
保健医療福祉サービス分野 出題範囲 
 

大項目 中項目 小項目 

総論Ⅰ 医学編 高齢者の身体的・精神的な特徴

と高齢期に多い疾病及び障が

い 

1. 高齢者の身体的・精神的・心

理的特徴 

2. 高齢者に起こりやすい疾病

および障がいの特徴 

3. 高齢者に多くみられる各種の

疾患 

バイタルサインの正確な観察・

測定、解釈・分析 

1. 全身の観察とバイタルサイン 

2. バイタルサインの正しい観

察・測定方法とポイント 

検査の意義およびその結果の

把握、患者指導 

1. 検査値の変動について 

2. 検査各論 

介護技術の展開 1. 身体介護と家事援助の関連 

2. 食事の介護 

3. 排泄及び失禁の介護 

4. 褥瘡への対応 

5. 睡眠の介護 

6. 清潔の介護 

7. 口腔のケア 

ケアにおけるリハビリテーション 1. リハビリテーションの考え方 

2. リハビリテーションの基礎知

識 

3. リハビリテーションの実際（訓

練と援助の実際） 

認知症高齢者の介護 1. 老人性認知症の特徴、病態 

2. 認知症高齢者・家族への援

助と介護支援サービス 



精神に障がいがある場合の介

護 

1. 高齢者の精神障がい 

2. 精神に障がいのある高齢者

の介護 

医学的診断・治療内容・予後の

理解 

1. 医学的診断の理解 

2. 治療内容の理解 

3. 予後の理解 

現状の医学的問題、起こりうる

合併症、医師、歯科医師への連

絡・情報交換 

1. 現状の医学的問題のとらえ

方 

2. 起こりうる合併症の理解 

3. 医師、歯科医師への連絡・情

報交換 

栄養・食生活からの支援・介護 1. 人間らしい栄養・食生活とは 

2. 栄養・食生活からの介護の

手順 

3. 望ましい栄養・食生活をめざ

して提示されている食生活指

針等 

呼吸管理、その他の在宅医療

管理 

1. 呼吸管理の考え方 

2. その他の在宅医療管理 

感染症の予防 1. 感染症の種類と特徴 

2. 起こりやすい感染症の予防と

看護・介護 

医療器具を装着している場合の

留意点 

1. 在宅酸素療法（HOT） 

2. 気管内挿管 

3. 人工呼吸器 

4. 腹膜透析 

5. 在宅中心静脈栄養法 

6. 内視鏡的胃瘻増設術（PEG） 

7. ペースメーカー 

急変時の対応 1. 高齢者救急疾患の病態上の

特徴 



2. 主な急変時の対応 

3. 在宅看護・介護で遭遇しやす

い急変 

健康増進・疾病障がいの予防 1. 基本理念 

2. 生活習慣病の予防 

3. がん 

4. 循環器疾患 

5. 糖尿病 

6. 骨粗鬆症 

7. 21世紀における国民健康づ

くり運動（健康日本 21） 

総論Ⅱ 福祉編 基礎相談・面接技術 1. 基本姿勢 

2. コミュニケーションの知識と技

術 

3. インテークワーク技術 

4. 隠されたニーズの発見 

ソーシャルワークとケアマネジメント（介護支援サービス） 

ソーシャルワーク（社会福祉専

門援助技術）の概要 

1. 個別援助技術（ソーシャルケ

ースワーク） 

2. 集団援助技術（ソーシャルグ

ループワーク） 

3. 地域援助技術（コミュニティワ

ーク） 

接近困難事例への対応 1. 援助困難事例への対応 

2. 接近困難事例と問題状況の

分析 

3. 接近困難事例の理解とアプ

ローチ 

総論Ⅲ 臨死編 チームアプローチの必要性及び各職種の役割 

高齢者のターミナルケアの実

際、家族へのケア 

1. 事例の概要 

2. 在宅での看取りの成立条件 



3. 在宅ホスピスにおける症状

緩和 

4. 死の教育 

5. 在宅ホスピスと QOL 

死亡診断 1. 死亡に医師が立ち会ってい

るとき 

2. 医師が立ち会っていないとき 

3. 精神面から見たターミナルケ

ア 

訪問介護方法論 訪問介護の意義・目的 

訪問介護サービス利用者の特性 

訪問介護の内容・特徴 

介護支援サービスと訪問介護 

訪問入浴介護方法論 訪問入浴介護の意義・目的 

訪問入浴介護サービス利用者の特性 

訪問入浴介護の内容・特徴 

介護支援サービスと訪問介護入浴 

訪問看護方法論 訪問看護の意義・目的 

訪問看護サービス利用者の特性 

訪問看護の内容・特徴 

介護支援サービスと訪問看護 

訪問リハビリテーション

方法論 

訪問リハビリテーションの意義・目的 

訪問リハビリテーションサービス利用者の特性 

訪問リハビリテーションの内容・特徴 



介護支援サービスと訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導方法

論 

医学的管理サービスの意義・目的 

医学的管理サービス利用者の特性 

介護支援サービスと医学的管理サービス 

口腔管理-歯科衛生指導の意義・目的 

口腔管理-歯科衛生指導利用者の特性 

介護支援サービスと口腔管理-歯科衛生指導 

薬剤管理指導の意義・目的 

薬剤管理指導利用者の特性 

介護支援サービスと薬剤管理指導 

通所介護方法論 通所介護の意義・目的 

通所介護サービス利用者の特性 

通所介護の内容・特徴 

介護支援サービスと通所介護 

通所リハビリテーション

方法論 

通所リハビリテーションの意義・目的 

通所リハビリテーションサービス利用者の特性 

通所リハビリテーションの内容・特徴 

介護支援サービスと通所リハビリテーション 

短期入所生活介護方法

論 

短期入所生活介護の意義・目的 

短期入所生活介護サービス利用者の特性 



短期入所生活介護の内容・特徴 

介護支援サービスと短期入所生活介護 

短期入所療養介護方法

論 

短期入所療養介護の意義・目的 

短期入所療養介護サービス利用者の特性 

短期入所療養介護の内容・特徴 

介護支援サービスと短期入所療養介護 

特定施設入居者生活介

護方法論 

特定施設入居者生活介護の意義・目的 

特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性 

特定施設入居者生活介護の内容・特徴 

介護支援サービスと特定施設入居者生活介護 

福祉用具及び住宅改修

方法論 

福祉用具の意義・目的 

福祉用具利用者の特性及び福祉用具の機能、使用法 

福祉用具の内容・特徴 

介護支援サービスと福祉用具 

住宅改修の意義・目的 

住宅改修利用者の特性及び住宅改修の機能、使用法 

住宅改修の内容・特徴 

介護支援サービスと住宅改修 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護方法論 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の意義・目的 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者の特性 



定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容・特徴 

夜間対応型訪問介護方

法論 

夜間対応型訪問介護の意義・目的 

夜間対応型訪問介護の利用者の特性 

夜間対応型訪問介護の内容・特徴 

地域密着型通所介護方

法論 

地域密着型通所介護の意義・目的 

地域密着型通所介護の利用者の特性 

地域密着型通所介護の内容・特徴 

認知症対応型通所介護

方法論 

認知症対応型通所介護の意義・目的 

認知症対応型通所介護の利用者の特性 

認知症対応型通所介護の内容・特徴 

小規模多機能型居宅介

護方法論 

小規模多機能型居宅介護の意義・目的 

小規模多機能型居宅介護の利用者の特性 

小規模多機能型居宅介護の内容・特徴 

認知症対応型共同生活

介護方法論 

認知症対応型共同生活介護の意義・目的 

認知症対応型共同生活介護の利用者の特性 

認知症対応型共同生活介護の内容・特徴 

地域密着型特定施設入

居者生活介護方法論 

地域密着型特定施設入居者生活介護の意義・目的 

地域密着型特定施設入居者生活介護の利用者の特性 

地域密着型特定施設入居者生活介護の内容・特徴 

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の意義・目的 



地域密着型介護老人福

祉施設入居者生活介護

方法論 

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の利用者の特性 

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の内容・特徴 

複合型サービス方法論 複合型サービスの意義・目的 

複合型サービスの利用者の特性 

複合型サービスの内容・特徴 

介護予防訪問入浴介護

方法論 

介護予防訪問入浴介護の意義・目的 

介護予防訪問入浴介護利用者の特性 

介護予防訪問入浴介護の内容・特徴 

介護支援サービスと介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問看護方法

論 

介護予防訪問看護の意義・目的 

介護予防訪問看護サービス利用者の特性 

介護予防訪問看護の内容・特徴 

介護支援サービスと介護予防訪問看護 

介護予防訪問リハビリ

テーション方法論 

介護予防訪問リハビリテーションの意義・目的 

介護予防訪問リハビリテーションサービス利用者の特性 

介護予防訪問リハビリテーションの内容・特徴 

介護支援サービスと介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防居宅療養管理

指導方法論 

医学的管理サービスの意義・目的 

医学的管理サービス利用者の特性 

介護予防支援サービスと医学的管理サービス 



口腔管理-歯科衛生指導の意義・目的 

口腔管理-歯科衛生指導利用者の特性 

介護予防支援サービスと口腔管理-歯科衛生指導 

薬剤管理指導の意義・目的 

薬剤管理指導利用者の特性 

介護予防支援サービスと薬剤管理指導 

介護予防通所リハビリ

テーション方法論 

介護予防通所リハビリテーションの意義・目的 

介護予防通所リハビリテーションサービス利用者の特性 

介護予防通所リハビリテーションの内容・特徴 

介護支援サービスと介護予防通所リハビリテーション 

介護予防短期入所生活

介護方法論 

介護予防短期入所生活介護の意義・目的 

介護予防短期入所生活介護サービス利用者の特性 

介護予防短期入所生活介護の内容・特徴 

介護支援サービスと介護予防短期入所生活介護 

介護予防短期入所療養

介護方法論 

介護予防短期入所療養介護の意義・目的 

介護予防短期入所療養介護サービス利用者の特性 

介護予防短期入所療養介護の内容・特徴 

介護支援サービスと介護予防短期入所療養介護 

介護予防特定施設入居

者生活介護方法論 

介護予防特定施設入居者生活介護の意義・目的 

介護予防特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性 



介護予防特定施設入居者生活介護の内容・特徴 

介護支援サービスと介護予防特定施設入居者生活介護 

介護予防福祉用具及び

介護予防住宅改修方法

論 

介護予防福祉用具の意義・目的 

介護予防福祉用具利用者の特性及び介護予防福祉用具の機能、

使用法 

介護予防福祉用具の内容・特徴 

介護支援サービスと介護予防福祉用具 

介護予防住宅改修の意義・目的 

介護予防住宅改修利用者の特性及び介護予防住宅改修の機能、

使用法 

介護予防住宅改修の内容・特徴 

介護支援サービスと介護予防住宅改修 

介護予防認知症対応型

通所介護方法論 

介護予防認知症対応型通所介護の意義・目的 

介護予防認知症対応型通所介護の利用者の特性 

介護予防認知症対応型通所介護の内容・特徴 

介護予防小規模多機能

型居宅介護方法論 

介護予防小規模多機能型居宅介護の意義・目的 

介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の特性 

介護予防小規模多機能型居宅介護の内容・特徴 

介護予防認知症対応型

共同生活介護方法論 

介護予防認知症対応型共同生活介護の意義・目的 

介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者の特性 

介護予防認知症対応型共同生活介護の内容・特徴 



指定介護老人福祉施設

サービス方法論 

指定介護老人福祉施設の意義・目的 

指定介護老人福祉施設サービス利用者の特性 

指定介護老人福祉施設の内容・特徴 

介護老人保健施設サー

ビス方法論 

介護老人保健施設の意義・目的 

介護老人保健施設サービス利用者の特性 

介護老人保健施設の内容・特徴 

指定介護療養型医療施

設サービス方法論 

指定介護療養型医療施設の意義・目的 

指定介護療養型医療施設サービス利用者の特性 

指定介護療養型医療施設の内容・特徴 

老人性認知症疾患療養病棟の意義・目的 

老人性認知症疾患療養病棟利用者の特性 

老人性認知症疾患療養病棟の内容・特徴 

介護医療院サービス方

法論 

介護医療院の意義・目的 

介護医療院サービス利用者の特性 

介護医療院の内容・特徴 

公的サービス及びその

他の社会資源導入方法

論 

自立支援のための総合的ケアネットワークの必要性 

社会資源間での機能や役割の相違 

フォーマルな分野とインフォーマルな分野の連携の必要性 

要介護認定の流れ 要介護認定基準について 

認定調査 



主治医意見書 

一次判定の概略 

介護認定審査会における二次判定の概略 

一次判定の仕組み 要介護認定等基準時間の推計の考え方 

要介護認定等基準時間の算出方法 

二次判定の仕組み 二次判定の基本的方法 

介護認定審査会における審査・判定の手順 

二次判定のポイント 

 

 


