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1．はじめに
介護福祉士は、1987年「社会福祉士及び介護福

祉士法」に基づく国家資格として創設され、資格
取得のための介護福祉士養成教育が始まった。本
学においては、2001年4月から国の指定を受け、
生活科学科生活福祉専攻として定員40名で開設さ
れ、以来、学生は、2年間の養成教育のなかで介
護福祉士教育の基本となる“尊厳を守り、自立を
支援する”ことを学び、介護福祉士としての倫理・
知識・技術の修得に努め、成長し、多くの卒業生
が、介護の専門職として現場の中核を担い、人々
を支えている。

一方、我が国の少子高齢化社会の進展にともな
い介護人材の確保は国を挙げての大きな課題であ
るが、将来を託す職業として選択する若者が激減
し、介護福祉士養成教育を取り巻く環境が厳しさ
を増している。本学の養成課程も定員に満たない
状況が続き、今年度をもって18年間の介護福祉士
養成教育に幕を下ろすことになった。

本報告書は、18年間の本学介護福祉士養成課程
の歩みと養成教育の制度改正を振り返り、本学に
おける介護福祉士養成教育の足跡を残すことで、
卒業生たちへのささやかな敬意を表したい。

2．介護福祉士養成制度の変遷と本学の対応
・1987年 （国）社会福祉士及び介護福祉士法に

基づき、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規
則第5条介護福祉士養成施設指定基準の制定。

介護福祉士養成課程カリキュラム1500時間に
設定。

・2000年4月 介護保険制度施行。
介護福祉士の専門性を高めるため、養成課程カ
リキュラム1650時間に改正。

・2000年 （本学）介護福祉士養成施設指定基準
に基づき、介護実習室等の施設設備を整備し、
専任教員5名を配置して、カリキュラム編成、
介護実習施設の同意等をそろえ、介護福祉士養
成2年課程（1学年定員40名）として国に申請
し、指定を受ける。

・2001年4月 （本学）生活創造学科生活福祉専
攻（入学定員40名）として介護福祉士養成教育
を開始する。

・2008年 （国）2006年に「介護福祉士のあり方
及びその養成プロセスの見直し等に関する検討
会」が厚生労働省に設置され、2008年介護福祉
士養成課程の大改訂が行われた。

改訂の柱は、それまでの科目別のカリキュラ
ムから、科目を3領域に再編し、1800時間に拡
大した。さらに、すべての資格取得のルート（介
護福祉士養成校、実務経験者、高校の介護福祉
士養成）を一元化し、すべてに国家試験を導入
するもので、本学にとっては、学生・教員とも
負担増を伴う厳しいものであった。

・2009年4月 （本学）2008年の制度改正に伴う
カリキュラム編成、介護実習Ⅱ施設の指定など
を行い、国への手続きの上、新入生より新カリ
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キュラムでの授業開始。
・2010年4月 （本学）カリキュラムの変更に併

せ、より、介護福祉士養成教育を明確にするた
め、専攻名称を、生活福祉専攻から介護福祉専
攻に変更し、新入生より適用。

・2014年4月 （本学）生活科学科再編のため、
生活創造学科介護福祉士コースに変更。

・2011年 （国）「社会福祉士及び介護福祉士法」
の改正により、医療的ケアが介護福祉士の業務
となり、カリキュラムに医療的ケアの基本研修
（50時間＋演習）が必修となる。

・2015年4月 （本学）新2年生より医療的ケア
を開始

・2018年1月 （本学）2008年改正で導入された
国家試験は、延期されていたが、2018年卒業生
より受験が開始された。本学学生も受験し、2
年生7名全員が合格した。

・2018年2月 （国）「平成30年度介護福祉士養成
糧の見直しについて」が出され、介護福祉士の
チームマネージメント力や地域生活支援実践力
等の強化をはかるためカリキュラム変更がおこ
なわれることになった。

3．本学における入学生の推移
本学における入学生は、2001年開設から2006年

までの6年間は、ほぼ、定員を満たす状況であっ
たが、2007年以降は急速に定員割れとなり、特に、
2010年以降の一般学生の入学は、50％以下となっ
た。この傾向は、本学に限らず、各養成校のも同
様であった。藤原は、「4年制大学における介護
福祉士養成17年を振り返って」1）に「・・・カリ
キュラムの変遷をたどる中で課題も見えてきた。
一つは、2008年のカリキュラムの変更が要因かど
うかは別として、養成校に入学する学生が減少し
ていることである。2008年のカリキュラム変更を

すべてのルートで国家試験を受けることとし「一
元化」と称している。しかし、国家試験を受ける
受験資格の要件が大きなばらつきがあり、学歴・
教育研究期間・教育者の要件が不均衡になってい
る。それにより介護福祉士養成校で学ぶ意義が不
明確になったと言える。」と述べている。筆者も、
養成校にたいする国家試験の導入という一元化に
対しては、学生の2年間の学びと卒業後の成長を
目の当たりにして、その必要性に疑問を持つもの
である。今まで、養成校は高校卒業後の2年間の
専門性の学び中で、「“尊厳を保持し、自立を支援
する”ことの基本姿勢とそれを実践する技術を
しっかり身につける」ということに熱心に取り組
んできた。その結果、在学時代、学力的には低位
であった学生も、その基本姿勢を基に、現場での
学びと経験を積み重ね、中核を担う介護福祉士と
して活躍している。一般の方々にはこの重要性は
理解されにくく、養成校で学ぶメリットが不明確
になっている。養成校で基本を学んだ学生の減少
は、結果として、介護福祉士の専門性や質の向上
の弱体化に繋がるのではないかと危惧している。

一方、一般学生の入学が減少する中で、2年課
程の養成校において、雇用保険の離職者訓練生の
受け入れが始まった。本学は、2010年度から受け
入れ、初年度は、一般学生とは別枠で養成科生と
して入校したが、2011年度からは他の養成校と同
じ様に、短期大学生（社会人）として入学許可し、
一般学生と同様の学生生活を送るようになった。

4．卒業生の就職状況
本学介護福祉士養成課程の卒業生は、Ｈ30年度

卒業予定者を含め18年間で463名となる。そのう
ち、介護福祉士として専門就職した者は432名（17
卒業生の未定者2名も介護職を求職中で就職が見
込まれることから専門就職に含める）で、専門就

表1 入学生の推移 年度は2001→01で記載

年度 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 計
入学生 39 44 44 41 42 39 30 33 28 19 28 26 25 12 15 8 20 493
訓練生 10 （8）（8）（10）（6）（5）（4）（10） 61

＊2010年度入学生は、離職者訓練の養成科生として一般入学生とは別に10名を受入れる。
＊2011年度入学生からは、一般学生（社会人）として受け入れ、（ ）は入学生に含まれる。
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職率93．3％であった。公益社団法人日本介護福祉
士養成施設協会の「平成29年度3月卒業生の進路
調査報告」2）によると、全国の介護福祉士養成施
設卒業生8370人のうち介護福祉分野への就職者は
7359人で全卒業生の87．9％である。全国平均に比
べ本学の専門就職率は高くなっている。

また、ほとんどが、長崎県内就職で、現在は、
介護職場の就労環境の改善もあり、家庭生活と仕
事の両立を図りながら、長崎県の介護を支える中
核的人材として活躍している。

5．本学の介護福祉士養成教育の取り組み
1）学生支援の充実

対人援助の専門職として社会に出て行く学生は、
自らが“支え・支えられる”体験をすることは学
びの一つになる。介護福祉士コースの教員は、学
生が相談しやすい体制を整え、学生が介護福祉職
として自ら意欲を持てるように、それぞれの個別
性に沿った支援を行う。このような積み重ねによ
り、ほとんどの学生が、介護福祉士の仕事に就い
ていく。

2）生活支援技術の修得
介護福祉士養成課程の見直しにより、介護過程

の展開と根拠に基づく生活支援技術が重要になっ
た。「人間と社会」「介護」「こころとからだのし
くみ」の3領域の学びが、介護技術として実践に
繋がらなくてはならない。そのため、担当教員は、
マニュアル作りなど、学生が自ら考え、実技の場
面で展開できるように、徹底した指導を行って
いる。

3）実習施設との連携による事例研究と発表
2001年度開設以来6年間は、卒業年度に、ゼミ

ごとの卒業研究と学生各自のケーススタディ研究
を行って報告書にまとめ発表していたが、2008年
のカリキュラム改定により授業時間の確保が必要
になり、2008年度からは事例研究に絞って取り組
むようになった。

事例研究は、介護実習区分Ⅱ（介護実習4・5）
において、継続して一人の利用者の介護過程の展
開を実践するものであり、アセスメントからニー
ズの把握、プラン作成、実施、評価という一連の
過程をおこないながら、専門職としての介護のあ
り方を体験するものである。実習後に、研究報告
書としてまとめ、その内容を、各自、パワーポイ
ントで作成し、記念ホールでのプレゼンテーショ
ンに臨む。発表会には実習施設の方々も参加いた
だき、各施設から発表に対する講評をいただくな
ど、実習施設と一体となった取り組みを行ってい
る。ここ数年は、研究内容、プレゼンテーション
力とも、年々、質的に高まり、2018年10月30日に
実施した発表会でも好評を頂き、有終の美を飾る
ことができた。

事例研究発表の経験は、就職先での研修などで
も役立っている。

4）国家試験対策
国家試験の導入に伴い、国家試験の全員合格は

重要な課題となった。国家試験の実施は、延期に
なったりして見通しが立たない時期もあったが、
本学では、カリキュラムの見直しの時点で、2年
次通年選択科目「キャリアアップセミナー」（60
時間2単位）として、国家試験合格レベルまでの
学力の向上に取り組むとともに、介護事業所の管
理者や卒業生からの講話なども開催し、就職に向
けた総合的な科目とした。受験対策は、専任教員
が担当し、学生全員が受講し、過去問などの実施

表1 卒業生の就職等の状況 年度は入学年度

年 度 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 計
卒業生 39 38 38 39 40 33 26 33 27 28 24 22 24 10 15 7 20 463

就（介護） 35 37 37 39 36 29 24 33 25 24 23 22 19 9 13 7 18 430
他就・進 4 1 1 0 4 4 2 0 2 4 1 0 5 1 2 0 31

※10の卒業生には訓練生10名を含む。
※17の卒業生の就職状況は2018．12月末現在の内定者数
※他就・進は、介護・福祉分野以外の就職、未就職、進学などの専門就職以外の全て
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と成績の分析、学生による解説などを行った。
2016年度までは、介護福祉士養成施設協会主催

の卒業時共通試験を目標にし、2017年度からの本
格実施では、夏期講習会も開催し、初めての国家
試験に臨み、卒業生7名全員が合格した。学生は
国家試験対策のために多くの時間を確保しなけれ
ばならず、学生の自由なフィールド活動の機会が
減少するというジレンマを抱えながらも、全員に
国家資格を取得させて送り出すことは教員の目標
でもあった。

国家試験対策を行う中で、約8割の学生は、通
常の授業の中で、合格レベルまで到達できる力を
持っているが、残りの約2割の学生は、基礎学力
が低く手厚い支援が必要になる。キャリアアップ
セミナーの授業では、授業の設定が難しく、教員
の負担になった。

今年度卒業する学生たちも、全員合格を目指し
取り組んでいる。

6．おわりに
本学における介護福祉士養成教育は18年間とい

う短い期間ではあったものの、学生は2年間で確
実に成長し、介護の中核を担う人材として巣立っ
ていった。“利用者の尊厳を大切にし、自立を支
援する介護実践は介護者の喜びに繋がる”ことを
修得していく過程でもあった。介護人材への期待
が高まる中で、卒業生たちが、誇りと希望を持っ
て活躍できる介護環境が整えられていくことを
願っている。
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