
ステップアップ研修の取り組みステップアップ研修の取り組み

　～キャリアパスシステムに則った研修形態～

法人事業の概要法人事業の概要

介護保険事業

ながいずみホーム

介護老人福祉施設、訪問介護、通所介護、

短期入所生活介護、居宅介護支援

※介護予防を含む

希望のわだち柿田

小規模多機能型居宅介護、通所介護

※介護予防を含む

法人事業の概要法人事業の概要

介護保険外事業

長泉町委託事業

配食サービス、生きいきデイサービス

在宅介護支援センター、町営高齢者住宅ライフサポー
トアドバイザー

清水町委託事業

はつらつ脳の健康教室

法人の基本理念　　　　　　　職員行動指針

　　　　　　　　　　　　　　　　①安全・安心・安楽　　　　　　　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　②元気なあいさつ、笑顔

　　　　　　　　　　　　　　　　③高品質サービスの提供

　　　　　　　　　　　　　　　　④報・連・相、コミュニケーション

　　　　　　　　　　　　　　　　⑤アイデア、チャレンジ

　　　　　　　　　　　　　　　　　※数字は優先順位

人財育成指針

職員一人ひとりがホスピタリティ・マインド（自主的・主体的に
相手を思いやる心）を持ち、後輩を上手に指導し育てることが実
現できる。

心に愛をもって、お年寄りとお
年寄りが好きな人、福祉を担っ
ていこうとする人が、ひとつの
家族となり、お互いに支え合い、
生きがい働きがいのある場所と
してここに集う。

法人委員会組織図法人委員会組織図

人人財育成関連委員会財育成関連委員会

法人法人におけるにおける
　　　　　　人財育成の取り組み　　　　人財育成の取り組み

ホスピタリティ・マインド・プロジェクトの目的

　・基本理念、行動指針が全職員に浸透

　・ホスピタリティをもって行動できる人財育成システムの構築

　・職員一人ひとりが誇りをもって笑顔あふれる風通しの良い

　　職場づくり

　　　後輩を育てる



平成２４年度における平成２４年度における
　　　　　　研修委員会の役割　　　　研修委員会の役割

様々な研修を通じて法人内職員の知識、
技術の向上に努める。

新人教育研修体制の明確化。

外部研修の情報提供と伝達研修のサポー
ト。

研修委員会の活動内容研修委員会の活動内容

現任研修の企画、調整

研究発表を行う部署、委員会の選定

ステップアップ研修（初級）の企画

　　　　　　　　　　　　　　計画、調整

ステップアップ研修（中級・上級）の企画

ステップアップ研修とはステップアップ研修とは

キャリアパスシステムとの連動

法人キャリアパスの職位ごとに初級、中級、
上級に必要な研修内容を明確にする。

初級⇒新入職員（職種関係なく全職員）を対象

中級⇒現任職員（主に介護職員）を対象

上級⇒指導的職員　を対象

ステップアップ研修（初級）をステップアップ研修（初級）を
現任職員に実施した経緯現任職員に実施した経緯

職歴が長い職員ほど新入職員の際の基
礎教育（研修）が不十分だった。

講師を現任職員（先輩や上司）が担当
することで職員育成の取り組みについ
て意識してくれることに期待した。

ステップアップ研修（初級）のステップアップ研修（初級）の
コンセプトコンセプト

新入職員への教育が最重要との観点から、
新入職員に適切な教育（研修）期間を設け
る。

今後入職する職員への法人内での新人研修
のモデルをつくる。

各研修を法人内の研修にすることで講師を
担当する職員をはじめとする人財育成方針
の浸透を図る。

平成２４年度ステップアップ研修初級項目（現任職員向け）平成２４年度ステップアップ研修初級項目（現任職員向け）

平
成
２
４
年
度
　
前
期

６／２２
①法人の事業 事務（施設長、事務長）

②接遇とマナー 職員育成委員会

７／２７
③感染症予防対策 衛生管理委員会

④認知症の理解と対応 職員育成委員会

８／２４
⑤対人援助の基礎知識 実習指導委員会

⑥高齢者施設における看護師の役割と他職種との連携 看護部会

９／２８
⑦介護技術 実習指導委員会

⑧施設防災 防災委員会

１０／２６
⑨リスクメネジメント リスクマネジメント委員会

⑩高齢者の医療関連 看護部会

平
成
２
４
年
度
後
期

１１／１６
②接遇とマナー 職員育成委員会

①法人の事業 事務（施設長、事務長）

１２／２１
④認知症の理解と対応 職員育成委員会

③感染症予防対策 衛生管理委員会

３／８
⑥高齢者施設における看護師の役割と他職種との連携 看護部会

⑤対人援助の基礎知識 実習指導委員会

２／２２
⑧施設防災 防災委員会

⑦介護技術 実習指導委員会

３／２２
⑩高齢者の医療関連 看護部会

⑨リスクマネジメント リスクマネジメント委員会



ステップアップ研修（初級）におけるステップアップ研修（初級）における
留意事項・決定事項（ルール）留意事項・決定事項（ルール）

研修実施方法
１項目目　１７：４５～１８：４５

２項目目　１８：５５～１９：５５　全１０項目

　　※基本的に内容は前期・後期共に同一の形

研修参加について
年間で２クールに分け前期後期に１回ずつ開催。
時間外勤務の適用となる。

報告書（レポート）について
研修後、レポートを提出することが必須。優秀報告書は評価。
内容が理解できていないと判断された報告書は再提出。

平成２４年度ステップアップ研修初級前期における各研修の概要平成２４年度ステップアップ研修初級前期における各研修の概要

研修項目 主な研修の内容

①法人の事業
・人財育成指針を理解する
・厚生年金保険料率改定について
・「職員名簿」「稟議書」の記載方法

②接遇とマナー
・接客と接遇の違い
・なぜ介護の現場に接遇が必要か
・接遇を身につけていくには
・接遇の５原則を理解する

③感染症予防対策
・手指衛生の基本、種類
・正しい手洗い、手指消毒方法
・手衛生はなぜ重要

④認知症の理解と対応

・認知症とは
・認知症の種類
・年相応の物忘れと認知症の違い
・認知症の方に対するホスピタリティ・マインド

⑤対人援助の基礎知識
・利用者に嫌われる言葉と好かれる言葉
・利用者本位の言葉とは
・敬語の使い方　など

平成２４年度ステップアップ研修初級前期における各研修の概要平成２４年度ステップアップ研修初級前期における各研修の概要

研修項目 主な研修の内容

⑥高齢者施設における
　看護師の役割と　
　他職種との連携

・老人介護抄史
・医療ニーズをもつ利用者への介護
　ポイント
・高齢者の生活の場における看護と介護
・介護者に求める急変時の対応

⑦介護技術

・車椅子を使用する目的、注意すること
・介護技術とは
・「立つ」「足元」
・利用者さん、介護者共に負担の少ない　
　介護をするためには

⑧施設防災
・施設防災の考え方
・施設における防災設備の確認

⑨リスクマネジメント
・お客様の声（苦情）への考え方
・事故予防について（危険予知訓練）

⑩高齢者の医療関連

・対症別看護の基本
　脱水症、熱中症、嘔吐、誤嚥性肺炎、
　床ずれ（褥瘡）、与薬

ステップアップ研修初級（後期）項目ステップアップ研修初級（後期）項目

研修項目 平成２４年度前期 平成２４年度後期

①法人の事業

・人財の育成指針を理解する
・厚生年金保険の保険料率改定
　について
・「職員名簿」「稟議書」の記載方法

・社会福祉法人の役割
・社会福祉法人聖家族
　の園の理念

②接遇とマナー ・接客と接遇の違い
・なぜ介護の現場に接遇が必要か
・接遇を身につけていくには
・接遇の５原則を理解する

・前期と同じ内容
・レポート内容一部変更

③感染症予防対策 ・手指衛生の基本、種類
・正しい手洗い、手指消毒方法
・手衛生はなぜ重要

・前期と同じ内容

④認知症の理解
　　　と対応

・認知症とは
・認知症の種類
・年相応の物忘れと認知症の違い
・認知症の方に対するホスピタリティ
　・マインド

・認知症の基本的な理解
・認知症の方に接する心得
・関わり方事例

⑤対人援助の
　　　基礎知識

・利用者に嫌われる言葉と好かれる言葉
・利用者本位の言葉とは
・敬語の使い方　など

・言葉をかける大切さ
・利用者本位の言葉とは

ステップアップ研修初級（後期）項目ステップアップ研修初級（後期）項目

研修項目 平成２４年度前期 平成２４年度後期

⑥高齢者施設におけ
　
　る看護師の役割と
　
　他職種との連携

・老人介護抄史
・医療ニーズをもつ利用者への介護
　ポイント
・高齢者の生活の場における看護と介護
・介護者に求める急変時の対応

・前期と同じ内容

⑦介護技術

・車椅子を使用する目的、注意すること
・介護技術とは
・「立つ」「足元」
・利用者さん、介護者共に負担の少ない　
　介護をするためには

　・前期と同じ内容

⑧施設防災
・施設防災の考え方
・施設における防災設備の確認

・前期と同じ内容
・レポート内容一部変
更

⑨リスク
　　マネジメント

・お客様の声（苦情）への考え方
・事故予防について（危険予知訓練）

・お客様の声のとらえ方
・苦情解決マニュアル
・事故のとらえ方
・事故防止マニュアル

⑩高齢者の
　　　医療関連

・対症別看護の基本
　脱水症、熱中症、嘔吐、誤嚥性肺炎、
　床ずれ（褥瘡）、与薬

　・前期と同じ内容



平成２４年度の実施状況平成２４年度の実施状況　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（参加状況、（参加状況、報告書報告書提出状況、優秀報告書）提出状況、優秀報告書）

研修項目 研修参加
人数

参加率 報告書
提出率

優秀報告書
数

①法人の事業 ７９ ８６％ ９８％ １７

②接遇とマナー ８１ ８４％ ９８％ １０

③感染症予防対策 ６９ ８６％ １００％ ２

④認知症の理解と対応 ７２ ８８％ １００％ ２

⑤対人援助の基礎知識 ７８ ９５％ １００％ ９

⑥高齢者施設における　
　看護師の役割と　
　他職種との連携

７６ ９２％ １００％ ６

⑦介護技術 ７６ ９３％ １００％ ０

⑧施設防災 ７６ ９２％ １００％ ４

⑨リスク
　　マネジメント

６９ ９０％ ９７％ ７

⑩高齢者の
　　　医療関連

６９ ８８％ ９７％ ９

優秀報告書の掲示優秀報告書の掲示

まとめ　　総括まとめ　　総括

・新入職員に対して研修形態のモデルが確立できた。

・参加率は非常に良く、職員の研修参加に対する意識づけ
ができた。

・平成２５年度はステップアップ研修（初級）とリンクし
ながら中級、上級の企画もしていきたい。

・ステップアップ研修のコンセプトとして委員会単位で講
師を依頼したのだが、委員会全体の活動として機能しなかっ
た。

ご清聴ありがとうございました！ご清聴ありがとうございました！

前理事長　杉山旭　前理事長　杉山旭　


