2021年度臨時理事会 

（書面開催） 

2021年度補正予算 

2022年度予算書（差替） 

 

 

 

 

 

  


