２０２０年度
ヘルスケアアシスタント(看護助手)
研修企画
チーム医療の一翼を担うプロフェッショナルなヘルスケアアシスタントの育成を目指します。

介護スタッフ研修 ～ 観察力と報告力(伝える力)を磨く

2

ヘルスケアアシスタント研修 ～ 介護過程と記録の基本

3

ヘルスケアアシスタントのマナー研修 ～ 基本と応用

4

プロフェッショナルへ ～ 自己の仕事の仕方を振り返る

5

ヘルスケアアシスタント研修 ～ 仕事の改善

6

ヘルスケアアシスタント研修 ～ 中堅者の期待役割

7

ヘルスケアアシスタント研修 ～ リーダーシップ

8

有限会社 ビジネスブレーン

企画 NO.17-000

研修の日数：210 分×6 回

介護スタッフ研修 ～ 観察力と報告力(伝える力)を磨く
講

師

鈴木・後藤(美)・永井

対象と人数

～ 18 名

研修形式

講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議・課題検討・演習

ねらい

このプログラムは、最も患者に関わる機会が多い看護補助者を対象としています。介護職とは「患者の尊
厳を守り、患者に安全・安心・安楽な療養生活の提供に貢献できる人材」と定義づけ、理想の人材育成に
向けケースメソッドで学ぶシリーズの part1 で、介護の目的・観察・報告・記録が主なテーマです。

学習目標

１．介護とは何を通して患者に貢献することかを検証する
２．Care スタッフが行う観察の目的について学ぶ
３．何のために、どこから、どのようにして情報を得るのかをカンファレンスで学ぶ
４．観察で得た情報の活用についてケースメソッドで学ぶ
５．保健師・助産師・看護師法に基づいた報告・連絡・相談の基本を身につける

各回の
テーマ

準備品

第1回
第2回
第3回

第4回
第5回
第6回

大便の観察と介護
尿の観察と介護
皮膚の観察と介護

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）

食事介助中の観察と介護
呼吸の観察
転倒・転落予防の観察

・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）
・受講者名札
・個別の Care 事例

〈研修スケジュール例〉
時間
13:30

15:00

カリキュラム
〈オリエンテーション〉
・研修のねらい、自己紹介

・この研修で何を学習するのか、どのように進める
かなどを確認する。

〈Care スタッフに期待される観察力〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議
・なぜいま、Care スタッフの観察力なのか
・看護と介護の相違
（2 回目からは事後課題発表）

・患者が Care を必要とするときはどのようなとき
か、個々の体験を振り返る。
・看護職と介護職の支援は何が異なるのかを対話を
通して学び合う。

〈ケースの読み取り〉講義・課題討議
・ケースの共有
・観察から何が分かるのか

・第 1 回では、排泄物(大便)の観察から体のどのよ
うな変化が見えるのかを学ぶ。

休

15:10

17:00

主なねらい

憩

〈観察の介助への活用〉講義・課題討議
・情報の介護への活用

・観察で得た情報から「患者の体に何が起きている
のか」を読み取るトレーニングをケースメソッド
で進める。また、それらを介護にどう活用し、反
映させることができるかを検証する。

〈看護師との協働〉講義・課題討議
・適切な報告
①タイミング ②項目 ③表現

・患者の安全と安楽はチームで完結させていること
を再度確認する。その上で、看護師を中心とする
多職種との情報共有の重要性をケースメソッド
で再認識する。
・効果的な報告・連絡・相談について検証する。

④伝える順番
etc.

〈まとめ〉
・成長目標の設定
・事後課題、事前課題の確認

・本日の学びを整理する。
・明日からの Care に何をどのように生かすのか、
個々に目標化する。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-772

研修の日数：90 分×3 回

ヘルスケアアシスタント研修 ～ 介護過程と記録の基本
講

師

弊社講師

対象と人数

初心者 24 名

研修形式

講義・グループ演習・事例研究

ねらい

介護・看護過程、POS(問題志向型システム)や、カルテ開示に対応できる適切な記録の方法について、初歩
から学びます。

学習目標

１．介護・看護記録の目的、POS による記録方式を学ぶ
２．介護・看護過程を展開するための情報収集、アセスメント、問題の抽出、計画立案・評価・修正のプ
ロセスを学ぶ
３．ご利用者(患者)の経過やケアの内容が見える記録方法を習得し、事故を防止する

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）

・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間

１
回
目

カリキュラム

主なねらい

・記録の歴史的背景
・介護/看護記録の目的
・記録の開示
・記録記載上の留意点
・POS とは

・医療における記録の歴史を理解し、その重要性や
目的の理解につなげる。
・介護/看護記録の基本的な知識を学ぶ。
・記録から何が分かるのかを学ぶ。
講義・事例研究

２
回

・介護/看護過程と POS
・経過記録の書き方
講義・事例研究・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

目

３
回
目

・介護/看護過程の基礎知識を学ぶ。
・看護過程に基づく経過記録の書き方を学ぶ。

・事例を用いて care 計画の立案について学ぶ。

・情報収集とは
・アセスメントとは
・問題の抽出
・期待される結果と計画
講義・事例研究・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-000

研修の日数：1 日間

ヘルスケアアシスタントのマナー研修 ～ 基本と応用
講

師

弊社講師

対象と人数

～ 30 名

研修形式

講義・グループワーク・実習・演習

ねらい

このプログラムではサービス提供者に必要な基本姿勢やサービス基本行動を、講義、演習、グループ討議
を通して体験的に学び、理解を深めます。

学習目標

１．医療サービスの目的と使命を理解する
２．医療従事者に求められる基本姿勢を学ぶ
３．ご利用者とのラポールにつながる挨拶や身だしなみについて学ぶ
４．言葉づかいの基本や感情に配慮した対話の仕方を学ぶ
５．様々な場面でのマナーについて確認する
６．日常業務で苦慮している応対場面について検証する

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（6～7 名／1 グループ）

・模造紙（2～3 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間
9:00

12:30

カリキュラム

主なねらい

〈研修のねらい〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・学習目標の確認

・何のために、どのようなことを、どのような進め
方で学ぶのかを確認する。

〈医療チームの一員として〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ・実習
・社会的責任とは
・医療チームにおける責任とは
・指示受けと報告・連絡・相談

・ヘルスケアアシスタントとしての社会的責任や、
チームの一員としてのコミュニケーションのあ
り方を学ぶ。

〈好感が伝わるサービス基本行動〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習
・サービスとは
・ラポールテクニックとは
・挨拶の基本
・爽やかな身だしなみ

・医療サービスの現場で働く者として、身だしなみ
や挨拶などが対人関係に与えている影響につい
て振り返る。

昼 食 休 憩

13:30

17:00

〈対話のマナー〉演習・ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習
・敬語の基本
・感情に配慮した言葉の選び方

・相手の人格を尊重した言葉づかいや相手と距離が
縮まる話の受け止め方など、感情や心理に配慮し
た会話のポイントを学ぶ。

〈爽やかな応対の基本〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習
・お迎え、ご案内の基本
・執務中の姿勢
・ドア、エレベーターでのマナー

・患者さまのお呼び出しや確認の取り方には細心の
注意が求められる。ここでは日常業務の様々な場
面を想定した応対の基本行動を学ぶ。

〈事例検討〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習
・困った場面の共有
・対応策の検討

・日常業務の応対で困惑した場面を事例として取り
上げて、対応策について検討する。

・本日学習したことを確認し、今後の活動へつなげ
る。

〈まとめ〉

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-770

研修の日数：半日

プロフェッショナルへ ～ 自己の仕事の仕方を振り返る
講

師

弊社講師

対象と人数

～ 24 名

研修形式

講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議・演習・ﾌﾟﾛｾｽﾚｺｰﾄﾞ

ねらい

看護補助者も体験から多くのことを学び取っています。このプログラムは、内省学習の進め方や生産的な
フィードバックの受け方などのトレーニングを通して、個々の学習力の育成をねらうものです。

学習目標

１．看護補助者に求められている役割と機能について再確認する
２．体験を自己成長につなげるための要件について学ぶ
３．
「フィードバックをする」
「受けとめる」の力を磨く
４．看護補助者としてのサービス行動をリフレクションする
５．チャレンジ目標を設定する

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（6～7 名／1 グループ）

・模造紙（2 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間
14:00

15:00

カリキュラム
〈オリエンテーション〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ対話
・研修のねらい
・グループづくり

・研修で学ぶことは何かを確認し、個々の参加目標を設定
する。
・グループ学習の場づくりをする

〈中堅職員への期待〉講義・演習
・中堅看護補助者に期待されること

・中堅職員に期待されていることは何かを把握する。
・自己成長力に必要なことは何かを明確にし、学習の姿勢
につなげる。

〈体験学習とは〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習
・体験からの成長
・フィードバックとは
・フィードバックを受ける力
・演習

・経験から学び成長できる人は、リフレクションのほかに
フィードバックを受け取る能力が高い。ここではフィー
ドバックの力を磨き、メンバーの成長を支援する力を磨
くとともに、上手な受け取り方を学ぶ。

休

15:10

17:00

主なねらい

憩

〈自己のサービスの記述〉講義・事例討議
・プロセスレコードとは
・プロセスレコードを書く

・プロセスレコードとは何かと、その意義について学ぶ。
・日常の医療サービス提供において気になる場面をプロセ
スレコードに書き出す。

〈リフレクションの基本〉講義・事例討議
・リフレクションのフレームの理解
・フィードバックのフレームの理解
・リフレクションの実施
・フィードバックの実施

・リフレクションとフィードバックのフレームワークにつ
いて理解する。
・プロセスレコードに起こした事例を基に、フレームワー
クを活用して振り返る。

〈明日からの目標〉講義・個人ﾜｰｸ
・明日からの努力目標設定

・努力目標を設定する。

〈まとめ〉

・研修の振り返りをする。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります

5

企画 NO.14-774

研修の日数：1 日間

ヘルスケアアシスタント研修 ～ 仕事の改善
講

師

永井 則子

対象と人数

～ 24 名

研修形式

講義・演習・事例研究

ねらい

ベテラン看護補助者で十分に仕事に慣れているのに、指示されたことや計画されていることが実行されな
いことがあります。そんなとき、メンバーはついついスタッフ不足を原因にしがちです。しかし、仕事の
進め方や仕事との向き合い方など、自らの手で改善できる事柄があるはずです。このプログラムは、看護
補助者の仕事を自らマネジメントできる人材育成を目指します。

学習目標

１．看護補助者に求められている役割と機能について再確認する
２．仕事の PDCA とは何かを学ぶ
３．日常業務における理想のサービスと現状のギャップを把握する
４．問題解決を検討する際の心構えについて学ぶ
５．問題の原因と、その原因に対する解決策の検討の仕方を学ぶ
６．実行計画のつくり方を学ぶ

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（6～7 名／1 グループ）

・模造紙（3 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・75×75 付箋（1 束／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間
9:00

12:30

カリキュラム

主なねらい

〈オリエンテーション〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・研修のねらい、学習目標の確認
・グループづくり

・研修のねらいと本日の学習目標を確認する。
・グループ学習の場づくりを行う。

〈仕事の PDCA サイクルとは〉講義・事例研究
・看護補助者の仕事とは
・PDCA サイクルとは
・事例研究

・看護補助者にできる care について再確認する。
・仕事の PDCA とは何か、日常業務で何気なくとってい
る行動を意識的に眺めてみる。

〈仕事の結果評価とは〉講義・事例研究
・問題とは
・事例研究
① 個々の care のあるべき姿
② 現状把握の進め方と注意点

・問題の定義について学ぶ。
・仕事のあるべき姿について、事例を通して考える。
・現状の把握の仕方について事例を通して学ぶ。

昼 食 休 憩

13:30

17:00

〈問題解決のフロー〉講義・事例研究
・問題解決フロー
・原因の洗い出し

・特定された問題を引き起こしている原因を洗い出し、
構造化するロジカルツリーについて学ぶ。
・構造化された原因について、クリティカルに検証する
手法を学ぶ。

〈解決方法の策定〉講義・事例研究
・解決策策定の手順
・演習

・最も影響力のある原因を選び出し、解決策を策定する
手法を学ぶ。

〈アクションプランの立案〉ﾜｰｸ
・アクションプランとは
・アクションプランの立案

・新たな仕事の進め方の実行計画を立ててみる。

・学習したことを振り返り、実践につなげていくことを
確認する。

〈まとめ〉

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-774

研修の日数：1 日間

ヘルスケアアシスタント研修 ～ 中堅者の期待役割
講

師

弊社講師

対象と人数

～ 24 名

研修形式

講義・演習・事例研究

ねらい

看護補助者への期待は日に日に高まり、診療報酬としてその働きが評価されています。もはや単なる看護
師の補助ではなく、チーム医療地域医療プロジェクトにおける独自の役割を担う専門家です。このプログ
ラムはチームの一員としての姿勢と行動を培うものです。

学習目標

１．ヘルスケアアシスタントのチーム医療の位置づけを再確認する
２．チームの特徴を理解し、メンバーに求められる考え方と行動について学ぶ
３．組織の一員としての要件について学ぶ
４．チームの目標と協働のための要件について、事例を通して学ぶ
５．ご利用者の思いを聴くことの意義と、聴くスキルについて学ぶ

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）

・模造紙（1 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・75×75 付箋（1 束／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間
9:00

12:30

カリキュラム

主なねらい

〈オリエンテーション〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・研修のねらい
・グループづくり

・この研修で何を学習するのか、どのように進める
かなどを確認する。

〈ヘルスケアアシスタントへの期待〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・ヘルスケアアシスタントの歴史
・急性期医療における私たちの役割
・熟達度の自己評価
・能力開発への責任

・ヘルスケアアシスタントの職業としての歴史的変
遷を理解する。現在から将来へ向けた急性期病院
における責任範囲とその拡大について学ぶ。
・自己の業務遂行力のアセスメントを能力開発への
取り組みについて考えてみる。

〈チームのメンバーの基本〉講義・事例研究
・組織とは
・組織の一員としての要件
・就業規則
・報告、連絡、相談の基本

・組織集団の特徴を理解し、自己の行動のあり方に
ついて学ぶ。ここでは情報共有の重要性とその進
め方、様々な状況下でのポイントを学ぶ。

昼 食 休 憩

13:30

17:00

〈効率・効果的な仕事の進め方〉講義・事例研究
・仕事の PDCA cycle
・問題とは
・問題解決の基本

・中堅ヘルスケアアシスタントには、より効率的で
効果的な仕事への工夫ある行動が期待される。こ
こでは仕事の目的や理想を短い言葉で捉えるト
レーニングをする。
・問題とは何かを学び、問題解決の進め方を学ぶ。

〈話を聴くことの意義とスキル〉講義・演習・事例研究
・聴き方の種類
・演習
・私が目指す聴くことの効果
・事例研究

・より身近な位置での患者の理解者として、傾聴に
よる癒し効果を最大限に活かせる存在になるた
めに、傾聴の基本と聴き方のスキルを学ぶ。

〈まとめ〉

・本日の研修の学びを共有する。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります
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企画 NO.14-775

研修の日数：1 日間

ヘルスケアアシスタント研修 ～ リーダーシップ
講

師

弊社講師

対象と人数

～ 24 名

研修形式

講義・演習・事例検討

ねらい

看護補助者への期待は日に日に高まっていますが、その立場の変化に柔軟に適応できるメンバーばかりで
はありません。新しい時代に適応しようとするメンバーと、
「なぜ変わらなければいけないのか、変えなけ
ればならないのか」と戸惑うメンバー、あるいは多職種と葛藤や対立を起こすことがあります。しかし、
それはチームが成長するチャンスです。このプログラムは、チームのまとめ役としてどのように葛藤と向
き合い、交渉をすすめればよいのかなどを学び、リーダーシップの発揮につなぐことを目的としています。

学習目標

１．リーダーシップとは何かを学ぶ
２．多職種連携のチームサービスの時代における私たちの課題を把握する
３．チーム内の対立や揉め事への自分自身の向き合い方を検証する
４．チーム内に起きている対立や葛藤への働きかけについて、事例を通して学ぶ

準備品

・ホワイトボード（マーカーは 3 色程度）
・パソコン（パワーポイント投影用）
・プロジェクター（ 〃 ）
・グループ編成表（5～6 名／1 グループ）

・模造紙（2 枚／1 グループ）
・水性マーカー（1 セット／1 グループ）
・75×75 付箋（1 束／1 グループ）
・受講者名札

〈研修スケジュール例〉
時間
9:00

12:30

カリキュラム

主なねらい

〈オリエンテーション〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・研修のねらい
・グループづくり

・この研修で何を学習するのか、どのように進めるかな
どを確認する。

〈組織集団とリーダーシップ〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・組織とは
・組織集団における目標統合
・リーダーシップとマネジメントの相違

・チームとグループは異なる。ここでは目標達成のため
のチームにおいて人間関係への配慮をしながらもリー
ダーシップを発揮しなければならない場面は沢山あ
る。ここでは組織集団におけるリーダーシップについ
て考える。

〈地域・多職種連携と課題〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・チームの協力と課題
・多職種連携サービスと課題

・チームの内外で起きている疑問や、意見の相違から前
に進まない事例などについて洗い出してみる。

昼 食 休 憩

13:30

17:00

〈合意形成とコンフリクト〉講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
・合意形成とは
・コンフリクトマネジメントとは
・コンフリクトに対する 5 つのモード

・地域連携、多職種連携が促進する中で、専門性からく
る捉え方の相違から職場にはコンフリクトが生じやす
くなっている。ここでは、コンフリクトは避けるので
はなく「革新的な職場づくりのチャンス」として捉え
る姿勢を培う。

〈対立解消と対話の進め方〉講義・事例検討
・対立解消のフロー
・ニーズの共有
・問題の再確認
・解決策の洗い出し
・事例検討

・職場内に起きるコンフリクトを事例に、冷静にお互い
のニーズに耳を傾け、双方の理想を実現するための対
話の基本フローについて、具体的に学ぶ。

〈まとめ〉

・本日の研修の学びを共有する。

※ 講師の判断で一部内容を変更することがあります

8

有限会社 ビジネスブレーン
HP: http://www.business-brain.co.jp
【 本

社 】

E-mail: info@business-brain.co.jp

〒216-0031

神奈川県川崎市宮前区神木本町 4-5-19

TEL 044-865-3081
【 東京セミナールーム 】

〒141-0031

FAX 044-865-3076

東京都品川区西五反田 8-4-15 ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙ広小路 3 階

東急池上線 大崎広小路駅改札を出て左すぐ 徒歩 0 分

TEL 03-6420-3019

FAX 03-6420-3099

