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2016年度 スタッフの社会活動総覧 分野別
［各社会福祉施設職員・介護職員等専門職向け研修・講演会等］

北海道総合福祉研究センター

※次の略式名称を使っています。
（社）：社会福祉法人（株）：株式会社（財）：財団法人（特非）：特定非営利活動法人（医社）：医療法人社団 （一社）：一般社団法人
（公）：公益財団法人

【介護職員向け研修】
研修･講演会等の名称ならびにタイトル 主 催 者 名 担当講師名

介護職員専門研修Ⅰ－①

講義･討議「チームケアの重要性」

介護職員専門研修Ⅰ－②

講義･討議「チームケアの重要性」 (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

介護職員専門研修Ⅱ－① 社会福祉研修所

講義･討議「リーダーシップとコミュニケーション」

介護職員専門研修Ⅱ－②

講義･討議「リーダーシップとコミュニケーション」

現任専門職研修事業『介護リーダー研修・初級編』

講義「望まれるリーダー像とは」

講義・演習「チームのコミュニケーションについて考える」

現任専門職研修事業『対人援助レベルアップ研修』

講義「傾聴するための心構え」

講義「受容的・共感的態度について考える」 (社)ほくろう福祉協会 五十嵐教行

現任専門職研修－職員育成技術研修 札幌シニア機構

講義１「介護スタッフの育成方法とは」 池田ひろみ

講義２「スタッフのやる気を喚起させる方法とは」

現任専門職研修『スーパービジョン研修』

講義「スーパービジョンを行うにあたっての基本姿勢」

講義・演習「演習を通じてスーパービジョンの手段を学ぶ」

介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修

講義「介護職員としての心構え」

介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修

講義「認知症の人への対応」

事例検討「認知症の人のアセスメントの仕方」

介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修

講義「利用者本位の介護とは」

介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修

講義「実例から学ぶ『虐待』の防止と対応」

介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修

講義「介護職員としての心構え」

介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修

講義「認知症の人への対応」 苫前町 池田ひろみ

介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修

講義「利用者本位の介護とは」

介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修

講義「実例から学ぶ『虐待』の防止と対応」

介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホーム職員研修

講義「介護職員としての心構え」

介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホーム職員研修

講義「認知症の人への対応」

介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホーム職員研修

講義「利用者本位の介護とは」

介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホーム職員研修

講義「実例から学ぶ『虐待』の防止と対応」

介護関係者のための医療連携に関する研修会

講義「医療と介護の連携」

介護関係者のための医療連携に関する研修会

講義「介護現場が求める医療との連携」
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研修･講演会等の名称ならびにタイトル 主 催 者 名 担当講師名

新人職員対象研修

講義「相談援助の原理・原則」

新人職員対象研修

講義「利用者とのコミュニケーションのあり方」

新人職員対象研修『コミュニケーション』

講義「①上手な伝え方 － コトバ

②上手な伝え方 － ノンバーバルコミュニケーション」 特定非営利活動法人 五十嵐教行

新人職員対象研修 障害者総合支援法による

講義「相談援助の原理・原則」 重度訪問介護事業所運営

管理者職員対象研修

講義「コーチング」

ベテラン職員対象研修

講義「相談・支援体制のあり方」

責任者職員対象研修

講義「リスクマネジメント」

介護事業所責任者スキルアップ研修“責任者力”養成研修

講義「お互いをわかりあうために話をするということ」

討論「介護技術について学んだことを共有するために」

介護事業所責任者スキルアップ研修

講義「介護技術の伝達について考える」 株式会社 池田ひろみ

実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」 介護保険法による各種介護

介護職員初任者研修 保険サービス事業所経営

講義「介護の基本的な考え方」

介護職員初任者研修

講義「介護過程の基本的理解１」

講義「介護過程の基本的理解２」

施設・事業所職員研修

講義「良好な人間関係を築くコミュニケーション」

～相手の人のことを本気で理解したいと思えるか～

施設・事業所職員研修

講義「実例から学ぶ虐待への対応」

障がい者支援施設介護職員研修 事例検討の進め方に関する研修会①

講義「事例検討の目的を理解する」 社会福祉法人 池田ひろみ

～利用者の真のニーズを把握するために～ 障害者総合支援法による

障がい者支援施設介護職員研修 事例検討の進め方に関する研修会② 障害者支援施設運営

講義「利用者本位の支援を理解する」

～利用者の真のニーズを把握するために～

障がい者支援施設介護職員研修 事例検討の進め方に関する研修会③

講義「利用者本位の支援を提供する」

～利用者が真のニーズを満たすために～

斜里町高齢者介護サービス事業所連絡協議会講演会

講演「コミュニケーションのいろは」 斜里町高齢者介護サービス事業所

～信頼関係の構築のために～ 連絡協議会 池田ひろみ

斜里町高齢者介護サービス事業所連絡協議会講演会

講演「実例から学ぶ 虐待をしない・させない覚悟」

グループホーム職員研修 株式会社

講義「職場におけるコミュニケーションの大切さ」 介護保険法による各種介護 池田ひろみ

～チームとしてよりよい仕事をしていくために～ 保険サービス事業所経営

認知症ケア研修会 特定非営利活動法人 池田ひろみ

講義「認知症の人への傾聴」 介護保険法による各種介護

保険サービス事業所経営

介護職員研修 社会福祉法人 池田ひろみ

講義「認知症の人への傾聴」 （介護老人保健施設運営）

職員研修－リスクマネジメント研修 社会福祉法人 五十嵐教行

講義「介護事故・苦情への対応のあり方について」 （介護老人福祉施設運営）

デイサービスセンター職員スキルアップセミナー 北海道デイサービスセンター協議 五十嵐教行

講義「魅力あるリーダーになるために」 会



- 3 -

研修･講演会等の名称ならびにタイトル 主 催 者 名 担当講師名

ワーカー研修会 特定非営利活動法人

講義「虐待の前の前の前 （訪問介護事業所運営） 池田ひろみ

～高齢者虐待を絶対にしない・させないケアを貫くために～ 」

日高管内老人福祉施設協議会職員研修会 日高管内老人福祉施設協議会 池田ひろみ

講演「虐待をしない・させない職場づくり」

高齢者施設介護職員研修 有限会社

講義「介護職員としての心構え」 介護保険法による各種介護 池田ひろみ

～決して虐待をしない、させない職場をつくるために～ 保険サービス事業所経営

介護職員のための介護技術スキルアップ講習会 (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

講義・実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」

キャリアアップ研修

講義「当たり前の日常動作から介護の仕方を見直そう」 (社)中標津町社会福祉協議会 池田ひろみ

実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」

北海道たすけあいワーカーズ会員研修 特定非営利活動法人 池田ひろみ

講義・実技「身体介護の援助技術と理論」 介護保険法による各種介護

保険サービス事業所運営

北海道介護福祉士会平成28年度ファーストステップ研修 (一社)北海道介護福祉士会 五十嵐教行

講義・演習「問題解決のための思考法」

介護職員スキルアップ研修

講義「利用者本位のケアを考える」

介護職員スキルアップ研修

講義「介護記録の書き方」

介護職員スキルアップ研修 (株)ステア

講義・討論「利用者の自己決定の尊重 ～利用者本位のケア～」 生活支援センターステア

介護職員スキルアップ研修 障害者総合支援法による 池田ひろみ

講義・事例検討「利用者の言動を専門職として客観視するということ」 重度訪問介護事業所

介護職員スキルアップ研修

講義・事例検討「きつい言葉を投げかける利用者への専門職としての対応」

介護職員スキルアップ研修

講義・事例検討「利用者とヘルパーの価値観が大きく異なるときの対応」

介護職員スキルアップ研修

講義・事例検討「一人の利用者を担当するヘルパー同士の連携の仕方」
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【社会福祉施設等専門職員向け研修】
研修･講演会等の名称ならびにタイトル 主 催 者 名 担当講師名

新任施設相談員専門研修

講義･演習「職場内コミュニケーションのあり方」

施設相談員専門研修 (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

講義･演習「面接の技法とその展開」 社会福祉研修所

栄養士専門研修（児童・成人）

講義･演習「コミュニケーションとチームワーク」

社会福祉協議会事務局職員研修

講義「社協職員として求められていること」

社会福祉協議会事務局職員研修

講義「社協職員として求められていること 半年を経て学んだこと」

社会福祉協議会介護支援専門員研修

講義「ケアマネジャーとして誇りをもって仕事する」 苫前町 池田ひろみ

介護関係者のための医療連携に関する研修会

講義「医療と介護の連携」

介護関係者のための医療連携に関する研修会

講義「介護現場が求める医療との連携」

サービス付き高齢者向け住宅等相談員養成研修 (一社)北海道高齢者向け住宅事業 五十嵐教行

講義「傾聴の意義とその技術」 者協会

第４回渓仁会グループ相談援助職合同研修会 社会福祉法人

『相談援助職のコミュニケーション能力について～対患者・利用者と対他職種』 介護保険法による各種介護 五十嵐教行

講演「利用者・家族、他職種との関わり方～相談援助職に求められること」 保険サービス事業所運営

第１回函館市地域包括支援センターケアプラン研修会 函館市地域包括支援センター 五十嵐教行

講義・演習「利用者・家族との関わり方について 介護支援専門員研修会

～ケアマネジャーに求められる相談援助」

白老町ケアマネジャー連絡協議会研修会

講義・演習「天使の返事と悪魔の返事 白老町ケアマネジャー連絡協議会 五十嵐教行

～利用者・家族との関わり方について」

釧路地区介護支援専門員研修会

第２回自主研修会『ケアマネジャーに必要な傾聴の心がまえ』 釧路地区介護支援専門員連絡協議 五十嵐教行

講義・演習「相手にわかってもらうための関わり方のコツ 会

～傾聴をキーワードとして」

西区ケアマネジャー合同研修会

「ケアマネジャーのための成年後見制度講座」 札幌市西区ケアマネジャー 五十嵐教行

講義「成年後見制度におけるアセスメントの視点や取り方について 合同研修委員会

～相談援助職に求められる面接の能力」

職員内部研修会

講義・演習「天使の返事と悪魔の返事 (社)東神楽町社会福祉協議会 五十嵐教行

～利用者・家族との関わり方について」

子育て支援ワーカーズプチトマト ワーカー研修 特定非営利活動法人 池田ひろみ

講義「傾聴の基本」 ～子育て中の母親の話をしっかりと聴くために～ （子育て支援事業所運営）

救護施設研究セミナー

講義・演習「施設職員へのメンタルヘルスケアとストレスマネジメント 北海道救護施設協議会 五十嵐教行

～天使のことばと悪魔のことば」

スイッチ・あぐら・ばちこい合同職員研修 『これって虐待ですか？』 社会福祉法人 五十嵐教行

講義「自らの言動と「虐待」の認識」 障害者総合支援法による

障害者支援施設運営

第２回虐待防止講演会 福祉未来の会 五十嵐教行

講演「『私のこと、どう思っていますか？～介護者の思いを知る」

日高管内老人福祉施設協議会職員研修会 日高管内老人福祉施設協議会 池田ひろみ

講演「虐待をしない・させない職場づくり」

こども育成課職員研修専門分野研修コミュニケーション分野

「ボランティアコーディネート」（前期）

講義・演習「ボランティアとの関わり方について

～具体的なコミュニケーションスキルの習得」 (公)さっぽろ青少年女性活動協会 五十嵐教行

こども育成課職員研修専門分野研修コミュニケーション分野 こども育成課

「ボランティアコーディネート」（後期）

講義・演習「ボランティアとの関わり方について

～コミュニケーションのスキルの学びと実践」
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研修･講演会等の名称ならびにタイトル 主 催 者 名 担当講師名

福祉マンパワー活用講習会

講義「傾聴講座」 (社)北見市社会福祉協議会

～利用者や家族の安心を引き出す距離感のお話し～ 北見市人材バンク 池田ひろみ

講義・実技「介護技術スキルアップ講座」

～利用者の負担、不安に配慮した介助方法～

スタッフ研修 特定非営利活動法人

講義「日常生活に役立つ傾聴の基本技法 障害者総合支援法による 五十嵐教行

～話し手に興味があるというサインを上手に出す」 就労移行支援事業所運営

支部会員研修 (公)成年後見センター 五十嵐教行

講演「成年後見制度とソーシャルワーク～権利擁護を貫くために」 リーガルサポート札幌支部

【国家資格取得のための試験対策講座等】
研修･講演会等の名称ならびにタイトル 主 催 者 名 担当講師名

介護福祉士国家試験直前対策講座

講義「国家試験の仕組みとポイント」 北海道総合福祉研究センター

講義「介護の基本理念と基礎知識」 函館蔦屋書店株式会社 池田ひろみ

講義「制度と法律、社会福祉の基礎知識」

講義「残り一ヶ月間の受験対策」

社会福祉士・精神保健福祉士国試直前対策

共通科目の最重要ポイント最後の追い込み学習

講義１「ここがねらわれる～社会保障制度」 (一社)日本総合研究所 五十嵐教行

講義２「覚えにくいから出題される～最頻出ポイント」

講義３「事例問題のポイント解説（専門科目）

社会福祉士国試直前対策 日本福祉大学学生有志 五十嵐教行

講義１「社会保障制度～年金、医療」

講義２「過去問から出題傾向を探る～最頻出ポイント」

日本総合研究所社会福祉士養成所通信課程16期生１回目スクーリング (財)日本総合研究所 五十嵐教行

講義・演習「相談援助演習Ⅰ」

職員研修－リスクマネジメント研修 社会福祉法人 五十嵐教行

講義・演習「天使の返事と悪魔の返事 （介護老人保健施設運営）

～利用者・家族との関わり方について」


