
利用者様 ご家族様に愛される施設づくりのために利用者様・ご家族様に愛される施設づくりのために

人財育成のご提案

株式会社 タップクリエート
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●主な研修一覧 ～心理学を活かした実践研修を強みとしています～

●介護保険制度の理解と介護プロとしての心構え研修

●介護技術力向上研修

●介護職員のための接遇研修

●介護現場におけるホスピタリティ研修

●対人援助場面での実践コミュニケーション研修

知症介護 修●認知症介護研修

●看取り介護研修

●リスクマネジメント研修●リスクマネジメント研修

●介護職員のための医療知識研修

●介護現場における改善力養成研修●介護現場における改善力養成研修

●介護現場におけるリーダーシップ研修

※上記以外にも数多くの研修メニューがございます。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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●介護保険制度の理解と介護プロとしての心構え研修

■研修のねらい

・介護保険制度に係る基本的事項を学習します。
・介護保険制度の理解から介護現場の状況を理解します。
・介護のプロとしての心構え 求められる能力について理解します介護のプロとしての心構え、求められる能力について理解します。

■研修プログラム

研修項目 内 容研修項目 内 容

・介護保険制度創設の背景１～家族介護から社会介護へ～

・介護保険制度創設の背景２～措置から契約へ～

・介護保険制度の概要～制度の骨格、保険料や被保険者の役割～

介護保険制度の利用の仕方 認定からサ ビス利用までの流れ

１．介護保険制度の理解

・介護保険制度の利用の仕方～認定からサービス利用までの流れ～

・介護保険給付のあり方～１割負担や特養の居住費等について～

・介護保険サービスの種類と特徴

・予防給付と地域包括支援センターの役割

・介護支援専門員の役割・介護支援専門員の役割

・介護保険制度上の特別養護老人ホームの位置づけと期待

２．介護のプロとしての心構え
・介護のプロとは

・介護のプロに求められる能力とは

株式会社 タップクリエート
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●介護技術力向上研修

■研修のねらい

・介護技術の基本から実践まで、体系的に学習します。
・利用者様と自分の身体を守る介護技術について理解・習得します。
・体験を重視するため 演習を盛り込みながら学びます・体験を重視するため、演習を盛り込みながら学びます。

■研修プログラム

研修項目 内 容

介護 念 実 向 た生 支援

１．介護技術を学ぶ

・介護理念の実現に向けた生活支援について

・利用者の自立支援と有用機能活用を活かした技術

・福祉用具の理解と活用（介護ベッド、サイドレール類の付属品 、エアマットや円座等）

２ ベッド等に関する介助

・ベッド上での寝返りの介助 ・ベッドからの起き上がり介助

・ベッド上で身体移動の介助 ・ベッドからの離床介助２．ベッド等に関する介助 ベッド上で身体移動の介助 ベッドからの離床介助

・ベッドや椅子からの立ち上がり介助方法 ・床や布団からの立ち上がり介助方法

３．歩行の介助方法 ・片麻痺等を想定した介助方法

・各種車いすの取り扱い ・車いすの広げ方・たたみ方

４．車いすに係る介助
・室内・室外での介助 ・車いす等への移乗介助 ・車いす上での座位保持

・座位保持の介助（後方介助） ・座位保持の介助（側方介助）

・片麻痺を想定した一部介助 ・全介助

５．食事の介助 ・食事介助の基本 ・食事介助の方法

６．入浴等の介助
・入浴介助の基本 ・特種浴槽（機械浴槽）での介助方法

・清払の方法と手順

７．排泄の介助
・排泄介助の基本 ・失禁のタイプと介助方法の違い

・紙おむつの種類と活用方法 ・排泄介助の方法紙おむつの種類と活用方法 排泄介助の方法

株式会社 タップクリエート
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●介護職員のための接遇研修

■研修のねらい

・接遇とは何かを介護施設における位置づけとともに理解します。
・印象の良い電話応対の基本について理解・習得します。
・印象の良い利用者様、ご家族様に対する立振る舞いについて理解・習得します。印象の良い利用者様、ご家族様に対する立振る舞いについて理解 習得します。

■研修プログラム

研修項目 内 容研修項目 内 容

１．接遇とは何か ・接遇とは何か ・介護現場においてなぜ接遇が必要なのか

・第一印象の大切さ ・第一印象を良くするためのポイント
２．介護現場における良い印象づくり

第 印象 大切 第 印象を良 す
・良い表情のつくり方 ・良い声の出し方
・お辞儀、会釈のしかた

３．施設職員としての正しい言葉づかい
・敬語の基本 ・敬語を使う際の注意事項
・依頼形を使う ・クッション言葉

４．施設の印象を良くする
電話応対のポイント

・電話の特性 ・電話応対の基本
・電話のかけ方、受け方 ・電話応対における注意事項

５ 利用者様および
・利用者様が安心、快適に感じられる立振る舞い

５．利用者様および
ご家族様に対する立振る舞い

利用者様が安心、快適に感じられる立振る舞い
・ご家族様のご案内
・共感のコミュニケーション（傾聴）

６．総合ロールプレイ
複数の場面を設定しロールプレイを実施します。
＜手順＞
・場面設定 ・接遇方法の立案 ・ロールプレイ ・意見交換・場面設定 ・接遇方法の立案 ・ロールプレイ ・意見交換
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●介護現場におけるホスピタリティ研修

■研修のねらい

・介護現場におけるホスピタリティとは何かについて学びます。
・職員同士が“おもてなし”の心構えを持って仕事をすることにより強い組織づくりにつなげます。
・利用者様・ご家族様に対して温かく接し 良いコミュニケーションが成されるようにします・利用者様・ご家族様に対して温かく接し、良いコミュニケ ションが成されるようにします。

■研修プログラム

研修項目 内 容研修項目 内 容

１．ホスピタリティを理解する
・ホスピタリティの語源 ・ホスピタリティとサービスの違い
・ホスピタリティの大切な心 ・自らのホスピタリティ度チェック

２ ホスピタリティの感性
・ホスピタリティの感性を磨く ・ホスピタリティにより表出される行動を知る

２．ホスピタリティの感性
・気持ち良い職場づくりとホスピタリティ

３．価値観の共有 ・自己認識と他者認識 ・価値観の共有＝自己理解

４．ホスピタリティの実践
・職場でホスピタリティ溢れる仕事をしよう
・実践するうえでの留意点

株式会社 タップクリエート
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●対人援助場面での実践コミュニケーション研修

■研修のねらい

・あらゆる場面で能動的に声かけができるようにします。
・人間関係構築のための心構え、具体的なコミュニケーション方法について学びます。
・アサーティブの考え方を取り入れたコミュニケーション技法について理解・習得します。

研修項目 内 容

アサ ティブの考え方を取り入れたコミュ ケ ション技法について理解 習得します。

■研修プログラム

１．場面研究で学ぶ“潤いの声かけ”

・朝の声かけ ・歩行時の声かけ ・車椅子での声かけ

・食事の際の声かけ ・清拭の際の声かけ ・入浴の際の声かけ

・排泄の際の声かけ ・レクリエーションの際の声かけ

２．人間関係の構築

～利用者・ご家族様、職員と

良い関係を築くために～

・対人援助の現場における コミュニケーションに必要な観点

・ホスピタリティとは ・ホスピタリティの発揮

・相手の話の傾聴 ・自己開示とフィードバック

・ストロークで潤いのあるコミュニケーション
良い関係を築くために～

・相手に対する先入観の払拭

・対人援助の現場と人間の攻撃性の関係

３ 介護場面における
・アサーティブとは何か ・セルフコントロールと対人援助

３．介護場面における

アサーティブコミュニケーション
・円滑なコミュニケーションのために ・アサーティブな伝え方 ８原則

・体感演習
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●認知症介護研修

■研修のねらい

・認知症について基本事項を理解します。
・認知症の利用者をどのように介護するのか、その基本を学びます。
・認知症介護について 事例研究による実践的能力を養います

研修項目 内 容

認知症介護について、事例研究による実践的能力を養います。

■研修プログラム

１．認知症を理解する ・認知症とは ・疾患別認知症タイプと特徴

２．認知症介護の基本
・認知症介護の基本 ・認知症が進行しない介護の基本

づ
２．認知症介護の基本

・安心して暮らせる環境づくりを考える

・こんな時はどうしよう！？

・何故このような訴えが起こるのか考えよう！

者が安心 自分ら 暮ら が送れる関わ 方を考 う

３．事例を通じて認知症介護を考える

・利用者が安心して自分らしい暮らしが送れる関わり方を考えよう！

・介護の専門職としての関わり方を考えよう！

【演習・ＧＷ・講義】 事例１ “財布がない！”“○○を盗られたぁ！”

【演習・ＧＷ・講義】 事例２ “まだ、ご飯を食べてない！”食

【演習・ＧＷ・講義】 事例３ “家に帰りたい！”

【演習・ＧＷ・講義】 事例４ 施設側リクエストの事例を題材に・・・
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●看取り介護研修

■研修のねらい

・高齢者施設における終末期ケアの位置づけ、概要について学びます。
・具体的な終末期ケアのポイントについて理解します。
・ひいては、利用者様に対する看取り介護が適切に成されるようにします。

研修項目 内 容

ひいては、利用者様に対する看取り介護が適切に成されるようにします。

■研修プログラム

１．終末期ケアを理解する

・終末期ケアとは

・特別養護老人ホームのターミナルの現状と課題

・入居者の特徴 ・入居者の退所理由と退所先

・医療施設との違い ・暮らしの場での管理 ・入居者の特徴
２．暮らしの場としての高齢者施設のあり方

医療施設との違い 暮らしの場での管理 入居者の特徴

・老化と病気

３．介護の基本 ・作業から介護へ ・人間らしく ・高齢者の主な死因とケア

４．人の死とは
・入居前訪問調査の意味と受け入れ検討 ・施設運営

・ターミナル期の判断と家族への伝え方

・ターミナルケアの視点 ・家族へのケア

５．介護施設におけるターミナルケアのあり方 ・本人へのケアと職員の連携・役割（施設での看取りに備える）

・終末期・危篤時への対応 ・エンゼルケア

６．ケアの評価
・家族が死を受け入れられるために ・遺体のケアから

・職員のモチベーションを上げるために職員のモチベ ションを上げるために
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●リスクマネジメント研修

■研修のねらい

・介護現場における危険予測と予防方法について理解・習得します。
・クレーム対応の基本について理解・習得します。
・上記により、介護施設におけるリスクマネジメントの基本をマスターします。上記により、介護施設におけるリスクマネジメントの基本をマスタ します。

■研修プログラム

研修項目 内 容

１．リスクマネジメント
・介護施設に潜むリスクを理解する

・リスクを回避できないとどうなるかを理解する

・入浴（入浴介助／大浴場介助、個浴（家庭浴）介助、機械（特殊）浴介助 など）

２．危険予測の基本

・排泄（排泄介助／トイレでの排泄、オムツの交換 など）

・移乗（移乗介助／車いす⇔ベッド、車いす⇔椅子 など）

・移動（移動介助／歩行介助、車いすの介助、車いすでの外出介助 など）

・食事（食事介助／食事介助、車いすでの食事介助、ベッドでの介助）

クレ ムとは何か

３．クレームへの対応

・クレームとは何か

・クレーマーの心理

・クレームと２次クレーム

・クレーム対応の手順

４．クレーム対応事例から学ぶ
複数のクレーム対応事例を取り上げ、

そこから学べることを確認し職場で活かせるようにする。
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●介護職員のための医療知識研修

■研修のねらい

・介護施設職員と医療知識との関連について理解します。
・介護施設において必要な医療的知識・技能の基本について体系的に学びます。
・自職場において医療介入が必要になる際、スムーズな対応ができるようにします。

研修項目 研修内容

自職場において医療介入が必要になる際、スム ズな対応ができるようにします。

■研修プログラム

研修項目 研修内容

・医療的知識の必要性と高齢者の身体と疾病の特徴

・認知症について認知症の種類と症状とケアの方法

・機能障害とリハビリテーションの重要性

薬 基礎知識と飲ま 方 薬 基礎知識

介護現場で求められる医療知識

・薬の基礎知識と飲ませ方 ・薬の基礎知識

・高齢者の方の身体にあわせた服用の仕方や対応策

・口腔ケアと摂食・嚥下機能評価と対策

・日常的口腔ケアの留意点と摂食・嚥下機能の評価と対策

・日常の健康状態の観察

・緊急事態における適切な対応

・医療介入への気づき

・誤嚥性肺炎、その他感染症の原因と予防対策誤嚥性肺炎、その他感染症の原因と予防対策

・医療的な配慮が必要な利用者様に対するケアの基礎知識
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●介護現場における改善力養成研修

■研修のねらい

・現場の改善に必要な思考技法について理解・習得します。
・介護現場における問題を体系的に捉えることができるようにします。
・問題を解決するためのステップを学び 職場で活かせるようにします

研修項目 内 容

問題を解決するためのステップを学び、職場で活かせるようにします。

■研修プログラム

研修項目 内 容

１．改善力養成の重要性
・利用者様のニーズ、施設状況の変化を捉え対応する

・自ら変化を創る ・介護現場における仕事を通じて自己成長を測る

２．仕事改善の基本をおさえる

～問題解決のアプローチ～

・問題とは何か ・問題の種類 ・問題を捉える目を持つ

・問題解決のプロセス ・問題解決に必要な思考法

・事象を洗い出す（欠点列挙法 希望点列挙法）
３．介護現場での問題を捉える

・事象を洗い出す（欠点列挙法、希望点列挙法）

・問題を絞り込む ・問題を課題化する

４．介護現場での

問題解決を体験する

・アイデアを創出する ・アイデアを分類する

・アイデアを粗評価する ・アイデアを組合わせる
問題解決を体験する

アイデアを粗評価する アイデアを組合わせる

・アイデアを洗練化させ最終評価する
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●介護現場におけるリーダーシップ研修

■研修のねらい

・介護現場のリーダーとして、部下および職場チームがきちんと機能するような働きかけができるようにします。
・部下指導に係る具体的なコミュニケーション技法について学びます。
・部下に対するメンタルヘルスにも気を配り 離職率を低下させるようにします

研修項目 内 容

部下に対するメンタルヘルスにも気を配り、離職率を低下させるようにします。

■研修プログラム

研修項目 内 容

１．リーダーシップの基本
・介護現場におけるリーダーシップとは ・リーダーとしての意識を持つ
・組織理念を理解し共感する ・組織の特性を知る ・リーダーシップの方向性
・目標達成の働きかけ ・集団維持の働きかけ

・ＯＪＴリ ダ に求められる心構えと役割 ・ＯＪＴの基本ステップと進め方
２．OJTの基本

・ＯＪＴリ－ダ－に求められる心構えと役割 ・ＯＪＴの基本ステップと進め方
・ＯＪＴ推進上の手順とポイント ・部下育成ニ－ズの把握
・ＯＪＴ計画書の作成 ・ＯＪＴの評価とフォロ－

３ 介護現場における

・介護職場におけるコーチングとは ・コーチングを体験する
・コーチングと動機づけの関係 ・コーチングスキル～状況理解への働きかけ～

３．介護現場における
コーチング

動機 関係 解 働
・コーチングスキル～問いかけ～ ・コーチングスキル～傾聴～
・コーチングスキル～提案～ ・コーチングスキル～承認～
・相手の特性に合わせたコーチング

４．部下に対する ・職場のメンタルヘルス ・職場におけるストレスマネジメント４．部下に対する
メンタルヘルスの配慮

職場のメンタル ルス 職場におけるストレスマネジメント
・セルフケアとサイン ・カウンセリングマインドによるラインケア

５．チームワークへの
働きかけ

・チームワークを体験する ・チームワークとは何か
・チームメンバーの心理 ・チームワーク向上のための技術
・チ ムとリ ダ との関わり・チームとリーダーとの関わり
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●株式会社タップクリエート 会社概要

■経営理念■経営理念
人が変わればビジネスが変わる！ まちの産業が変わる！
当社は人財育成を通じたビジネスの成長、地域産業の振興に貢献いたします。
「共に考え、共に価値を創り上げる」をモットーに、
お客様のご要望を深く汲み取り、成果を創出する商品・サービスをご提供いたします。客様 、成果 創出 商 供 。

■会社概要
・社 名：株式会社タップクリエート
・創 業：1973年12月
資 本 金：1 000万円・資 本 金：1,000万円

・住 所：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-11-13 富士新宿ビル4階
・電 話：TEL：03-3341-1636 FAX：03-3341-1687
・代 表：二瓶 哲
・事業内容：人財育成を通じた地域産業振興支援、人財育成を通じた組織の成果創出支援、上記に関する調査計画策定業務
・講 師：接遇、コミュニケーション、介護技術、医療知識、リーダーシップ、思考技術など約１０名

■強み
・経営戦略と人財育成をつなげていくご支援をいたします。

（教育研修の経験が豊富な中小企業診断士が支援チームの一員となりご支援いたします）（教育研修の経験が豊富な中小企業診断士が支援チ ムの 員となりご支援いたします）
・体験をベースにした教育訓練には定評があります。

（ＮＨＫ全国番組の特集で取り上げられた実績があります）
・お客様とじっくり向き合った支援をいたします。

■代表 二瓶 哲 紹介■代表 二瓶 哲 紹介
日本大学大学院修了 修士（人間科学） ※心理学分野
イベント企画会社を経て、民間シンクタンクの客員研究員として地域振興に係る案件を経験しながら
国家資格 中小企業診断士を取得、2001年より活動を展開する。
実務経験を通じて「人が変われば組織も変わる、地域の産業も変わる」ことを強く実感、
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実務経験を通 人が変われば組織も変わる、地域 産業も変わる」 とを強く実感、
人財育成に軸を置いた支援業務の展開に至る。
専門分野は人財育成を通じた事業マネジメント、社会心理学。


