
～ 出張開講いたします ～ 

一覧の研修は、貴施設へ出向いて 

行うことも可能です。 

内容や時間、ご予算等はニーズに 

合わせて調整いたします。 

お気軽にお問合せください。 

『職員が定着せず、すぐに辞めてしまう…』育成指導にお悩みの施設管理者様へ 

介護職員のモチベーションがあがり施設全体がキラキラ活気づく! そんな学びの場が、ここにあります 

介護事業所職員向け研修 201９     “おはつ” で ブラッシュアップ！ 
月 研修内容 日にち 場所 担当 

２
月 

記録・アセスメント・ICF  
◆介護記録はなぜ取らなければいけないのか、介護記録の重要性、書き方を学ぶ 

◆利用者の幸せの実現のための支援に必要なアセスメント（情報収集と分析）の

方法・使い方について 

◆ICF の視点の重要性と介護実践にどう役立てるか考える 

16 日(土) 出雲おはつ 

山内 

21 日(木) 松江山陰セキスイ 

接遇の基本とチームコミュニケーション基礎の基礎  
介護職がおさえておきたい接遇マナー…適切な挨拶、表情、態度や気持ちの良い来客応対

を身につける。チームコミュニケーションの効果を学び、基本的態度を身につける 

14 日(木) 出雲おはつ 伊藤 

認知症・虐待防止  
◆認知症の種類や特徴、ケアの最先端を学び認知症介護のプロを目指す 

◆高齢者虐待についての基礎的知識や現状を学び、虐待につながりやすい不適切な関わり方を考える 

23 日(土) 出雲おはつ 山内 

3
月 

レク・コミュニケーション  
◆現場で役立つレクリエーション技術や内容を楽しみながら学ぶ 

◆コミュニケーションの仕組みと現場でのコミュニケーションの取り方や、認知症の方と関わる技術を学ぶ 

16 日(土) 出雲おはつ 
川上 

22 日(金) 松江山陰セキスイ 

4
月 

介護保険制度・障がい疾病  
◆最低限知っておきたい介護保険制度の基礎的事項を学ぶ 

◆高齢者に多い疾病や障がいについて学ぶ 

20 日(土) 出雲おはつ 
山内 

24 日(水) 松江山陰セキスイ 

救命救急 
介護職は医療職と連携していくために救急救命の方法を知っておく必要

がある 介護職が知っておくべき救命救急法について学ぶ 

27 日(土) 出雲おはつ 吉藤 

5
月 

認知症・虐待防止 内容：2 月の認知症・虐待防止研修と同様 11 日(土) 出雲おはつ 山内 

新人研修 
新人職員に必要な介護の知識や技術、介護の“こころ”をしっかり知ると共に、利用

者やその家族、関係職種との円滑な関係を築くために必要なマナーについて学ぶ 
20 日(月) 出雲おはつ 

伊藤 

川上 

接遇の基本とチームコミュニケーション基礎の基礎  
内容：2 月の接遇の基本とチームコミュニケーション基礎の基礎研修と

同様 
24 日(金) 出雲おはつ 伊藤 

6
月 

排泄介助・おむつ交換：実技を含む 

◆介護現場で一番多い業務である、排泄介助・排泄の仕組みを学ぶ 

◆利用者の心身の状況に応じたおむつ交換について学ぶ 

15 日(土) 出雲おはつ 
川上 

20 日(木) 浜田サンマリン 

介護と笑い  
介護の現場内をどう「笑い」であふれさせていくのか、「笑う」ことの大

切さを学ぶ。 

24 日(月) 出雲おはつ 中村 

７
月 

トランスファー（移動・移乗）：実技を含む  
◆トランスファーの基礎的知識や仕組みを学ぶ 

◆利用者の心身の状況に応じた、ポータブルトイレ・車いすへの移乗の実技  

20 日(土) 出雲おはつ 山内 

接遇の基本とチームコミュニケーション基礎の基礎 

内容：2 月の接遇の基本とチームコミュニケーション基礎の基礎研修と

同様 

25 日(木) 松江山陰セキスイ 伊藤 

８
月 

救命救急 内容：4 月の救命救急研修と同様 3 日(土) 出雲おはつ 吉藤 

新人研修 内容：5 月の新人研修と同様 24 日(土) 出雲おはつ 
伊藤 

山内 

9
月 

排泄介助・おむつ交換：実技を含む 

内容：6 月の排泄介助・おむつ交換研修と同様 
7 日(土) 出雲おはつ 川上 

接遇の基本とチームコミュニケーション基礎の基礎 内容：2 月の接遇の基

本とチームコミュニケーション基礎の基礎研修と同様 
19 日(木) 浜田サンマリン 伊藤 

認知症・虐待防止 内容：2 月の認知症・虐待防止研修と同様 
21 日(土) 出雲おはつ 山内 

26 日(木) 松江山陰セキスイ 川上 

10
月 

プロとしての介護 
介護職は何のプロフェッショナルなのか、プロとして利用者様やご家族に

どのように関わっていけばいいのかを学ぶ 

5 日(土) 出雲おはつ 畑岡 

感染症・リスクマネジメント  
◆現場で気をつけるべき感染症についての知識、現場で活かせる感染予防法を学ぶ 

◆現場での様々なリスク回避の重要性や、ヒヤリハット、事故予防について学ぶ 

19 日(土) 出雲おはつ 
川上 

24 日(木) 浜田サンマリン 

介護と笑い 内容：6 月の介護と笑い研修と同様。 29 日(火) 出雲おはつ 中村 

11
月 

新人研修 内容：5 月の新人研修と同様 16 日(土) 出雲おはつ 
伊藤 

須谷 

接遇の基本とチームコミュニケーション基礎の基礎 内容：2 月の接遇の基

本とチームコミュニケーション基礎の基礎研修と同様 
22 日(金) 

松江 

山陰セキスイ 
伊藤 

排泄介助・おむつ交換：実技を含む 

内容：6 月の排泄介助・おむつ交換研修と同様 
23 日(土) 出雲おはつ 川上 

12
月 

ターミナルケア・エンゼルケア  
◆人生の最後の時を真剣に受け止め、介護職が医療と連携してできるターミナル

ケア・エンゼルケアについて学ぶ 

◆看護師によるターミナルケア・エンゼルケアの実際を学ぶ 

14 日(土) 出雲おはつ 

吉藤 

20 日(金) 
松江 

山陰セキスイ 

認知症・虐待防止 内容：2 月の認知症・虐待防止研修と同様 21 日(土) 出雲おはつ 山内 

※都合により変更・中止になる場合があります 
 

【時  間】新人研修 9:00～17:00 ／ それ以外の研修 10:00～16:00 

【料  金】① 一 般 5,000 円  ② 互助会・おはつっこ(修了生) 4,000 円 

【会  場】① 出雲：株式会社おはつ（出雲市小山町 63 番地／スシロー徒歩 3 分の距離） 

② 松江：山陰セキスイ商事株式会社 松江営業所 [サンセキ館 松江] 

        （松江市東出雲町意宇南 1 丁目 5 番 3／山陰道東出雲 IC 下りてすぐ） 

③ 浜田：サンマリン浜田（浜田市原井町３０５０－９） 

【定  員】各回 20 名（最少開講人数 4 名 ／先着順） 

【申込方法】別紙の申込書に必要事項をご記入のうえ、ファックスでお送りください。 

【申込期限】各開催日の１４日前必着（受付後、折り返し受講案内を

郵送させていただきます） 

 

 

 

「受けて良かった！」 

「驚きの変貌を遂げた！」と

大好評☆ 損はさせません！  

お待ちしております!! 
講師：川上 

【お問い合わせ先】 


