職員が‑致団結できるようになる

研修の実践例
適所専業所では,今まではかの事業所に勤めて

いた人や,事業所に入って間もない人などさまざ

まなスタッフが働いています。

近年,適所事業所だけでなく,訪問介護や入所

介護施設などでも介護の質向上ということが盛ん
に言われています。国も,介護職員処遇改善加算
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の要件としてキャリアパスの中で研修計画を立て

て受講させることを挙げています(衰1)。
本稿では,適所スタッフが一致団結できるよう
な研修のテーマや目標,プログラムについて,実

際の研修例を挙げて説明していきます。

スタッフ名個人が楽しく研修を受けるために
は,スタッフの気持ちを・つにすることが不可欠
です。とは言え,これは並大抵なことではありま

蟻翰ス牽曹ヴ

せん。なぜなら,事業所には前述したとおり,さ
まざまをタイプのスタッフがいるからです。

先述したように,適所現場にはさまざまなス

では,スタッフの気持ちを一つにまとめるため

タッフが在籍しています。具体的には,次のよう

にはどうしたら良いでしょうか。筆者は,次の2

なスタッフが考えられます。

点に絞れると考えます。

の大輔して間もない新人スタッフ

①傾聴(対人援助技術)スキルを身につける

のほかの事業所(訪問介護など)に勤務後,転職
して適所事業所に入職したスタッフ

のほかの業界(コンピュータ,半導体など)から
転身してきたスタッフ

頗酸は,専門学校などで耳にタコができるくら
いうるさく言われることです。コミュニケーショ

ンを円滑にするには,利用者とのかかわりと職員
とのかかわりの2つが必要であり,職員の気持ち

のすでに通新事業所に精通しているスタッフ

を一つにするためには「職員とのかかわり」が重

の幼い時から,高齢者と接してきて利用者からウ

要になってきます(図1)。傾聴とは利用者の話

ケの良いスタッフ

をよく聞くことと教わりますが,実は職員間でも

また,新人スタッフについてぽ さらに次のタ

当てはまることなのです。 「報・運・桐」のスキル

イプに分類できます。

は, ②の情報の共有を図ることにもつながります。

のほかの事業所での経験が豊富な新人

この対人援助ができていないと,図2のような負

の今どきの新人

のスパイラルが生まれる可能性が考えられます。

の年上の新人

②情報の共有を図る努力をする

の同じミスが減らない新人
のコミュニケーションが苦手な新人

これぼ 私が介護語録のセミナーでよく「情報
の共有」と口酸っぱく言っていることと重なりま
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※算定要件等
( 1 )介謹聴貝処遇改善加算(重)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
①介護職員の賞金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定
見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し.当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
②指定事業所において. ①の賃金改善に関する計画,当該計画に係る実施期聞及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を
諮載した介護職員処遇改善計画書を作成し.全ての介護職員に周知し,都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中
核市」という。)にあっては,指定都市又ほ中核市の市長。第三十五号及び第六十五号を除き.以下同じ)に届け出ていること。
⑨介護職員処遇改善加算の算定額に輔当する賞金改善を実施すること。
④当該指定事業所において.事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
⑤算定日が属する月の前十二月間において,労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) ,労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律
第五十号).最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号),労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号),雇用保険法(昭和四
十九年法律案百十六号)その他の労働に関する法令に遷反し.罰金以上の刺に処せられていないこと。
⑥当該指定事業所において.労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項
に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が通説こ行われていること。
⑦次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(‑)介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。 )を定めていること。
仁) (‑)の要件について書面をもって作成し,全ての介護職員に周知していること。

思器の器諾認諾謡を駕豊捌帽に鮨研助奏政は研散鳩舎を輔していること。
⑧平成二十七年四月から②の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(貸金改善に関するものを除
く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(2 )介護職員処遇改善加算(Ⅲ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
① (1 ) ①から⑥までに掲げる基準に適合すること。
②次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(‑)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し,全ての介護職員に周知していること。
(二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し,当該計画に係る研修の実施則よ研膠の機会を確保していること。

b aについて.全ての介護職員に周知していること。
③平成二十年十月から( 1 ) ②の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを
除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ( 1 ) ①から⑥までに掲げる基準のいずれにも適合しタかつ(2) ⑨又は③に掲げる基準のいずれ
かに適合すること。
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ( 1 ) ①から⑥までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

福岡シティ福祉サービス主催介護スキルアップセミナー質料
【傾聴とコミュニケーション】, P.3. 5,

す。つまり,情報の共有が介護事業所の評価向上

間の会話が適度に行われている」ことが利用者に

につながるのです。

満足していただこう,もっと事業所の口コミをよく

情報の共有ができていることは,それだけ職員

していこうということにもつながります。このこと

間の会話が適度に行われているということであ

から,必然的に研修を積極的に受けようという意

り,職員間の気持ちが一つにまとまっているとい

欲が生まれてくるのです。

う証拠ではないでしょうか(図3)。実は「職員
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情報の共有
介護記録における情報の共有
・介護に必要な情報 ・介護に役立つ情報 ・利用者の支援につながる情報
=同じこと

スタッフの気持ちが 踵闘軸聞共可韓̲つ標とまっびる鞭

①コミュニケーションと傾聴

⑫認知症の理解と対応

⑧個人情報の保護とコンプライアンス
スタッフが楽しく学ぶことができる研修として,

④介護記録の書き方

グループワークがあります。傾聴のセミナーでは

⑨介護保険制度の理解

代表的なものです。私駄 目本社会福祉士会とい

⑥ 3年ごとの介護保険制度改正の解説セミナー

う公益社団財団の会員ですが,そこでの研修でも,

グループワークが毎回取り入れられています。

まだ私は諮師として当社で月に2, 3回のぺ‑

また,適所事業所に入ってすぐの新人スタッフ
の研修では,最低でも会社の理念,経営方針,就
業規則,個人情報の取り扱いは押さえていただき

スで介護職員向けにセミナーを開催していますが,

たい項目です。新人スタッフへの研修については

できるだけ個人・グループワークを取り入れるよ

事業所内のベテランスタッフが講と蹄こなり, 1時

うにしています。頗聴のセミナーではもちろん,

間はどの時問を割いてlカ月にl回程度のペース

介護報酬請求などの事務系セミナーでも実際に請

で開いていきます。

求明細書を作成してもらう演習(個人ワーク)を

この新人研修の中で特に重要なのが,個人情報

積極的に取り入れています。細らない事業所の人

の取り扱いについてです。守秘義務については

同士が集まって1つのテーブルに座るので初め

「社会福祉法」 「社会福祉士及び介護福祉士法」な

は皆さん緊張ざれています。しかし,グループ

どで規定されています。研修では,個人情報が流

ワークをするようになると,次第に受講生の間か

出した時のリスクについて事例を挙げて説明し,

ら笑い声が聞こえてくるのです。受付スタッフの

爛人情報の取り扱いがいかに大事かを学ぶ必要が

話によれば参加者の皆さんはセミナーの初めは

あります。

さえない顔をされていますが,セミナー終了後に

は和やかな顔をされて騙って行かれるそうです。
このように書個人・グループワークというのは,

楽しく学ぶことができる効果があるのでしょう。

本来ならば事業所内で研修ができれば一番良

しかし,これはスタッフ自身に積極的に学ぼう

いのですが,研修を受ける時間がない,スタッフ

という意識があって初めて効果があるのだという

の中に専門性を持った職員がいないということか

ことをご理解ください。

ら,どうしても外部に研修をお願いするケースも

あるのが実情です。では,どのようなことに注憲
して外部の研修を取り入れたら良いのでしょうか。

そのチェックポイントをまとめました。
職員全体で取り組むべき研修として次のような
内容があります(表2)。

①研修テーマだけではなく.何を学ぶことができる
のか詳細なプログラムを記載していること
適所介憧包リハ
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表2 園をスキルアップセミナ

!エ国回田重昭軍寛寡言寒副勤寓案

介護探険劉演審理擬しよう曇

介護保険制度設立までの社会.歴史的背景を理解し.要介護判定が出るまでの
システム,サービスの種類を理解する。また.介護サービスを利用する上で
知っておくべき法規(介護保険制度以外)についても概要をマスターする。

介護記録とリスクマネジメント‡介護 行政指導対策,また訴訟対策から介護語録の書き方について理解する。危機管
記録編/リスクマネジメント綱)
理対策から各書類の保管法の重要性についての理解を図る。
介護予防・総合事業について

総合事業の仕組みと利用するための手続き.総合事業のねらいに関して理解す
る。また,国保連への事業費請求についての流れ,事業費請求のための明細富
給付管理票を使った記載方法について習得を図る。

介護欝萩,返鼠蛮琵旋青いでマス 介護報酬請求の流れと明細書の記載方法について理解する。また,国保連での
ターしまうさ く基本鵠.廃緯籠事 審査(契合)方法について.返戻・査定・過誤申請の対処方法をマスターする。
給付管理について理解しよう!(基本 ケアマネジメントの概要(要介護認定,モニタリングについての注意点,サー
ビス担当者会議など)について理解する。また裏給付管理粟と給付睨紐書の関
∴網子応骨組)
適性を知ってもらい.給付管理票の見方について理解を図る。ざらに,国保達
への審査結果に対する対処法についても学ぶ。

縛難敵纂彊二名リン秘と介護計画 蜜作成

初回面談(インチーク面接)の重要性と情報収集(モニタリング)方法の理解

を図る。また,介護語録の謁入港(特に長期目標,短期目標の設定について)
の習得と説明責任(アカウンタービリティ)の重要性についても習得する。

生活駒議員⑯黛諮

生活相談員の業務範囲と各業務・(介護保険請求,介護記録と計画作成.リスク
マネジメント,高齢者関連法規)についての理解を図る。

欝軸症鴎理解とコミェニケージヨン

認知癌(認知症の積類と中核症状,周辺症状)について理解する。生活場面別
(食事,入浴.排せつ)において出現しやすい典型的症状についてマスターす
る。また,認知症本人の心理状態と周辺症状の関連性についても理解を図る。
福岡シティ福祉サービス: 「スキルアップセミナー年間計画表」配布資料

⑧受講料が適切であること

れるか,使用するレジュメの見本を掲載していま

㊥申し込みの滴れをきちんと明記していること

す。また,介護職員は業務に追われ忙しいという

④申し込み後の対応が早いこと

のが実情です。したがって,できるだけスケジュー

⑨セミナーで使用するレジュメ.資料が自身で読

ル調整が可能なように固じ研修テーマを別日程で

んで理解できるように作成されていること

開催し,会場を福岡県内でも福岡市,北九州市,

特に, ⑥ほとても重要だと思います。介護事業

春日市などに分けて,移動にかかる負担を減らす

所の職員は,ただでさえ時間がありません。セミ

などの工夫をしています。

ナーを受けられなくても自分で勉強して理解でき
るような図,フローチャートを多用しているなど

の工夫が必要だと思われます。

私は, 10年はど 介護事業所に生活相談員と

次に,参考までに私が実際に開催した研修にお
けるアンケートを基に参加者の声を示します。

して勤務していました。その際にさまざまな研修

に参加して分かったことは,前記のポイントが事

【研修テーマ】介護報酬請求

前に分かっていることが,自分にとって良いセミ

【研修の目的】介護報酬請求の流れと明細書の記

ナーかどうかどうかを見分けるポイントだという

載方法について理解する。また,国保連での審

ことです。

査(突合)方法について,返戻・査定・過誤申

当社のホームページでは,どういう目的でこの

セミナーを行うのか,セミナーのプログラムの詳

細,セミナーを行うことでどのような効果が得ら
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請の対処方法をマスターする。
【満足度】介護報酬請求の仕組みのほか,算定の

決まりを解説し,実際に請求明細書を作成して

もらった。特に,実際に手を動かして計算して
もらったことが良かったらしく,ベテランの参

方法について習得を図る。

【満足度】もっと詳細なことを知りたかったので

加者でも初心に遮って学ぶことができた。レ

少々期待外れ。詳細な情報を知りたいので で

ジュメは分かりやすかっだという評価をいただ

きればほかの県で取り入れられている総合事業

く一方,資料がたくさんあり,今,どこの何

の事例を取り上げてはしい。しかし,レジュメ

ページを進んでいるのか分からなかったといっ

の内容は理解できた。

た苦情もあった。
【研修テーマ】認知症の理解とコミュニケーション

【研修テーマ】介護保険制慶の理解

【研修の目的】介護保険制度設立までの社会,歴

【研修の目的】認知症(認知症の種類と中核症
状,周辺症状)について理解する。

史的背景を理解し,要介護判定が出るまでのシ

生活場面別(食事,入浴,排せつ)において

ステム,サービスの種類を理解する。まだ介

出現しやすい典型的症状についてマスターす

護サービスを利用する上で知っておくべき法規

る。また,認知症本人の心理状態と周辺症状の

(介護保険制度以外)についても概要をマス

関連性についても理解を図る。

ターする。

【満足度】介護保険駒度について細らない事項も

あり,ためになった。また,歴史的背景につい
ては法律の名が出てきて少し眠くなったが,こ

【満足度】
・認知症の症状の種類がこんなにあるとは分か

らなかったので勉強になった。
・周辺症状と高齢者の心理について学ぶことが

れも介護保険制度を理解するためにも仕方ない

できた。しかし,今回アメリカの手法を紹介

かもしれない。しかし,全体的には分かりやす

されたが,分かるような分からないような,

く丁寧な講義で満足した。
【研修テーマ】介護語録とリスクマネジメント
【研修の目的】行政指導対策,また訴訟対策から

介護語録の書き方について理解する。危機管理
対策から,各書類の保管法の重要性についての

理解を図る。
【満足度】介護話録の書き方について,事例を示

しながら説明してくれたので理解しやすかっだ。

個人情報の流出がいかに恐ろしいものか,今
回のセミナーを通じて痛感した。

微妙だった。
・症状別にどのような行動パターンになるかが
諒載されており,業務を遂行していく上でと
ても助かる。
・レジュメに認知症本人の想いが詩として認識

されており,改めて認知症利用者がどのよう
な想いなのかが分かったような気がする。
・利用者がどのようを心理状態で周辺症状が出
るのか,この周辺症状は周りの人にどのような
SOSを出しているのかが知りたいと思って受話

したが,なんとなく分かったような気がする。

【研修テーマ】介護予陽・総合事業について

【研修テーマ】給付管理について

【研修目的】総合事業の仕組みと利用するための

【研修の呂的】ケアマネジメントの概要(要介護

手続き,総合事業のねらいを理解する。また,

認定,モニタリングについての注憲点,サー

国保連への事業費請求についての流れ,事業費

ビス担当者会議など)について理解する。ま

請求のための明細書,給付管理票を使った記載

た,給付管理票と給付明細書の関連性を知っ
道断介櫨&リハ
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てもらい,給付管理票の見方について理解を

なるほど分かるような気がします。この参加

図る。さらに,国保運への審査結果に苅する

者の言葉は,現場で通用するセミナーを塔さんが

対処法についても学ぶ。

探しているということの裏付けとも言えましょう。

【満足度】
・ケアマネジメントの流れについて理解できた

介護事業所の現場というのは,実にスケジュール

(新人ケアマネジャー)。
・特に,返戻と査定についてどのように処理して

少から,スキルアップを図りたくても経済的な

の調整が難しいです。また,昨今の介護報酬の減

面から図れないというのが本音ではないかと思

いけばよいのか分からなかったが,今回の解説

われます。私も,スキルアップのために外部の

を受けてはっきりとした。もやもやとしていた

研修に積極的に参加していますが,民間の株式

ものが吹っ飛んだ気がする。また,社会資源と

会社が主催するものは受講料がとても商いのが∴

して生活保護,成年後見制度,障害者総合支援

実情です。

法の概要を学ぶことができ,勉強になった。

また,セミナーを受けてくだざるのはありがた
いのですが,参加者の中には,無理やり上司に「こ

のセミナーに行きをさい」と言われ,嫌々参加さ

れている人がいます。せっかくお金を払って来ら

以上,外部セミナーを取り入れる際に注意する
点や楽しく学べるセミナーの工夫について述べて

れているのですから,実にもったいないことです。

先述しましたが,楽しく研修を受けることの条

きました。もちろんこれらのことがすべて正しい

件として職員同士の会話があります。 「会話(報・

とは思いません。各事業所それぞれの考えがある

運・梱)二情報の共有」であり, 「一致団結して少

ので あくまでも参考程度にしてください。

しでも良い事業所にしていこう」という憲誠が生

ここでは,私がセミナーを開催していて感じた
ことを書いていきたいと思います。

まれて初めて,セミナーが有憲義をものになるの
ではないでしょうか。どん執こ良いセミナーでも,

当事業所が開催しているスキルアップセミナー

参加者自身の意識次第で,有意義なものになるか,

には,西日本各地(南は沖縄,西は大阪)から参

そうでないかに分かれます。それは,セミナー講

加者に来ていただいています。福岡県内の参加者

師として活動していて感じることですし,私が生

を想定してセミナーの企画を行っていたので私

活相談員としてセミナーに参加している時にも感

もびっくりしました。

じたことです。

ある時,長崎から参加されている人が本書をも
らしてくださいました。

2015年,国は介護保険制度改正で介護予防(訪

「いやあへ,県内には現場で実践に使えるセミ

問介護,適所介護のみ)を介護保険から外すとい

ナーがないんですよ。介護職員基礎研修とかはあ

ういわゆる総合事業を創設しました。その内容は

るのですがあれって,資格を取るために県が主催

今まで事業所で行っていた業務の一部を民間に委

しているセミナーですよね?実践的なセミナー

託するというものです。そうして国は民間と介護

をインターネットで検索すると,どうしても開催

事業所の業務量を半分ずつにしようとしています。

地が福岡市になってしまうんです。それに,ほか

今は介護予防だけですが,近い将来,要介護lに

の県で似たような内容のセミナーがあったとしで

も総合事業を適用させようという動きが出てきて

も,受講料が高く,私たちにはとても払えませんよ」

います。

之8
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福岡シティ福祉サービス:介護予防・日常生活総合事業について. P.6,より引用. ‑部加等

㊨総合事業移行後のサービス利用割合について

専門飽奄サービス悌サービス量産ついては,多くとも襲醍耀韓で転生塞染織薄ま端麗減っていくこと繕え寄
れ∴変動轍こついては青磁々海撮簿が聾えられる。
鍵1葦仮に.専門的甘輸ビスのサービス塁を現状維持とし.今後サービス登載増え恩給(過去悌襲支援客の騎び牽
け%愁謡で樽ひると腰細を番緩起せ機ビスとして計築した揚食言狐裕年塵蹄専門的サービスと移譲窃サービス
は富それぞれ雪覿軽蔑と計欝きれる。
厚生鉾轍督:聾裟移諦投の博聞サービス」と「多厳存サービス」の利用勘合様執事で嘉籍連濁抑締る即掴.

この資料から言えること

利用者による
事業所選別に
つながる

利用者による事業所選別につながる理由とは〇・
介護法上の基本報酬は
時間のみ勘定してサー
ビスの質や担当職員の
按能を反映していない

サービスの質に関係な
く利用者が支払う金額
は同じ

この総合事業ですが,何を憲味しているので
しょうか。それば ますます利用者による事業者

の選別が進むことを意味しており(図4),利用
者による事業所の評価が今以上に必要になります。

事業所の評価を向上させるには,介護技術の向上
はもちろん,経営面の対策など職員自身のスキル

アップ,つまり研鯵の重要性がますます増してく

支払金額が同じであ

サービス向上を図ら

れば,質の良い介護事
業所を選択する

ない事業所はますます
経営難に陥ることに星
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るわけです。

国は「介護の質向上」を政策目標に掲ばその

自ら考え、行動できるスタッフを育てる!

一環としてキャリアパス要件として研修を受講す
ることを介護職員処遇改善加算の要件としていま

す。それほど 国も研修の必要性を感じているわ

けです。今後は認知症の人が増えることも考えら

れるため,ますます研修を受けて自身のスキル
アップにつなげていくことが必要不可欠となって
きます。そして,研修の受話が基本報酬に影響を

及ぼす時も近いような気がしてなりません。
事業所の皆様は,ぜひ研修を上手に活用し,利
用者から愛される事業所を目指していただきたい
と思います。
適所介撞&リハ
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