
【令和 3年度初任者及び中堅職員に対する職場環境改善研修】 

 

会 場：リファレンス駅東ビル 4 階／会議室 G  

対象者：◆初任者向け・・・・入職後、2～3 年目の方 

 ◆中堅職員向け・・・看介護課長・主任など 

講 師：1～4 回：麻生教育サービス株式会社／専任講師 釘崎 由香里氏 

5～6 回：公益社団法人福岡県介護老人保健施設協会会長 

特定医療法人幸明会船小屋病院 理事長 三根 浩一郎 

 

～～カリキュラム～～ 

≪初任者向け≫ 研修目的： 介護職員としての意識と行動を身に付ける 

時間 13：00～17：00 

 開催日 テーマ 内容 

1 5/19(水) 現場の状況を客観視する 

1．オリエンテーション 

2．介護業界を取り巻く現状 

3．差別化される仕事をするために「ＫＪ法」 

4．仕事観の確立 

2 6/16(水) 
組織人として働き、未来の 

人財になるために 

1．ビジネスツールの重要性 

2．アンガーマネジメント・テクニック 

3 7/14(水) 組織内コミュニケーション 

1．お絵描きゲームから学ぶコミュニケーションの難しさと重要性 

2．コミュニケーションの基本 

3．自己覚知 

4 8/18(水) コミュニケーションスキル 
1．アサーティブコミュニケーション 

2．コーチングの基本スキル(聴くスキル) 

5 9/15(水) 施設に於ける様々なリスクとその対応 
1．施設における様々なリスク管理 

2．ハラスメントリスクについて考える～事例に学ぶ～ 

6 10/6(水) 医療・介護業界で働く意味を考える 

1．世界最古の会社が生き残っている理由 

2．モチベーションの意味 

3．リーダーシップとフォロワーシップ 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪中堅職員向け≫ 研修目的： リーダーとしての遂行能力・育成能力を身に付ける 

 時間 13：00～17：00 

 開催日 テーマ 内容 

1 5/26(水) 現場の状況を客観視する 

1．オリエンテーション 

2．介護業界を取り巻く現状 

3．組織が中堅職員に求める役割 

4．ハラスメント対策の強化 

2 6/23(水) 組織内コミュニケーション 

1．全ての仕事は理念につながっている 

2．衝立ゲームから中堅職員の立場と求められる役割を

体感する 

3．組織内コミュニケーションとは 

3 7/21(水) リーダーシップと職場づくり 

1. 心理的安全性のある職場を作る 

2. リーダーシップ（サーバントリーダーシップ） 

3. リーダーシップスタイルを使い分ける 

4 8/25(水) 中堅職員としてのスキルを身につける 

1．ビジネスツールを学ぶ 

2．自己覚知 

3．アンガーマネジメント・テクニック 

5 9/29(水) 施設に於ける様々なリスクとその対応 
1．施設における様々なリスク管理 

2．ハラスメントリスクについて考える～事例に学ぶ～ 

6 10/27(水) 医療・介護業界で働く意味を考える 

1．世界最古の会社が生き残っている理由 

2．モチベーションの意味 

3．リーダーシップとフォロワーシップ 

 

 

【本件お問合せ先】 公益社団法人福岡県介護老人保健施設協会 事務局  

TEL：092-522-1442 FAX：092-522-1480 Mail：info@frk.gr.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～～受講者の声～～ 

≪初任者研修≫ 

 

1回目：5/19（水） 

◆介護業界を取り巻く現状について 

・コロナによって、職員の仕事内容や仕事量、利用者様とご家族の面会方法など、

以前とは変化していることを感じた。 

◆差別化される仕事をするために・仕事観の確立 

 ・KJ 法によるグループワークを行った。思いついた様々な意見が出され多くの情報を

取り入れることができた。出された意見をまとめることにより、現在の仕事のあり方や

自分がプロとなるために獲得していく能力について考える機会となった。 

2回目：6/16（水） 

◆ビジネスツールの重要性 

・ビジネスマナーについて自分自身知らない事が多く、今後に活かせる研修内容でし

た。仕事上名刺を渡すなどの機会はほとんどないが、常識として知っておくことが相手

から「安心・信用・信頼」を得られるものであることを学んだ。 

◆アンガーマネジメント・テクニックについて 

・「怒る必要がある場合は上手に怒る。怒る必要のない場合は怒らないようにする」 

自分の感情で損をしないように自分自身の行動を見直し、感情をコントロールできるテクニックを訓練したい。 

3回目：7/14（水） 

◆お絵かきゲームを通じて 

・言葉だけで相手に物事を伝える難しさを感じた。お互いが同じ理解を得るため

に先入観や思い込みをなくし、事実を分かりやすく伝えるための語彙力を高め、

ボキャブラリーを増やすことが必要だと感じた。 

◆コミュニケーションの基本について 

・業務多忙の中、コミュニケーションのポイントである「聴く」ということが後回しにな

っていた。明日からは「聴く」ことを大切にしたい。 

介護

79%

看護

21%

参加者の職種

27%

47%

23%

3%

講義内容の理解度

明日から仕事に活か

すことができる

理解を深めることが

できた

理解していない現状

を把握できた

未回答

38%

60%

2%
研修の満足度

とても良い

良い

普通



4回目：8/18（水） 

◆アサーティブコミュニケーションを図るために 

・コミュニケーションを図る際、双方が感情的にならずに前向きに考え

る姿勢が大切。これまで、お互いの目的を共有し一緒に解決策を

考えるための「代替案（Our way)」を出すということも実践してい

なかった。お互いが相手の考えを尊重し、建設的な意見が言える

環境になればより良い職場になると思う。 

◆コーチングの基本スキル 

・これまで自分がコーチングする機会がなかったため内容を理解するのに少し時間がかかったが、上司にコーチングスキルを持つ

人がいると相談したいと思える。今日の研修でコーチングスキルについてより理解を深める事ができた。相手にやる気を与えるよ

うな、支援、勇気づけ、継続的な関わりができるスキルを身に付け実践できるように成長したい。 

5回目：9/15（水） 

◆施設における様々なリスク管理について 

・様々なリスクに対応していくために、「なぜ？」と日頃から常に考え、調べ、見て、聞くこ

とで事前にリスクを防ぐことができるとわかった。 

◆ハラスメントリスクについて考える 

・実際に起こった事例を聞き、記録の重要性を改めて感じた。必要な記録をきちんと残

すことで、問題や賠償責任を問われた際に自分の身を守ることができることを知った。 

◆施設内感染症におけるリスク管理 

・病気の症状など事例を用いて詳しく説明して頂いたのでとてもよく分かった。特にホワイトボードを用いてのゾーニングの講義は

感染症リスクが実際に発生した際にとても重要なことなので勉強になった。 

6回目：10/6（水） 

◆看取り、終末期を考える 

・「担当する利用者様の最後の友達になる」という講師の言葉が心に響いた。利用

者様との関わり方についてもう一度考え直そうと思う。これからは手をさすったり、声

をかけたり、積極的にコミュニケーションを取りたい。 

◆モチベーションの種を育てるには 

・今回の研修に参加することによって各施設の参加者と情報交換ができ新しい発見

ができた。自分の好きなことや自分なりの生き方を見つけて目標を立て、実行することでモチベーションを高めていきたいと思う。 

◆リーダーシップ・フォロワーシップについて 

・リーダーを補佐し、正しい価値観を持って、リーダーとの共通目的を追求できる理想的なフォロワーシップがとれるようになりたい。

職場内でコミュニケーションを取ることでよりよいチームとなり、働きやすい職場環境にもなる。 

◆先延ばしを解消するために 

・やらなければいけない事なら、先延ばしせずに課題に取り組むことが大切。行動に移せば、先延ばししていたことがそこまで嫌

なことではなかったことにも気づくことができる。行動に移すクセをつけていきたい。 

 



≪中堅職員研修≫ 

1回目：5/26（水） 

◆組織が中堅職員に求める役割とは 

・中堅職員は上司の意向、部下の意向をくみ取る「パイプ役」。よいパイプ役

になる為、「自分を変える。変えていく」事の必要性を感じた。スタッフに対

して「指導を行う」のか「支援を行う」のか、その人の能力を見極めながら人

材育成にあたりたい。 

◆ハラスメント対策の強化について 

・時代と共に様々なハラスメントが出てきて、対応に悩むことがあった。 

今はまだサービスの受け手(利用者様・家族）側を優位とした対応が主としているので、今後はしっかりと施設としての方針を

定め、職員を守っていくことの必要性も感じた。 

2回目：6/23（水） 

◆コミュニケーションゲームから学ぶ 

・職員全員で目的を把握し、情報や課題を整理し共有すること、目的を達

成するために同じ方向を向くことが重要。ミーティング・会議毎に段取りを改

善していこうと思う。 

◆組織内コミュニケーションについて考える 

・コミュニケーションとは「伝える」ではなく「伝わる」ことが大事。確実に相手に伝えるために、相手に応じた（上司、部下、後輩）

伝え方・言い方のスキルを学ぶことができた。人材育成をしていく上でも伝達が難しいと感じていたが、今後はこの研修で学ん

だ事を活用していきたい。 

3回目：7/21（水） 

◆心理的安全性のある職場をつくるために 

・自分を隠すことなく思いや感じたことをオープンに話せる環境を整えるため、

安心感や共感が重要。 

仕事をすることや会社に来ることに不安を感じている人たちへの考え方、

アプローチの方法を学べ、明日からでも改善できることは見直したい。 

◆リーダーシップとは 

・リーダーシップとは何でも決められる人の事ではなく、「この人ならついていこう。賛同しよう」と思わせる能力。自分を含め、職場

全体の人間関係をより良いものにできるよう人間関係構築能力を高める事が必要。 

介護

52%看護

27%

リハ職

11%

事務

10%

参加者の職種

35%

46%

12%

2%

5%

講義内容の理解度

明日から仕事に活かす

ことができる
理解を深めることがで

きた
理解していない現状を

把握できた
わかりにくいところが

多い
未回答

49%
42%

5%

2%

1%

1%

研修の満足度
とても良い

良い

普通

やや不満

不満

未回答



4回目：8/25（水） 

◆ビジネスツールを学んで 

・現場の業務ではなかなか学ぶ機会がないビジネスマナーを実践的に学ぶことがで

きた。日々のマナーがいかに足りていないかを確認でき、日頃から利用者様やご家

族の方と接する内容を想定しながら実践して身に付けていきたい。 

◆エニアグラム診断（自己覚知）をとおして 

・自己覚知は自分のタイプを知ることだけが目的ではなく、相手に自分の事を知ってもらい、相手のことを知ることで多様性のあ

る社会で他の人を理解することだと気づいた。自分の「◯◯するべき」と他の人の「べき」は違うのだということを念頭に置いて人

と接していきたい。 

5回目：9/29（水） 

◆施設におけるリスク管理 

・災害や利用者の事故に対する対策や対応に自分の施設でも大変四苦

八苦している。事前の準備、環境整備が重要であることを改めて感じた。 

◆ハラスメントについて考える 

・パワハラと指導の違いがよく分かった。指導する側と指導受ける側の受け取

り方の違いもあるかと思うが、ハラスメントに対する対応をおろそかにすると重大な事になる事がある為、ハラスメントを無くす重

要性が理解できた。 

6回目：10/27（水） 

◆モチベーションの意味 

・自分の仕事においてのモチベーションについて考え直す機会となり重要性や

仕組みも理解できた。中間管理職として、コミュニケーションを通じてスタッ

フのモチベーションをいかに上げていくことが必要かを学んだ。職場内で組織

の活性化について考える際に、資料を使って伝達し、皆で考えていきたい。 

◆リーダーシップとフォロワーシップについて考える 

・リーダーシップとは、相手（部下）を理解し、情報伝達や指示を促すこと。チームとしての価値や達成感を感じながら、フォロワ

ーとの良い双方関係を作りだすこと。目的や目標を共有することの大事さを感じた。利用者様のリハビリ等のモチベーションを

上げるような声掛け同様、フロアリーダーとしてスタッフに対しても声掛けや接し方を考えて行動したい。 

 

～～総括～～ 

コロナ禍での集合研修でしたが、感染防止対策について皆様のご理解とご協力をいただきながら無事に終了いたしました。 

受講者の皆様には本研修会で学んだことを現場で実践いただき、今後の自己の成長に繋げていただけましたら幸いです。 

また、本研修会は地域医療介護総合確保基金を受けて開催しており、研修会で得たものを職場に持ち帰り、広く知識の拡

散をして頂くための伝達研修をお願いしています。 

6 回の研修会で初任者研修では、1,840 名、中堅職員研修では、3,912 名（予定を含む）の方に伝達研修を行っていた

だきました。ありがとうございました。 

この研修会は、次年度も開催いたします。是非、多くの施設からの参加者をお待ちしております。 

報告：福岡県介護老人保健施設協会 事務局 


