
タクティール®ケア厚労省キャリア形成助成金対応コース　受講料（1名）：80,000円（税別）   
3 日間（理念、理論、実技レポート審査、認定試験料、認定証発行手数料、フォローアップ、   
　　　　グループワークを含む）

タクティール ®ケアⅠコース　受講料（1名）：60,000 円（税別）
2日間（理念、理論、実技レポート審査、認定試験料、認定証発行手数料を含む）
どちらのコースも、触れることの基本を座学と実技を通して学びます。人への触れ方、自身の心身の変化に気づき、
触れることの配慮など、肌と肌とのコミュニケーションを実際にどのように活かせるかを想定して練習を行い、
身に付ける講座です。

その他にも
月に２回の無料公開セミナー（中央区銀座）と日本各地での講座
皆様の事業所に出張しての講座や、体験セミナーを行っています。

®

「タクティール」「Taktil」は株式会社日本スウェーデン福祉研究所の登録商標です。

日本では、2006 年から講座が始まり、受講者

は 2014 年度で累計が 1 万人を超えました。体

験セミナー参加者は 5万人を超えています。

タクティール ® ケアは、医療や福祉施設、介護

の現場で活用されています。平成 24 年度より、

保険事業者は厚生労働省キャリア形成助成金で

「タクティール ® ケア」の講座が受講できるよ

うになり、日本スウェーデン福祉研究所では、

申込にあたり助言、提案を行っています。



厚生労働省キャリア形成促進助成金　重点訓練コース活用 2016年7月1日現在

時間 到達目標 内容 実施形態 時間 費用

●背中のタクティール®ケアの

実技を学ぶ

●手のタクティール®ケアの実

技を学ぶ

●手足背中のタクティール®ケア

の復習
実技実習

●現場で実践するための

ポイントを学ぶ
座学

タクティール®ケアの手技の復習
●手足背中のタクティール®ケアの

復習
実技実習

定着のために必要な条件につい

て学ぶ

●実践結果を踏まえ

今後の実践について考える
座学・演習

１）助成金シミュレーション　　タクティール®ケア研修（3日間 20時間）費用 80,000/1名（税別）

 大企業 　（100人以上） 

 中小企業（100人未満）

講師派遣にかかる旅費交通費は全額依頼主負担

・各研修ステージ終了後にJSCIより研修費・旅費交通費を請求、振込後、領収書を発行

タクティール®ケアの手技を学ぶ ５時間

二

日

目

一

日

目

9:00～12:00

身体的接触について理解する

ケアにおける身体接触の有効

性を理解する。タクティール®ケア

について理解する認定取得まで

の流れを理解する

3時間

日本スウェーデン福祉研究所　認知症ケア教育研修プログラム

タクティール®ケア研修（3日間：20時間）

　　目的：タクティール®ケアの理論と「手・足・背中」のケアを実践できるようにする
　　対象：タクティール®ケアに関心のある方

9:00～12:00 タクティール®ケアの手技を学ぶ 3時間

●肯定的、否定的身体接触

の違いを知る

●タクティール®ケアの目的と

考え方について知る

座学

実技実習

4時間

＊

三

日

目

13:00～17：00

80,000円／1名

（税別）

13:00～18:00
タクティール®ケアの手技を理解

し現場で実践できるようにする
５時間

●足のタクティール®ケアの

実技を学ぶ
実技実習

13:00～18:00

２）講座開催に関する経費（交通費及び滞在費は助成金対象外）

３）研修費・旅費交通費の請求について

＊三日目は二日目終了から4週間を過ぎて実施

経費助成額40,000円 （1/2助成） 賃金助成額16,000円 (800円×20ｈ） 助成額合計56,000円  実質費用24,000円

経費助成額26,666円 (1/3助成） 賃金助成額　8,000円 (400円×20ｈ） 助成額合計34,666円  実質費用45,334円

      評価方法：出席、講師による手技確認、演習参加

      テキスト   ：㈱日本スウェーデン福祉研究所「タクティール®ケアⅠコース」と同様 ＊教材(テキスト、オイル、タオル、バッグ) 代金は研修費に含む

株式会社　日本スウェーデン福祉研究所



法人研修ご担当者 様 
 

2016 年７月吉日 

(株)日本スウェーデン福祉研究所 

代表取締役社長 中込 敏寛 

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-19-7 

銀座１丁目イーストビル８F 

TEL:03-5159-6655 

 

「日本スウェーデン福祉研究所 認知症ケア教育研修プログラム」のご案内 
― 厚生労働省 キャリア形成促進助成金 を利用して ― 

 
謹啓 皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

表題の件、下記の通りお知らせいたしますので、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 

敬白 

 

記 
1）制度の概要 

① “厚生労働省 キャリア形成促進助成金 重点訓練コース”を利用して 

弊社の「認知症ケア教育研修プログラム」を受講することができます。 

② この制度を活用するには、厚生労働省が定める要件を満たした法人・事業所が事前に 

都道府県労働局に届け出をする必要があります。弊社は届出に関するサポートをさせて頂きます。 

③ この制度は、研修プログラム終了後、助成金支払い申請をすることで 

経費助成・OFF-JT として実施した時間に関する賃金助成も受け取ることができる制度です。 

 

2）法人の受給資格要件 

① 申請日を遡ること 6 か月以内に法人都合による解雇者を出していないことです。 

② その他詳細は,厚労省のホームページ http://www.mhlw.go.jp から 

「キャリア形成助成金」を検索し、内容をご確認ください。 

3）内容 

当該教育制度は、財団法人シルヴィアホーム認定施設教育プログラムに準拠しており、厚生労働省 

キャリア形成促進助成金 制度を活用してすべてのカリキュラムを受講することができます。 

下記の目的別ステージ研修によって構成され、希望するカリキュラムを受講することもできます。 

但しステージ 2※1、ステージ 3※2については条件があります。別紙案内を参照下さい。 

（交通費及び滞在費は助成金対象外。講師派遣にかかる旅費交通費は全額依頼主負担です） 

カリキュラム コース 期間 対象 費用 

ステージ 1 基礎教育研修 4 日間：24 時間 
施設（ユニット単位）で働く

すべての職員 
72,000 円/1 名(税別) 合計 

（18,000 円/1 日/1 名） 

す
べ
て
助
成
金
対
象 

ステージ 2 リーダー教育研修 4 日間：24 時間 ※1基礎研修を終了した職員 
120,000 円/1 名(税別) 合計 

（30,000 円/1 日/1 名） 

ステージ 3 
リフレクション・リーダー 

基礎教育 
4 日間：24 時間 

※2 リーダー教育研修終了者

で介護・医療職経験が 

2 年以上の職員 

200,000 円/1 名(税別) 合計 
（50,000 円/1 日/1 名） 

ステージ 4 
リフレクション・リーダー  

アドバンス教育 
6 日間：24 時間 リフレクション・リーダー 

300,000 円/1 名（税別）合計 
（50,000 円/1 日/1 名） 

     

 タクティール®ケア研修 3 日間：20 時間 
タクティールケアに関心の

あるすべての職員 
80,000 円/１名(税別) 

4）助成内容 

① 経費助成(経費とは消費税額を含んだ研修費用)が中小企業（常時雇用者数 100人以下）は 

1/2 の 15 万円まで、大企業（常時雇用者数 100 人以上）は 1/3 の 10 万円まで 

② 賃金助成が中小企業受講者一人当たり 800 円/時間×研修実施時間、 

大企業は受講者一人当たり 400 円/時間×研修実施時間が助成されます。 

 

5）制度の詳細、届出等の問い合わせ窓口  

各都道府県の労働局、ハローワーク 

問い合わせ先        

日本スウェーデン福祉研究所 

担当：上坂勝芳 

電話：090-4904-2042 

 Mail：uesaka@jsci.jp 

mailto:uesaka@jsci.jp


厚生労働省キャリア形成促進助成金　重点訓練コース活用 2016年7月1日現在

内容 時間 費用 経費助成額 賃金助成額 助成額合計 実質費用

内容 時間 費用 経費助成額 賃金助成額 助成額合計 実質費用

内容 時間 費用 経費助成額 賃金助成額 助成額合計 実質費用

内容 時間 費用 経費助成額 賃金助成額 助成額合計 実質費用

内容 時間 費用 経費助成額 賃金助成額 助成額合計 実質費用

76,266円 123,734円

中小企業

（100人未満）

100,000円

（1/２助成）

19,200円

(800円×24ｈ）
119,200円

　ステージ３

　リフレクション・リーダ―研修

66,666円

(1/3助成）
4日間　24時間 200,000/1名

9,600円

(400円×24ｈ）

80,800円

大企業

（100人以上）

１）日本スウェーデン福祉研究所　認知症ケア教育研修プログラム 経費 助成金シミュレーション 

24,000円

(1/3助成）
72,000/1名

60,000円

（1/２助成）

36,000円

（1/２助成）

カリキュラム①

大企業

（100人以上）

中小企業　　　　　　

　　　　（100人未

カリキュラム②

9,600円

(400円×24ｈ）

38,400円

4日間　24時間

40,800円

33,600円

49,600円

　ステージ１ 基礎教育研修

9,600円

(400円×24ｈ）

19,200円

(800円×24ｈ）
55,200円

79,200円

16,800円

70,400円

19,200円

(800円×24ｈ）

40,000円

(1/3助成）

カリキュラム③

大企業

（100人以上）
　ステージ２ リーダー教育研修 4日間　24時間 120,000/1名

中小企業

（100人未満）

45,334円

中小企業

（100人未満）

40,000円

（1/２助成）

16,000円

(800円×20ｈ）
56,000円 24,000円

8,000円

(400円×20ｈ）
34,666円

大企業

（100人以上）
　タクティール®ケア研修 3日間　20時間 80,000/1名

26,666円

(1/3助成）

カリキュラム④

大企業

（100人以上）
　ステージ4

　リフレクションリーダー

　アドバンス研修

6日間　24時間 300,000/1名

100,000円

　(1/3助成）

9,600円

(400円×24ｈ）
100,000円 200,000円

中小企業

（100人未満）

150,000円

（1/２助成）

19,200円

(800円×24ｈ）
150,000円 150,000円

株式会社　日本スウェーデン福祉研究所



厚生労働省キャリア形成促進助成金　重点訓練コース活用 2016年7月1日現在

時間 到達目標 内容 実施形態 時間 費用

講義

演習：提供事例による

グループワーク

講義

演習：提供事例による

グループワーク

講義

演習：提供事例による

グループワーク

講義

演習：提供事例による

グループワーク

講義

演習：提供事例による

グループワーク

講義

演習：提供事例による

グループワーク

講義

演習：提供事例による

グループワーク

●栄養不良と高齢者

●認知症に関する様々な問題　

　　

　　

二

日

目

9:30~12:30 3時間

13:30~16:30

治療（個別ケア）とコミュニケーションが認知症の

人の行動に与える影響を理解する。

●認知症の最も一般的な症状の説明

●症状コントロール – 解釈 − 処置 − 評価

●本人が望むように支援する

●介護職員はよい認知症ケアのキーパーソン

●認知症の人の感情は常に真実

●コミュニケーションを容易にするためのアドバス

13:30~16:30
認知症を正しく理解し、個人中心のケアに必要な

アセスメントを理解する。
3時間

親族のサポートおよびスウェーデンの介護制度を

知る。
3時間

●緩和ケア − それは何であるか？

●緩和ケア理念の4本柱

●人間の尊厳を尊重

●難しい感情と危険な状態にある親族

●スウェーデンの様々なケア制度

●認知症ケアにおける暴力と虐待

日本スウェーデン福祉研究所認知症ケア教育研修プログラム

対象：施設で働くすべての職員

カリキュラム①：ステージ1　基礎教育研修（4日間：24時間）

目的：施設で働くすべての職員が“認知症ケアにおける共通のプラットホーム”を共有する。

一

日

目

9:30~12:30
老化について、脳の働きと記憶の関連について

理解する。
3時間

●老化について

●脳と記憶について

●個人中心のケアとは

●認知症の進行とアセスメントについて

四

日

目

9:30~12:30
栄養と食事について考え、認知症の人が

意欲的・自立的でいるための支援を知る。
3時間

13:30~16:30
“認知症ケアにおける共通のプラットホーム”を

共有する。
3時間

●今までの学びを振返る

●試験して自身の理解度を確認する

グループワーク　　　　　　　　

筆記試験

＊テキスト代金は研修に含む

3時間

評価方法：全日出席、グループワークの参加、筆記試験
テキスト：シルヴィアホーム作成の教育シリーズ「認知症と共に生きる」

三

日

目

9:30~12:30
ケアのプラットホームとなる緩和ケア理念を

理解する。
3時間

13:30~16:30

72,000円／1名

株式会社　日本スウェーデン福祉研究所



厚生労働省キャリア形成促進助成金　重点訓練コース活用 2015年7月1日現在

時間 到達目標 内容 実施形態 時間 費用

チームワークに焦点を当てた緩和ケア理念を

理解する。
3時間

120,000円／1名

13:30~16:30 3時間

二

日

目

9:30~12:30 3時間

●認知症についてさらに知識を深める　　　　

●BPSDの予防、緩和、対応について

認知症に関する知識を深め、BPSDの予防、

緩和、対応を理解する。

13:30~16:30
職員が成長し、自立するにはリーダーシップが

必要であることを理解する。
3時間

評価方法：全日出席、グループワーク参加、課題提出

日本スウェーデン福祉研究所認知症ケア教育研修プログラム
カリキュラム②：ステージ2　リーダー教育研修（4日間：24時間）

目的：基礎教育で学んだことをベースに緩和ケア哲学をもとにチーム内でのリーダーの役割を理解する。

対象：基礎研修を修了したすべての職員が対象となるが、この研修はリーダー及び責任者の養成を目的としている。

一

日

目

9:30~12:30

三

日

目

9:30~12:30
講義　　　　　　　　　　　　

演習：グループワーク
3時間

13:30~16:30

●チームをまとめるには
認知症ケアに関連したリーダーシップの中で、

リーダーとしての役割を理解する。

3時間

ユニット内でリーダーシップを実践できる。

●各自が経験した事例を振返り、

リーダーシップを学ぶ　　　　　　　　　　　　　　　

　　●提供事例を基にリーダーの役割を

体験する

＊テキスト代金は研修に含む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四

日

目

9:30~12:30 3時間

13:30~16:30
講義　　　　　　　　　　　　

演習：グループワーク
3時間

テキスト：財団法人シルヴィアホーム「教育シリーズ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

演習：　　　　　　　　　　　

●各自の経験を基に

グループワーク　　　　　　　

●提供事例による

ロールプレイ

講義　　　　　　　　　　　　

演習：グループワーク

講義　　　　　　　　　　　

演習：グループワーク

講義　　　　　　　　　　　　

演習：グループワーク

講義　　　　　　　　　　　

演習：グループワーク

●チームワークに必要なこととは　　　　　　　　

●人を中心としたリーダーシップについて

リーダーとは活動の目標やビジョンに向かって

グループの動力であることを理解する。

●グループ・ダイナミックスについて　　　　　　

●グループ・プロセスについて

●状況に応じたリーダーシップ

人を中心としたリーダーシップを理解する。 ●人を中心としたリーダーシップとは

株式会社　日本スウェーデン福祉研究所



厚生労働省キャリア形成促進助成金　重点訓練コース活用 2016年7月1日現在

時間 到達目標 内容 実施形態 時間 費用

日本スウェーデン福祉研究所認知症ケア教育研修プログラム
カリキュラム③：ステージ3　リフレクショ・リーダー教育研修（4日間：24時間）

目的：リフレクションリーダーとして、チームでリフレクションを実践し、緩和ケア理念に基づくケアができる。

対象：ステージ1、ステージ2の研修を修了し、介護職又は医療職の経験が2年以上ある職員。リフレクショリーダーの候補。

一

日

目

9:30~12:30

3時間

200,000円／1名

3時間

●リフレクションとは　　　　　　　　　　　　　　

●緩和ケア理念の4本柱　　　　　　　　　　

●リフレクション・リーダーの役割について

9:30~12:30

評価方法：全日出席、グループワーク参加、課題の実施と報告、レポート提出

3時間

13:30~16:30 3時間

三

日

目

二

日

目

3時間

講義　　　　　　　　　　　　

演習：リフレクション

3時間

●リフレクショの実際について　　　　　　　　　　

●課題の報告　　　　　　　　　　　　　　　　

●毎日のリフレクション　　　　　　　　　　　　　

　●緩和ケア理念の復習

＊四日目は三日目終了から4週間を過ぎて実施

テキスト：財団法人シルヴィアホーム「教育シリーズ」

13:30~16:30

3時間

講義　　　　　　　　　　　　

演習：ディスカッション
13:30~16:30

リフレクションタイムの実際に体験し理解する。

●グループの作り方と契約について　　　　　　

　　　　　　　●実用的なアドバイス

リフレクションの重要性を理解し、人を中心とした

ケアのための緩和ケア理念を説明できる。

＊テキスト代金は研修費に含む

＊

四

日

目

9:30~12:30
リフレクションリーダーとして役割を理解し、

現場でリフレクションをリード、指導できる。

3時間

13:30~16:30

講義　　　　　　　　　　　　

演習：リフレクション

講義　　　　　　　　　　　　

演習：ディスカッション

9:30~12:30

●様々な練習問題　　　　　　　　　　　　　　

●補助ツールについて　　　　　　　　　　　　　

　●リフレクション・グループのリードについて

リフレクションタイムの進め方を理解する。

株式会社　日本スウェーデン福祉研究所



厚生労働省キャリア形成促進助成金　重点訓練コース活用 2016年7月1日現在

時間 到達目標 内容 実施形態 時間 費用

この研修は1回／月のペースで行います。

開始時間は

施設の希望

リフレクションをリードする中で起きた問題を解決で

きる。

●リフレクションの課題を明らかにする

●緩和ケア理念の4本柱をベースに

課題について考える

ディスカッション

日本スウェーデン福祉研究所認知症ケア教育研修プログラム

カリキュラム④：ステージ４　リフレクショ・リーダー　アドバンス研修（6日間：24時間）

目的：リフレクションリーダーのためのフォローアップ

対象：リフレクショリーダー

各回 4時間 300,000円／1名

株式会社　日本スウェーデン福祉研究所


