
運営担当事業所 豊浦地区

時　　　間 分 科　　　　目 目　　　　　　的 内　　　　　　容 講師

・　研修の目的 特養・GH）幸豊ハイツ

・　目標の明示 施設長

・　自己紹介 沼田　敏博

・　研修の機会を、主体的、積極的に自己学習の場として

　　活用する意義の明示

10:30-10:40 10 休　憩

・   法人の沿革 社会福祉法人）幸清会

・   法人各事業所の所在とサービス種別 理事長

・   職業倫理 大久保　幸積

・   経営理念ケア理念運営方針 ※新人配属先施設長同席

11:40-12:40 60 休　憩

・　社会人としての心構え 特養）幸楽園

・　接遇の基本 施設長

・　幸清会が求めるマナー 行徳　秀和

・　信頼関係を築くためのマナー

13:40-13:50 10 休　憩

・　諸規程の説明（就業規則、給与規程等） 法人本部事務局

・　コンプライアンスについての説明 事務局次長

大久保　慶一

15:20-15:30 10 休　憩

・　利用者一人ひとりの個性や生活リズムに沿ったケアのあり方に GH）ぬく杜の郷・しおさい

　　ついて学ぶ 施設長

・　ユニットケアの基本的な考え方を理解する 藤井　丈彰

・  学習した内容についての確認、意見交換 運営事業所

・　ふり返り用紙の記入

・　宿泊施設の説明及び注意事項 運営事業所

・　チームで夕食づくり

　

運営担当事業所 洞爺湖地区

時　　　間 分 科　　　　目 目　　　　　　的 内　　　　　　容 講師

・　認知症の人を取り巻く現状 社会福祉法人）幸清会

・　認知症の人を理解するために必要な基礎知識 理事長

・　具体的なケアを提供する時の判断基準となる考え方 大久保　幸積

・　認知症ケアの基礎的技術に関する知識

12:30-13:30 60 休　憩

・　認知症の人との基本的なコミュニケーションの方法 特養）大原の杜／財田の杜

・　不適切なケアの理解と回避方法 施設長

・　病態・症状等を理解したケアの選択 吉田　恵

・　行動・心理症状（BPSD）を理解したケアの選択と工夫

・  学習した内容についての確認、意見交換 運営事業所

・　ふり返り用紙の記入

・　宿泊施設の説明及び注意事項 運営事業所

・　チームで夕食づくり

17:30～ 交流会 ※施設長出席

17:00-17:30 30 チームビルディング
　参加者全体で会場や宿泊場所の清掃と交流会の準備を行い、コミュニ
ケ－ションとチームワークのあり方について学ぶ。

認知症介護業務を遂行する上で、必要な基礎的な知識と技術とそれを実
践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として
基礎的なサービス提供を行うことができることを目的とする。

16:30-17:00 30 振り返り
　この日の研修の学びをグループ毎に振り返り、講義内容や演習を通して
習得した成果について確認する。

2日目：3月26日（火） 会場：財田の杜　　※認知症介護基礎研修

2
日
目

9:30-12:30 180 認知症の人の理解と対応の基本

認知症介護業務を遂行する上で、必要な基礎的な知識と技術とそれを実
践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として
基礎的なサービス提供を行うことができることを目的とする。

13:30-16:30 180 認知症ケアの実践上の留意点

17:00-17:30 30 振り返り
　この日の研修の学びをグループ毎に振り返り、講義内容や演習を通して
習得した成果について確認する。

17:30～ チームビルディング

　参加者全体で会場や宿泊場所の清掃と夕食づくりを行い、コミュニケ－
ションとチームワークのあり方について学ぶ。

13:50-15:20 90
コンプライアンス（法令遵守）及び法人
諸規程の説明

　法人職員として、各種法令及び法人規程並びに社会的ルール等につ
いて理解する。

15:30-17:00 90 高齢者の生活を大切にしたケア

　施設は、高齢者が生活する場であることを認識し、よりよいケア環境を学
ぶ。ユニットケアのあり方についても学ぶ。

60 法人の理念と職員としての心得

社会福祉法人幸清会について、所属する一職員として理解を深める。
法人の理念について、その必要性と重要性を理解し、理念の実現に向け
て取り組む姿勢を養う。

12:40-13:40 60 ビジネスマナーと接遇

　社会人として最低限必要な心構えと介護職員に求められる接遇につい
て理解し、利用者や家族、職員と信頼関係を築くための適切なマナーを
身につける。

社会福祉法人 幸清会

平成31年度　新人職員研修プログラム

1日目：3月25日（月） 会場：財田の杜

1
日
目

9：30-10:30 60
オリエンテーション
研修のねらい

研修の目的と目標を示し、それに沿って研修カリキュラムがどのように組
み立てられているかを理解し、研修の方向性を明確にする。加えて研修
の機会を、情報交換、ネットワーク作りの場に活用することを促す。

10:40-11:40



社会福祉法人 幸清会

平成31年度　新人職員研修プログラム

運営担当事業所 伊達地区

時　　　間 分 科　　　　目 目　　　　　　的 内　　　　　　容 講師

・　不審者が侵入した時の対処法 札幌方面伊達警察署

・　簡単な護身術の習得

9:50-10:00 10 休　憩

・　道路交通法の理解 札幌方面伊達警察署

・　事故を起こした時の対応と心構え

10:50-11:00 10 休　憩

・　介護保険制度の理解 老健）湘南プライムヘルシータウン

・　契約書、重要事項説明書の理解 施設長代理

・　ケアプラン（介護計画書）の理解 井川　和也

12:30-13:30 60 休　憩

・　普通救命講習の受講 西胆振行政事務組合消防本部

　　　心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法、異物除去、止血法　等 洞爺湖支署

※動きやすい服装での参加

16:30-16:40 10 休　憩

・　実際に起きた災害について知る 西胆振行政事務組合消防本部

・　災害発生時の対応と行動 洞爺湖支署

・　福祉施設における防災対策の理解

・  学習した内容についての確認、意見交換 運営事業所

・　ふり返り用紙の記入

運営担当事業所 室蘭地区

時　　　間 分 科　　　　目 目　　　　　　的 内　　　　　　容 講師

・　口腔ケアの重要性 医療法人社団

・　口腔ケアに関する観察のポイント 共立歯科クリニック

・　口腔ケアを行う際の留意点 副院長

・　口腔ケアの実際（演習） 原　善行先生

11:00-11:10 10 休　憩

・　疾病・栄養状態に応じた食事への配慮や工夫 特養）幸楽園

・　栄養ケアマネジメントの理解 管理栄養士

菊地　恵梨

12:10-13:10 60 休　憩

・　「食べる」動きの理解 社会福祉法人）幸清会

・　正しい食事の姿勢 言語聴覚士

・　誤嚥のリスク 佐々木　聡

14:40-14:50 10 休　憩

・　認知症の症状 認知症介護研究・研修仙台センター

・　認知症の方とのコミュニケーション方法 主任研究員

吉川　悠貴先生

15:50-16:00 10 休　憩

・　高齢者虐待防止の基本 認知症介護研究・研修仙台センター

・　身体拘束適正化指針 主任研究員

・　高齢者虐待が起こる要因 吉川　悠貴先生

・  学習した内容についての確認、意見交換 運営事業所

・　ふり返り用紙の記入

・　宿泊施設の説明及び注意事項 運営事業所

・　チームで夕食づくり

16:00-17:00 60
施設従事者等による虐待要因につい
て

高齢者の虐待とは何か、またどのような理由で高齢者虐待が起きている
のかを理解する。

11:00-12:30 90 介護保険制度の概要

介護保険制度を基に高齢者福祉施設・事業所が運営されていることを
学び、介護保険法に遵じて介護サービスを提供する心得を養う。

17:00-17:30 30 振り返り
　この日の研修の学びをグループ毎に振り返り、講義内容や演習を通して
習得した成果について確認する。

17:30～ チームビルディング

　参加者全体で会場や宿泊場所の清掃と夕食づくりを行い、コミュニケ－
ションとチームワークのあり方について学ぶ。

　生きていくために日々欠かせないだけでなく、大きな楽しみでもある食
事について、必要な栄養素や形態別の食事、栄養マネジメントなど高齢
者介護において必要な栄養知識について学ぶ。

13:10-14:40 90 正しい食事の姿勢と食事介助

食べものを飲み込むとはどのようなことなのか理解し、どのように食事を
すれば誤嚥を防げるのか、また、食事を介助する際にどのような姿勢、道
具、環境でおこなうべきかを学ぶ。

14:50-15:50 60
認知症の方と接する際に必要なコミュ
ニケーション方法

　自己表現が困難となってくる認知症について理解し、認知症の方の伝
えたいことをより理解できるためのコミュニケーションとは、どのような方法
か、またコミュニケーションの時に気をつける点などを学ぶ。

4日目：3月29日（金） 会場：財田の杜

4
日
目

9:00-11：00 120 口腔ケアの意義と実際

　誤嚥性肺炎や口腔疾患の予防につながる口腔ケアの意義や重要性に
ついて理解し、口腔ケアに関する知識と技術について演習を通して学
ぶ。

11:10-12:10 60 高齢者の食事と栄養管理

16:40-17:30 50 福祉施設における防災対策

　火災・地震・津波等の災害が発生したときの対応・行動についての心構
えを学び、災害に対しての危機感を養う。

17:30-18:00 30 振り返り
　この日の研修の学びをグループ毎に振り返り、講義内容や演習を通して
習得した成果について確認する。

普通救命講習

　成人の心肺蘇生法と簡易応急手当に関する正しい知識と技術を習得す
る。

13:30-16:30 180

3
日
目

9：00-9：50 50 福祉施設における防犯対策

　不審者への対処や入所者様、利用者様の安全や職員の護身を含めた
防犯に係る安全確保について学ぶ。

10:00-10:50 50 交通安全の心得

　道路交通法を遵守した安全運転を常に意識し、悪質な運転や無謀な運
転をすることのないよう、社会人としての自覚を養う。

３日目：3月27日（水） 会場：財田の杜



社会福祉法人 幸清会

平成31年度　新人職員研修プログラム

運営担当事業所 洞爺湖地区

時　　　間 分 科　　　　目 目　　　　　　的 内　　　　　　容 講師

9:00-9:30 30 移動 財田の杜から幸楽園へ

・「寝返る」「起き上がる」「立ち上がる」「座る」「歩く」の5動作に対する 大久保慶一事務局次長

介助の実践 富岡憲哉理学療法士

※動きやすい服装での参加 佐藤知朗生活相談員

渡辺拓郎統括ケアワーカー

藤井陽平ユニット主任

11：00-11：10 10 休　憩

・　排泄のもつ意味 大久保慶一事務局次長

・　排泄介助のポイント（環境整備、排泄支援の手順、排泄の個別性） 富岡憲哉理学療法士

佐藤知朗生活相談員

渡辺拓郎統括ケアワーカー

藤井陽平ユニット主任

12:10-13:10 60 休　憩

・　入浴のもつ意味 櫻井信一生活支援員

・　入浴介助のポイント（環境整備、入浴手順、入浴の個別性） 佐々木康裕生活相談員

高橋扶法介護支援専門員

吉田祐規生活相談員

中嶌龍ユニット主任

14:40-14:50 10 休　憩

・　整容のもつ意味 櫻井信一生活支援員

・　整容支援のポイント（洗顔、整髪、髭剃り、爪切り等） 佐々木康裕生活相談員

・　リネン交換の目的理解と方法 高橋扶法介護支援専門員

・　清掃の目的理解と方法 吉田祐規生活相談員

中嶌龍ユニット主任

16:30-17:00 30 移動 幸楽園から財田の杜へ

・  学習した内容についての確認、意見交換 運営事業所

・　ふり返り用紙の記入

・　宿泊施設の説明及び注意事項 運営事業所

・　チームで夕食づくり

運営担当事業所 豊浦地区

時　　　間 分 科　　　　目 目　　　　　　的 内　　　　　　容 講師

・　高齢者に多い症状（脱水、便秘、下痢、嘔吐等） 特養）ユニット型幸豊ハイツ1998

・　高齢者に多い疾患（脳疾患、心疾患、高血圧症、肺炎、糖尿病等） 施設長兼看護師

・　薬の使用方法と副作用 大久保　尚弥

10:00-10:10 10 休　憩

・　高齢者施設に多い感染症 特養）ユニット型幸豊ハイツ1998

・　日常の感染予防 施設長兼看護師

・　インフルエンザ・ノロウィルスの感染予防対策 大久保　尚弥

11：40-12：40 60 休　憩

・   生活環境整備のもつ意味 DS・居宅）ふる里の丘

・   生活環境整備のポイント 所長兼介護支援専門員

・　写真から改善策を考える 工藤　一憲

13:40-13:50 10 休　憩

・　リスクとは（リスクの例） 有限会社プレムダン

・　安全確保（リスクマネジメントの目的と方法） 代表取締役

・　事故防止（介護事故・法律問題・介護の専門性） 益岡　賢示先生

・　各種マニュアル（苦情解決・介護事故・服薬・感染症対策等）

15:20-15:30 10 休　憩

・　記録の重要性の理解 有限会社プレムダン

・　記録の方法を知る 代表取締役

・　記録の記載方法（講義・演習） 益岡　賢示先生

・  学習した内容についての確認、意見交換 運営事業所

・　ふり返り用紙の記入

15:30-17:00 90 記録の書き方

　職員間での情報の共有化を図り、入居者様、利用者様に対し一貫した
ケアを提供するために、ケアプランに沿ったケアについての記録の方法を
学ぶ。

6日目：3月31日（日） 会場：財田の杜

振り返り
　この日の研修の学びをグループ毎に振り返り、講義内容や演習を通して
習得した成果について確認する。

　事業所として求められている感染症予防対策と、感染症についての基
礎知識を身につける。

13:50-15:20 90 安全の確保とリスクマネジメント

　介護職員として、日常生活場面で生じうる高齢者の抱えるリスクを理解
し、介護を展開する際に、安全確保の体制を予防の視点から捉えることが
できるように身につける。

12:40-13:406
日
目

9:00-10:00 60 高齢者に多い疾患

　高齢者に起こりやすい症状や疾病について学び、日々のケアの中でい
ち早く高齢者の変化に気づけるようにどのような観察を行っていくべきか
学ぶ

10:10-11:40 90 高齢者施設での感染予防

17:00-17:30 30

17:00-17:30 30 振り返り
　この日の研修の学びをグループ毎に振り返り、講義内容や演習を通して
習得した成果について確認する。

17：30～ チームビルディング

　参加者全体で会場や宿泊場所の清掃と夕食づくりを行い、コミュニケ－
ションとチームワークのあり方について学ぶ。

9：30-11：00 90
生活動作の理解
体位変換支援の基本

　日常生活を送る上で必要な生活動作「寝返る」「起き上がる」「立ち上が
る」「座る」「歩く」の5動作について、ボディメカニクスや各種福祉用具を活
用した介助技術の方法を学ぶ。

60 高齢者に合った生活環境

　生活環境の整備は、入居者様、利用者様自身の活動能力が向上し、自
立した生活の土台となると同時に、介護者の負担軽減になることを理解し
た上で、生活環境の整備の視点、方法を学ぶ。

　入浴の持つ意味を理解し、自立支援の視点でのそれぞれの支援につ
いて学ぶ。

14:50-16:20 90
整容支援の基本と自立に向けた介
護・リネン交換と清掃の重要性

　整容の持つ意味を理解し、自立支援の視点でのそれぞれの支援（洗
顔、整髪、髭剃り、爪切り等）について学ぶ。
　リネン交換と清掃の重要性を理解し、適切に実施する為のポイントを学
ぶ。

5日目：3月30日（土） 会場：幸楽園

5
日
目

11:10-12:10 60 排泄支援の基本と自立に向けた介護

　排泄の持つ意味を理解し、自立支援の視点でのそれぞれの支援につ
いて学ぶ。

13:10-14:40 90 入浴支援の基本と自立に向けた介護


