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所属・氏名（ 医療福祉学部 医療福祉学科  氏名： 久保田トミ子 ） 

著書、学術論文等の名称 

単著 

共著 

の別 

発行又は発表 

の年月 

発行所、発表雑誌

等又は発表学会等

の名称 

概    要 

1 （著 書） 

新・介護福祉士養成講座９

『介護過程』 

 

 

共編著 2009年 1月 

 

中央法規出版 

 

介護福祉士養成科目の一つである「介護過程」

のテキストとして編集執筆した。介護を学ぶ

学生に理解しやすいように具体的事例を多く

用いて記述している。1 章介護過程の意義と

目的,2 章介護過程の理解、３章利用者の特性

に応じた介護過程の実践的展開,４章介護過

程とチームアプローチ、５章利用者の生活と

介護過程の展開である。 

筆者は編集と第 3章 1節,第 4章,第 5章 1節

を担当執筆した。 

(P91－P.94, P193－P.217） 

(著者名：久保田トミ子,吉田節子執筆分担者：

上原千寿子,眞鍋誠子,山崎イチ子他） 

2 （著 書） 

新・介護福祉士養成講座 10

『介護総合演習・介護実習』 

 

共著 2009年 1月 

 

中央法規出版 

 

 

介護福祉士養成科目の一つである「介護総合

演習」のテキストとして編集執筆されたもの

である。筆者は第 6 章「実習Ⅱの展開」を担

当し、介護過程の展開と介護実習が有機的に

連動して学べるように執筆した。 

(P179－P.208） 

(執筆者：久保田トミ子,中司登志美,橋本祥恵, 

眞鍋誠子他） 

３ 

 

（著 書） 

介護職員等『実務者研修テキ

スト』第 3巻介護Ⅱ（介護過

程） 

共著 2009年 1月 

 

中央法規出版 

 

2015 年度から介護福祉士国家試験制度が変

わり、実務経験 3 年後の受験生が、実務者研

修（450 時間）の受講が義務づけられる。そ

の研修テキスト 4巻のうちの 1巻である。研

修総時間 450 時間のうち 45 時間の面接授業

で使用する巻で介護過程について第 1章 2節,

第 3節,第 3章を担当執筆した。 

(P8－P.42, P115－P.201） 

(執筆者：橋本祥恵,久保田トミ子, 眞鍋誠子,

上原千寿子他） 

(編者：黒澤貞夫,石橋真二,上原千寿子,白井孝

子） 

4 （著 書） 

 介護職員『初任者研修テキ

スト 

第1巻：介護のしごとの基礎,

第 2巻：自立に向けた介護の

実際 

 

共著 2011年 4月 

 

中央法規出版 

 

平成 23 年度から従来のホームヘルパー養成

研修が改正され,介護職員初任者研修（130時

間）となった。介護について初めて学ぶ人を

対象に書かれたテキストである。（1 巻 381

頁・2巻 322頁）筆者は第 1巻第 1章 2節 2(ケ

アマネジメント)と第 2巻第 3章第 1節 1.2第

2 節（介護過程の基礎的理解）を担当執筆し

た。 

(P32－P.35, P275－P.309） 

(執筆者：秋山昌江, 石橋真二,上原千寿子,久

保田トミ子, 眞鍋誠子,八木裕子他） 

（編者：黒澤貞夫,石橋真二,上原千寿子,白井孝

子） 
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5 （著 書） 

新・介護福祉士養成講座 15

『医療的ケア』 

共著 2013年 4月 

 

中央法規出版 

 

平成 23年に「社会福祉士及び介護福祉士法」

の改正で、介護福祉士の業務に喀痰吸引と径

管栄養が追加されことにより、介護福祉士養

成カリキュラムに「医療的ケア」の領域が加

わった。その科目のテキストとして編集され

たものである。筆者は第 1章第 1節 2を担当

執筆した。 

(P1－P.11） 

（執筆者：秋山昌江, 五十嵐さゆり,鎌田恵子,

川井太加子,久保田トミ子他） 

（編者：新田國夫,川村佐和子 ,上野桂子, 黒澤

貞夫,白井孝子） 
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