
介護人材の
キャリア形成と
定着のために
～OJTを「文化」として根付かせる～

一般社団法人　シルバーサービス振興会



　介護職のイメージとして「身体的・精神的負担が
大きい」「大変な仕事のわりに賃金が安い」「社会的
地位があまり高くない」といったことがよく挙げら
れます。（※注1）人材定着という観点においてはネガ
ティブなものが多いようです。
　そのような中、介護職員の方に、介護職として
「継続のモチベーションは何か？」と尋ねると
「担当している利用者やその家族から頼りにされ
ているから」
　「理解してくれる上司や経営者がいるから」
　「介護を通じて社会貢献を行いたいから」

といったことが聞かれました。（※注2）

　確かに介護は、身体的負担だけでなく、認知症
ケアやターミナルケア等、精神的な負担も伴いま
す。そのような中で、介護職としての「継続のモチ
ベーション」とは利用者やその家族からの「提供さ
れる介護サービスに満足している」という評価、職
場の上司・同僚による「貴方自身が必要だ」という
評価、さらには地域・社会において「社会貢献がで
きている」という評価、つまりその人の存在意義が
しっかりと認められることである、といえます。

介護職員を支えているのは…

身体的
負担

精神的
負担

継続の
モチ
ベー
ショ

ン

利用者・家族

評価

評価

地域・社会

介護職員

評価

職場

（※注1）資料出所：「平成 24年度介護労働実態調査」（（公財）介護労働安定センター）
（※注 2）一般社団法人シルバーサービス振興会調べ
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　そうした中、利用者やその家族に、現在利用し
ている介護サービスを使い続ける理由を尋ねると、
「サービスを使ってみてよかったから」、「質の高い
介護サービスだったから」ということが聞かれる一
方で、「他に選択する介護サービスがない」「他を知
らない」といったことも聞かれます。
　本来、介護サービスのあり方として、利用者やそ
の家族が、より質の高い介護サービスを自由に選択
できるということが望まれるところですが、現状と
しては、まだそこまでには至っていないようです。
しかしサービスの性質上、今後他の介護サービスと
比較検討され、ますます質の高い介護サービスを提

供していくことが求められるという時代になること
は必然です。
　そうした時代の中で本当の意味で選ばれる介護
サービス、質の高い介護サービスを提供するには
・自己決定の尊重、自立支援、生活の継続性、安全
といった介護の基本理念に基づく豊富な知識と確
かな介護技術
が不可欠となっていきます。そしてこれらについて
は介護職員個人の資質に頼るのではなく、法人の理
念に基づく指針として示されるべきであり、それを
個々の介護職員にしっかり伝えることが必要となっ
ていきます。

今後ますます介護サービスの
質が問われる時代へ

自己決定の尊重 自立支援 生活の継続性 安全基本理念

質の高い介護サービス
豊富な知識

確かな技術
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　介護の質向上に向けた介護現場での人材育成とし
て行われる研修として、OJT：On the Job Train-
ing（職務を通じての研修）と、Off-JT：Off the 
Job Training（職務を離れての研修）が一般的に

　ところが「OJTを実施している」と回答した介護
事業所に対し、「組織性」「日常性」「計画性」につ
いてアンケートを行ったところ、「OJT」を日常的

実施されています。当会が実施したOJT実施状況
に関するアンケート調査においても、約８割の事業
所において「OJTを実施している」という結果が得
られました。

且つ計画性を持って実施している事業所はあまり多
くなく、「OJT」が根付いているとは言えない実態
が明らかになりました。

多くの事業所で
ＯＪＴ（職務を通じての研修）は

行っているものの…

OJTを実施している

OJTの際に日常的に
使用しているツールがある

計画的なOJTの
仕組みがある

組織的にツールを使って
計画的にOJTを実施している

OJTには組織的に
取り組んでいる

常勤職員 非常勤職員

Yes

83.3%
Yes

74.6%

Yes

44.9%
Yes

52.7%
Yes

66.1%
Yes

83.0%

（出典：平成 25年度老人保健健康増進等事業「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関する調査研究事業」）

（出典：平成 25年度老人保健健康増進等事業「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関する調査研究事業」）
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　介護保険制度の施行以降、介護サービスの提供主
体の多様化とともに、介護事業所自体も多様化して
きており、介護人材も流動化してきています。ま
た、介護保険制度は、社会保険方式ですから、全国
において提供される介護サービスは、均質であるこ
とが求められます。
　我が国においては、これまで「介護福祉士」など
の国家資格制度をはじめ、介護人材の資格制度に関
しては国レベルでの標準化が進められてきました
が、具体的なキャリア形成（標準的なスキルの評
価）がなされてきていませんでした。介護保険制度
における「指定基準」の人員基準においては、資格

者の員数についての基準を設けているのみであり、
具体的なスキルが標準化されているわけではありま
せん。さらには、これまでのOJTでは、介護事業
所ごと若しくは事業所内の指導者ごとに確立された
内容や指導方法に基づくOJTに委ねられてきたの
が実状でした。
　こうしたことから介護人材のキャリア形成と定着
に向けては、全国的なOJTの標準化をはかる取り
組みと併せて、職場内において継続的に学びスキル
アップをはかる為のOJT体制の構築が必要とされ
てきました。

介護事業所における
継続的なＯＪＴ体制の構築において

介護職員のキャリア形成に向けた継続的なOJT体制の構築

　介護事業所の中で継続的なOJT体制を構築して
いくためには、まず教える側・教わる側両者間にお
ける「信頼関係」を築くことが必要です。
　その「信頼関係」を築くにあたり、教える側には
教える内容にバラつきがでない、例えば、先日の指
導・助言内容と今回の指導・助言内容が違うといっ
たことにならないよう、介護スキルにおける知識・
実践的スキルを熟知し習得していることが求められ
ます。
　また、教わる側も「自学する姿勢をとること」が
求められます。今ではインターネットに代表される

ように、介護について調べるツールが豊富にありま
す。にも関わらず、自分で調べ考えることなく指導
者に聞く、そのような姿勢だと、指導者は「いちい
ち答えていては、自分の仕事が進まないではない
か」となってしまい、教えるモチベーションも下
がってしまいます。教わる側も、出来る限り自分で
調べ、考えた上で指導者に聞く、そうした姿勢をと
ることが必要です。そうすることで教える側・教わ
る側の信頼関係が築かれ、双方が共通の目的のもと
にOJTを実践することができます。

教える側・教わる側の信頼関係を築く
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向上

知識・実践スキル

教える側（指導者） 教わる側（介護職員）
向上心

自ら学ぶ姿勢

信頼

OJTの実践

　介護事業所の中で継続的なOJT体制を構築して
いくためには、もう一つ、介護スキルの標準化をは
かることが必要です。

　当会が実施した介護スキルの標準化状況に関する
アンケート調査では、約７割の事業所において「ば
らつきがみられる」との結果となりました。

日常的に使う介護スキル標準化ツールを持つ（日常性）

介護スキルの標準化状況について

非常にばらつきがみられる

19.2%

ややばらつきがみられる

51.4%

（出典：平成 25年度老人保健健康増進等事業「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関する調査研究事業」）

　介護スキルを標準化する上でキーとなるのが、標
準化のための「評価基準」ということになりますが、
その「評価基準」は、まず「客観的である」というこ
とが求められます。それは、正しいと思っていると
いうような主観的な判断が排除されることにより、
教わる側も納得のいくOJTが可能となるからです。
　また「内容が具体的に示されている」ということ
も求められます。
　「評価基準」の内容が曖昧であると、指導・助言
内容が曖昧となり、教わる側もさまざまな解釈・理

解となることでばらつきが発生し、介護スキルの標
準化に至らなくなります。また、お互いの理解の齟
齬により、教える側・教わる側の信頼関係も崩れて
しまいます。
　教える側・教わる側双方において、理解のブレが
生じないよう、出来るだけ内容を具体的に示し、ま
たそれを元に、お互いが確認し合えるような明確化
された「評価基準」をツールとして活用し、介護ス
キルの標準化を行っていくことが重要であるといえ
ます。
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　こうした介護スキル標準化ツールを日常的に使う
ことで、介護スキルの確認が日常化し、この介護ス
キルで良いのだという「自信」を持つと同時に、自

分のスキルへの不安が解消されることで、職員のモ
チベーション向上をもたらし、職場全体の介護サー
ビスの質的向上につながっていくといえます。

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上

科学的根拠に
基づいた
介護スキルの
「評価基準」

介護サービスの質的向上

OJT

介護職員

至らない点の気づき

目標の明確化

自信の確立

自学姿勢への誘導

　介護事業所の中で継続的なOJT体制を構築する
ためには、最後にもう一つ、「目標や研修計画を組
織で共有する仕組みを構築すること」が必要となり
ます。
　OJTの内容や目標、研修計画を個々の職員に委
ねていては、単発の取り組みで終わることとなり、

介護事業所の中でOJTを根付かせていくことがで
きません。個々の目標や研修計画を組織で共有し、
組織として見守る。また、進捗として遅れているよ
うであれば組織で支援する。そうした仕組みを作る
ことで組織としてのOJTの計画性が高まり、継続
性が高まります。

目標や研修計画を組織で共有する仕組みの構築（組織的・計画性）
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・教える側・教わる側双方の信頼関係を築き、
お互いに切磋琢磨し合える組織とすること
・日常的に使用する介護スキル標準化ツール
を持つこと
・目標や研修計画を組織的に確認し、支援を行
うこと

　介護事業所として、こうした環境を整え、継続的
なOJT体制として適切に運用していくことが重要
です。また、いずれかに問題があれば、少しずつで
も改善していくことも重要です。

　継続的なOJT体制の適切な運用は、介護サービ
スの標準化の要となります。法人・事業所におい
て、それを当たり前のこととして、根付かせられる
かどうか……根付かせることができれば、それは法
人・事業所の「文化」となっていきます。
　このようにOJTを「文化」とすることで、人材
育成による介護の質向上、さらには組織力の強化へ
とつながっていくということが当たり前の「文化」
となり、それらが介護職員のモチベーションを高め
ていく、ということになります。

OJTを「文化」として根付かせる

OJTを「文化」に

目標や研修計画の
組織的な取り組み介護スキル標準化

継
続
的
な
O
J
T
体
制

組織力の強化

介護職員の
モチベーションアップ

人材育成による
介護の質向上

教える側・教わる側双方の
信頼関係の構築
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　介護スキルの標準化を行うための「OJTツール」
として介護プロフェッショナル・キャリア段位制度
（以下介護キャリア段位制度）における「評価基準」
があります。
　この「評価基準」は膨大な数の介護行為を明文
化・分類コード化した上で、厳格なタイムスタディ
調査を行い、提供される介護サービスを行為別に、
それぞれのサービスでどのような介護行為が提供さ
れているかの「見える化」を行うとともに228項目
の評価項目を作成し、更には実証事業を行うこと
で、148項目の介護スキルの評価項目を抽出・確立

しました。
　これはまさに客観的かつ科学的根拠に基づく介護
スキル評価基準であるといえると同時に介護スキル
の標準化教育を行うための「OJTツール」として
使えるものであるといえます。実際、介護キャリア
段位制度に取り組む介護事業所の管理者の方に、介
護キャリア段位制度の活用意向のアンケートを実施
したところ「介護技術の標準化のツールとして活用
したい」とした回答は実に9割以上と非常に高い数
字を示しました。

客観的かつ科学的根拠に基づく
具体的に示された

介護キャリア段位制度の
「評価基準」

介護キャリア段位制度の活用意向

介護技術の標準化の
ツールとして活用したい

92.5%

（出典：平成 26年度老人保健健康増進等事業「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関する調査研究事業」）

9



　以下は、介護キャリア段位制度における評価項目
の一例です。「自己決定の尊重」「自立支援」「生活
の継続性」「安全」といった介護の基本理念に基づ

　介護キャリア段位制度における評価基準を用いて
介護スキルの評価に取り組んでいる介護職員にヒア
リングをしてみると、評価側の意見として
・「できている」「できていない」の評価が容易に
できる

・軸となる介護技術に対し、標準化の精度を高める
ことができる

・「できていない」ことを「できる」ようにするた
めの説明がしやすい
といったことが挙げられました。また評価を受ける

いた介護行為を、具体的に示した評価項目であるこ
とがわかると思います。

側の意見として
・「できていない」ことを理解しやすい
・何ができるようになればいいのかということの目
標が立てやすい

・主観ではなく客観的な具体的評価項目であるた
め、納得感が高い
といったことが挙げられました。介護キャリア段位
制度における評価基準が介護スキルOJTツールと
して活用され、効果があるということがこのような
意見からも明白であるといえます。

食事介助ができる

①
食事の献立や中身を利用者に説明する等食欲がわくように声かけを
行ったか。

生活の継続性

② 利用者の食べたいものを聞きながら介助したか。 自己決定の尊重

③
利用者と同じ目線の高さで介助し、しっかり咀嚼して飲み込んだこ
とを確認してから次の食事を口に運んだか。

安全

④ 自力での摂食を促し、必要時に介助を行ったか。 自立支援

⑤ 食事の量や水分量の記録をしたか。
エビデンス（根拠）に
基づくケア

評価項目の例（食事介助）

10



　以下は介護キャリア段位制度に取り組む介護事業
所の管理者の方に、介護キャリア段位制度の活用意

　新人からベテラン、リーダー層等、さまざまな立
ち場の介護職員に対して介護キャリア段位制度を
OJTツールとして活用したいとする事業所は約９
割に達しました。
　これは、介護キャリア段位制度が、介護職員の
キャリア形成に応じて設定されているからであると
いえます。実際、評価項目には、入浴介助、食事介
助、排泄介助、移乗・移動・体位変換といった基本
介護技術だけでなく、認知症ケアを始めとした利用
者特性に応じたコミュニケーション、個別介護計
画、感染症対策、事故発生防止、終末期ケアといっ
た利用者視点での評価、さらには地域包括ケアシス

向についてアンケートを行った結果です（OJTに
関連する部分を抜粋）。

テム、リーダーシップといった事業所内外の連携・
調整といった評価項目まで含まれています。
　また、OJTツールとして高い活用意向を示した
理由として、事業所内の介護職員が同じ事業所内の
介護職員に対して介護スキルを評価し「できてい
なかった」とされた介護スキル項目を見える化し、
OJTを通じて「できる」ように指導・助言を行い、
介護スキルの定着化をはかる内部評価の仕組みであ
るからといえます。
　これらのことからもわかるように介護キャリア段
位制度は「評価とOJTの一体化」を実現した仕組
みであるといえます。

介護キャリア段位制度が
「評価とＯＪＴの一体化」を実現

88.6% 90.9% 88.1%

（出典：平成 25年度老人保健健康増進等事業「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関する調査研究事業」）

新人介護職員の
OJTツールとして活用

介護職員の再教育
OJTツールとして活用

リーダー層の
OJTツールとして活用
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介護サービスの提供
評価

評価者（アセッサー）

利用者

適切に介護サービスが
提供できているか？

利用者の状態に合わせ
て提供できているか？

介護者（被評価者）

スキルアップの
支援

OJT

評価者（アセッサー）

できる

介護者
（被評価者） 利用者

介護者
（被評価者） 利用者

できていなかった項目

スキルア
ップ！
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　介護スキルにおけるOJTを実施するにあたり、介
護キャリア段位制度では評価者（以下アセッサー）
にOJT指導者としての役割を担ってもらっています。
　アセッサーは介護職員に対してある時点での介護
スキルを評価し、その時に「できていない」と評価
した介護スキル項目に対し、OJTを通じて「でき

る」ようになるよう、スキルアップの指導・助言を
行います。
　更にアセッサーはOJTを実施後、介護者が知識
として理解し介護スキルとして確実に習得できた
か、スキルアップの確認及びスキルの定着確認を行
います。

ＯＪＴが機能すると
職員の学習意欲が向上

OJT

できる

できない
項目

期首評価

期末評価

期中

目標を設定

目標到達

課題整理
「できる」の定着を目指す

目標にむけ努力

評価期間（OJT実施期間）

　このように介護キャリア段位制度ではアセッサー
による評価及びOJTを実施しています。その効果
として介護キャリア段位制度に取り組む事業所に対
し、どのような波及効果があったかアンケート調査

を行ったところ、約４割の事業所より職員の学習意
欲の向上や職員の自尊心の向上の効果があったとの
回答が得られました。

44.8% 38.3%

（出典：平成 25年度老人保健健康増進等事業「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関する調査研究事業」）

職員の学習意欲の向上 職員の自尊心・
自己効力感の向上
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　これらは「OJT」が機能することで教わる側は自
分で学んでいこうとする学習意欲が向上し、教える
側は適切な人材育成を行うための学習意欲が向上す
るといった、まさにOJTを「文化」とする効果があ
るということを示しています。
　OJTによる介護スキルの向上がはかられ、確実

に実践できると「評価」されることで自分のスキル
に自信を持ち、利用者やその家族、また社会から必
要とされる「評価」を受けることとなるため、モ
チベーションが高まり、介護の質向上のみならず、
チームケアの強化へとつながっていくといえます。

OJTによる介護スキルの向上

介護スキルに対する
自身の向上

モチベーションアップ！

利用者・家族、社会の評価

スキル評価による
確実な実践の確認

人材定着
　チームケアの強化

学習意欲の向上
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　介護キャリア段位制度は平成24年度から内閣府
において実施され、平成27年度からは厚生労働省
の「介護職員資質向上促進事業」として実施されて
います。
　本事業は「介護職員資質向上」を目的として、介
護スキルの評価基準を示すとともに、制度の理解と

普及を行っています。
　また、介護職員の介護スキルの評価を行うととも
に、介護事業所・施設でのOJT実施による介護ス
キルに関する人材育成の要となる「アセッサー」の
養成を行っています。

介護キャリア段位制度について

　介護キャリア段位制度ホームページでは介護キャリア段位制度に関する最新情報の発信や、アセッサー
講習に関する情報など、様々な情報を発信しています。
　インターネットの検索サイトから「介護キャリア段位」と入力して検索、または介護キャリア段位制
度ホームページ　https://careprofessional.org/careproweb/jsp/　を是非ともご参照ください。

介護プロフェッショナルキャリア段位制度

お問い合わせはメール又はキャリア段位制度ホームページから
eMail  careprofessional@espa.or.jp

介護キャリア段位制度

Designed by Freepik.com 15
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