プロフェッショナル人材を

「見える化」する

評価と育成の一体化によって、プロの成長シナリオを描け

Text = 入倉由理子（4～26P）
Photo = 刑部友康、鈴木慶子、平山 諭
Illustration = ノグチユミコ
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はじめに

「蜘蛛の糸」をいかに太くし、そこに結び目をつくるか
芥川龍之介の『蜘蛛の糸』。地獄に落ちた主人公が、と
ても脆弱な、ただし天国に至る唯一の道である蜘蛛の糸
を人を蹴落としてまで必死に昇り、天国に手が届きそう
になった瞬間に糸が切れて真っ逆さまに転落――という

「天国」の像が結べず、そこに至る「糸」も垂らされていな
い状態ということになる。
もちろん、例外はあると思う。しかしながら、多くの専
門人材たちは、そんな状態にあるのではないか。

わびしい物語だ。しかし、ここにはまだ救いがある。
「天

近年、ミドル層の増大に合わせて、特定の専門領域の

国」が暗闇の向こうに垣間見え、そこに至る道（糸）が眼

なかでキャリアを歩む人たちを支援すべく、多くの企業

前に示されているからだ。少し前の企業内の「
（管理職へ

が複線型人事制度を取り入れてきた。しかしながら、専

の）出世競争」にも似ている。

門人材たちの声を聞くと、複線に分けてもなお、専門能

企業内のプロフェッショナル、すなわち専門人材をこ

力の定義やその向上の道筋は不明瞭である。これをどう

のアナロジーでとらえるとどうか。それなりに仕事を楽

していけばいいのか。どうやって専門人材たちに、天国

しんでいる人も多く、暗闇というほどではない。そこに

とそこに至る糸を見せることができるのか。糸は強固な

はそもそも上下（「天国」と「地獄」）の感覚はないのかも

ほうがいい。結び目、つまりマイルストーンが明確で、で

しれない。ただ、ふと、
「もうずっと変わっていない気が

きたらはしごのようになっているほうがいい。

するな」という疑問を持ったりする。それを変えようと

今回、私たちはその手法を見つけるために、企業の外

しても手だてはなく、もやもやした日々を過ごす……。

に目を転じた。そこにプロとしての能力を見える化し、

もう少し、現実的な話をしよう。本企画を進めるにあ

育む光明が見えたからである。

たり、私たちの職務領域である「編集」という専門人材に

6ページからは、給与水準がそれほど高くなく、その職

関して会話を繰り返した。編集の仕事は専門職のなかで

務の専門性と比較すると社会的地位も確立できていない

も比較的、その専門性が明らかになっているように見え

介護という分野において、一定の成功をおさめている

るし、作品も残る。それでも、いざ専門能力を見える化し
ようとすると、難しいということがわかった。
まず、
「すごい編集者」の能力の言語化ができていない。

「能力の見える化」の仕組みを紹介する。
この手法を一般化するとき、社内のみならず、社外と
の連携が欠かせないことも、わかったことの1つである。

確かにとても面白い、読者受けする企画をつくることは

18ページから、多様な連携の可能性について言及する。

わかる。しかし、彼らがなぜすごいのか、定義付けしろと

そして24ページからは、能力を見える化し、人材の価

いわれても実は難しい。たとえば1年目の編集者が10年

値を高めることの企業のメリットを考える。日本企業は

目の編集者を見て「すごい」と心酔したとしても、どうす

「人が財産」と言い切る。しかし、その資産価値の数値化

れば彼／彼女のようになれるかは不透明である。もし、

には無頓着である。人の資産価値が詳らかになり、外部

言語化されていたとしても、そこに至る道がわからない。

のステークホルダーに伝わるならば、プロの能力の見え

今年何をやって、来年、3年後、5年後……と、どのように

る化に拍車がかかるはずだ。そんなグッドスパイラルな

仕事を積み重ねればいいのかが鮮明にならない。つまり、

未来を描くことにも挑戦したい。
本誌編集／入倉由理子
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介護のキャリア段位に見る

プロフェッショナルの能力と
キャリアラダーをどう見える化するか
「介護」というと、企業人事とのつながりを感じにくいかもしれない。しかし、少し引いた視点から見ると、
能力評価と OJT の一体化によってプロを育てる優れた仕組みとして、多くの発見がある。

キャリア段位とは、内閣府主導で

ジ参照）と、省エネや再生可能エネ

４以上を“プロフェッショナル”
とし

進められてきた実践的な職業能力の

ルギーの導入など、エネルギーの総

て認定。
“プロ”のレベルは、
「一人前

評価・認定制度だ。企業や事業所ご

合的なマネジメントを行う「エネル

の仕事ができることに加え、チーム

とに個別に行われている職業能力評

ギー・環境マネジャー」がある。

内でリーダーシップを発揮すること
ができる段階」と定義付けられてい

価に共通のモノサシを導入し、成長
分野における人材育成の加速を目指

レベル4で“プロ”認定

る。さらにその上のレベルでは、そ

す。介護はその１つだ。ほかに食の

リーダーシップの発揮も必要

の業界のトッププロフェッショナル
として社外からの高い評価が得られ

６次産業化を担う「食 Pro．」
（23ペー
キャリア段位は、職種共通で７つ

能力とラダーを
明確にすれば

るレベルと見なしている。

のレベルに分かれている（右ページ

介護分野のキャリア段位のスター

図参照）
。レベル１をエントリーレ

トは2012年。レベル２から４までの

ベル、３で誰にも頼らず、一人前の

認 定 を 開 始 し、2015年 ３ 月 時 点 で

仕事ができるようになるレベルとし、

428人の認定者を出している。その

プロが育つ
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能力の定義を
明確にする

キャリアラダーを
見える化する

「わかる（知識）」＋
「できる（実践的スキル）」
で評価する

「レベルアップ＝職域の拡大」
と考える

JUL 2015

プロフェッショナル人材を「見える化」する

職務の過酷さと専門性の高さに比べ
ると、介護人材の社会的地位はまだ

■ キャリア段位制度に見る

エントリーレベルから
トッププロまで段位を認定

能力・スキルのレベル

まだ低い。その専門性を見える化し、
LEVEL 7

社会全体で標準化して評価し、介護
職の地位向上を実現しようとするの

LEVEL 6

がこの試みである。

LEVEL 5

プロレベル

能力評価と OJT を一体化
プロを育てる一連の流れに

LEVEL 4

LEVEL 3

冒頭で述べたように、少し引いた
視点でこの制度を見たとき、企業が
学べることがある。多くの企業は専
門職制度や職能資格制度のなかで、
専門人材に対してもグレードや職級
を用意している。それとこのキャリ

その分野を代表するトッププロフェッショナルの段階

LEVEL 2

LEVEL 1

プロのスキルに加えて、特定の専門分野、業種におけるさらに高度な専門性を
持つ、あるいは、その人の独自の方法が顧客から認知・評価されている段階

一人前の仕事ができることに加え、チーム内でリーダーシップを
発揮することができる段階

指示書がなくとも、一人前の仕事ができる段階

一定の指示のもとに、ある程度の仕事ができる段階

エントリーレベル

職業準備教育を受けた段階

出典：シルバーサービス振興会「キャリア段位制度」パンフレットをもとに編集部作成

ア段位の違いは、能力の定義から評
価項目をつくり、その評価プロセス

あたっては、経験年数だけによって

い」を現場で確認する。すると、でき

を通じて現場で人材を育てるところ

決まる年功的運用と異なり、レベル

ていないことをその場で指摘するた

まで、一連の流れをつくっている点

による職務範囲の違いは明確である。

め、能力評価と同時に指導が行われ

能力評価の段階では、各人の能力

る。つまり、能力を測ることと OJT

まず能力の定義において、
「でき

を評価する評価者（企業でいえば上

が一体化し、能力向上に寄与すると

る（実践的スキル）」を埋め込んでい

司／マネジャー）を育てることが欠

いう構図をつくり上げている。

るのが１つの肝だ。これによって、

かせない。その仕組みも構築された。

だ（下図01〜04参照）。

次からこの一連のプロセスについ

「わかる（知識）」があっても、現場で

また、評価者による評価は現場で

て、どのように仕組みをつくり、ど

実践できない、という状態を防ぐ。

行われる。一つひとつの評価項目に

う現場に落とし込み、人材育成につ

キャリアラダーを見える化するに

ついて、
「できている」
「できていな

なげているのかを説明していく。

03

04

評価者をつくる

アセスメントを
現場で機能させる

現場のマネジャーを
育成する

現場の OJT ツールとして
評価項目を活かす
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能力の定義を明確にする

「わかる（知識）」＋「できる（実践的スキル）」
で評価する
まずは、プロの能力をいかに明確

参照）。たとえ専門知識を有してい

氏だ。この状態を回避するために、

ても、現場で実践できなければ意味

一般的には知識重視になりがちな資

がないし、実践できても知識的背景

格認定制度の考え方から一歩踏み出

がなければ応用が利かない。

し、特に「できる（実践的スキル）
」を

（実践的スキル）」の両面が重要であ

「『わかる』の認定には主に介護福祉

重視するに至った。

る、という思想を貫いている（下図

士という公的資格を使います。介護

「できる」は、現場での行動評価を

福祉士の認定から約20年が経過し

実施することで認定する。行動評価

ましたが、資格取得が介護のプロと

の項目数は、148（レベル４認定の場

して高いスキルを持っているという

合。レベル２、３では少なくなる）。

認知につながっていません。同時に

かなり具体的な行動にまで落とし込

介護スタッフたちが、自らはこのレ

んでいる（右ページ図参照）。

に定義付けするかを考える。
既述の通り、プロの能力の定義付
けには「わかる（知識）」と「できる

ベルの仕事ができると、明確に表現
できる状態にもなっていないので
す」と話すのは、介護のキャリア段

く どめ

久留善武 氏

介護スタッフの行動を調査。
「適切」から具体的な表現へ

位の運営を担うシルバーサービス振

シルバーサービス振興会
総務部長 企画部長

興会の総務部長 企画部長、久留善武

では、実践的スキルをどのように

■ 介護のキャリア段位のレベルと評価の仕組み
LEVEL 7

知識を基盤に、
実践的スキルを重視して
「プロ度」を評価

LEVEL 6

レベル５と同様

LEVEL 5

多様な生活障害を持つ利用者に質の高い介護を実践。介護技術の
指導や職種間連携のキーパーソンとなり、チームケアの質を改善

LEVEL 4

チーム内でのリーダーシップ、部下に対する指示・指導。本レベ
ル以上がアセッサーになれる

LEVEL 3

利用者の状況に応じた介護や他職種の連携等を行うための幅広い
領域の知識・技術を習得し、的確な介護を実践

LEVEL 2-2

一定の範囲で利用者ニーズや状況の変化を把握・判断し、それに
応じた介護を実践

LEVEL 2-1

基本的な知識・技術を活用し、決められた手順等に従って、基本
的な介護を実践

LEVEL 1

初任者研修により、在宅・施設で働くうえで必要となる基本的な
知識・技術を習得

出典：シルバーサービス振興会「介護キャリア
段位制度の概要」をもとに編集部作成
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介護福祉士であること
（国家試験合格）
介護福祉士養成課程または実務者研修
修了 ＊介護職員基礎研修修了でも可

●基本介護技術の評価 ●利用者視点で
の評価 ●地域包括ケアシステム＆リー
ダーシップに関する評価
●基本介護技術の評価
●利用者視点での評価
●基本介護技術の評価
●利用者視点での評価の一部（感染症対
策・衛生管理など）

介護職員初任者研修修了
＊ホームヘルパー2級研修、
または1級研修修了も含む

わかる（知識）

●基本介護技術の評価
（状況の変化に応じた対応を除く）

できる（実践的スキル）

プロフェッショナル人材を「見える化」する

言語化・具体化していったのだろう

何をどう評価するのか。
具体的な行動レベルで設定

か。現場における「できる／できな
い」は状況によって異なることもあ
きな壁になりがちである。
「それは
介護の世界でも同様でした」と、兵
庫県立大学大学院経営研究科教授の
筒井孝子氏は振り返る。

■「できる」の評価項目
基本介護技 術での評価

り、単純に言語化できないことが大

【食事介助】

❶ 声を掛けたり肩をたたいたりするなどして、利用者の覚醒
状態を確認したか
❷ 嚥下障害のある利用者の食事にとろみをつけたか
❸ 禁忌食の確認をしたか
❹ 飲み込むことができる食べ物の形態かどうか確認したか
❺ 食べやすい座位や体幹の傾きはないか等座位の安定を確認
したか
❻ 顎が引けている状態で食事が取れるようにしたか

食事の準備を
行うことができる
＊ LEVEL 2 -1〜4

「介護の世界にも、職業能力評価は

『食事の介助が適切にできる』といっ
た書き方がなされ、安全、適切とい

【利用者・家族との

地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム ＆リ ー ダ ー シ ッ プ

項目は
『排泄の世話が安全にできる』

利用者 視 点での評 価

従来からありました。しかし、その

【地域包括ケアシステム】

（自分で対応できない場合）相談・苦情の内容について、上
❶
司に報告し、対応を依頼することができたか
❷相談・苦情の内容および関連情報を正確に把握・収集し、
わかりやすく整理することができたか
❸苦情の要因を特定し、解決策および再発防止策を考えるこ
とができたか
❹苦情に対する解決策および再発防止策を利用者や家族に説
明し、納得してもらえたか

コミュニケーション】

相談・苦情対応が
できる
＊ LEVEL 2 -2〜4

うことが実際にどんなことなのか、
具体化されてはいなかったのです」
（筒井氏）
そんな状況にあった介護の世界で、
筒井氏が1993年から1996年まで取
り組んだのが、介護保険の要介護認
定の基準づくりのための基礎データ
収集だった。それは、当時、介護サー
ビスの質が高いとされた特別養護老
人ホーム、老人保健施設、介護力強

地域内の社会資源との
情報共有ができる
＊ LEVEL 4

【リーダーシップ】

❶個々のスキルや仕事に対する取り組みの意識を把握し、ス
タッフのキャリア・プランに応じて育成計画を立案して指
導しているか
❷介護の現場で、スタッフのスキルや利用者とのコミュニケ
ーションの取り方等について、具体的な指導・助言を行っ
ているか
❸利用者の不信感やスタッフのモチベーションの低下を招か
ないように、介護の現場でスタッフに指導・助言を行う場
合は、利用者の面前でスタッフを注意したり叱ったりせず、
後で声を掛けるなどしているか

現場で適切な
技術指導ができる
＊ LEVEL 4

化病院などで実施されたタイムスタ
ディ調査で行われたという。
「その施設で介護を提供していた全

❶関連する関係機関で情報共有を図るため、利用者にサービ
スを提供したときに進捗状況や結果を関連する他の機関ま
たは自身が所属する機関の窓口に情報提供しているか
❷利用者がどんな制度、資源、サービスを利用しているか把
握しているか
❸サービスの実施に必要な知識や情報を、関係する他の機関
等（知人、団体、住民組織等を含む）から集めているか

出典：シルバーサービス振興会「介護キャリア段位制度の概要」をもとに編集部作成

職員一人ひとりに調査員がついて追
い続け、行動・動作をすべて書いて
もらいました。調査員には調査説明

供時の介護職員の能力には段階があ

り方があり得るのだろうか。
「わか

会を実施し、どのように介護サービ

ること、すなわち、介護技術にも基

る」については、企業でも公的資格

スを提供しているかを記述する方法

準があることが見えてきた。後に内

を活用したり、社内外の研修によっ

を研修していったのです。そうでな

閣府からの依頼で、これらのデータ

て担保する方法があろう（詳細は18

ければ、
『安全に』
『適切に』というレ

を再分析することで、介護のキャリ

ページ）。

ベルの記述になってしまいますか

ア段位の「できる」の評価項目が作成

ら」
（筒井氏）

されることになった。

動」レベルで記述する部分だ。その
職務におけるプロがどのように行動

この調査によって、膨大な量の介
護 職 の 行 動 デ ー タ が 集 め ら れ た。
「介護サービスの利用者は多様」
（筒

より難しいのが、
「できる」を「行

マネジャーへのヒアリングなど

するかを知っているのは、間違いな

現場との協業が求められる

く現場である。現場のマネジャーへ
のヒアリングや高業績者の行動観察

井氏）ではあるが、介護の基本技術
である食事・入浴・排泄で標準的に

「わかる」と「できる」による能力の

といった、現場との協業が求められ

とるべき行動と、そのサービスの提

認定を企業で行うならば、どんなや

るだろう。
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02

キャリアラダーを見える化する

「レベルアップ＝職域の拡大」と考える
企業で専門人材が上っていくグレ

されていることだ。筒井氏は、要介

ードをつくっても、現実的には年功

護認定のコンピュータシステムのロ

的運用に陥りがちである。しかし、

ジックをつくるための調査で抽出し

クリエイティビティには

介護のキャリア段位は、この仕組み

た介護技術を、介護スタッフが実際

確かな技術の基盤が必要

に、見える化された技術評価という

にできた通過率をもとに並べ替えた。

新たな軸を追加している。知識と実

必ず通過しなければならない食事・

このように詳細に能力をレベルに

践スキルのレベルの基準を示すのと

入浴・排泄という基礎介護技術をレ

よって固定化することは、個人のク

同時に、プロがレベルを上げていく

ベル２に置き、そこから難易度が高

リエイティビティの発揮を阻み、成

ためのキャリアステップを明確に提

くなるように設定した。

長を阻害するのではないかと問うと、

ます」
（久留氏）

また、対象範囲も大きくなる。
「２

「それは必ず出る議論」と筒井氏は答

−１では、利用者と１対１でのサー

えた。
「とても個性的でデフォルメ

「職域の拡大」に注目したからだ。下

ビスが提供できることを必須として

された絵画を描く画家でも、実は高

図を参照してほしい。レベル２−１

います。それが２−２、３のレベル

度なデッサン力を持っている。介護

から４へとレベルアップするには、

になると、事業所内の看護師や生活

も同様で、クリエイティブな“利用

相談員などといった利用者の視点に

者一人ひとりに対する最適な介護”

立ってチームアプローチができるこ

を実現するには、その背景に確かな

この仕組みの前提は、レベル２よ

とが求められます。さらに４のレベ

技術や事故防止に関する知識が必要

りは３、３よりは４の職務がより高

ルではチーム全体のマネジメントや

になる。介護キャリア段位は、クリ

いレベルの能力を有することが整理

施設の外との連携が必要になってき

エイティブ、あるいは個別性を配慮

示したのである。それを可能にした
のは、個々の技術の質的向上よりも、

「できること」
（●部分）を増やす必要
がある。

した介護を実現させるために必要な
基礎的な能力とは何かを、見える化

「できる」のレベルは
「職域の拡大」によって
アップ

基本介護技術の評価

利用者視点での評価

的部分を示しています」
（筒井氏）

LEVEL 2-2

LEVEL 3

LEVEL 4

入浴介助

●

●

●

●

食事介助

●

●

●

●

排泄介助

●

●

●

●

移乗・移動・体位変換

●

●

●

●

状況の変化に応じた対応

×

●（一部 ）

●

●

利用者・家族との
コミュニケーション

×

●（一部 ）

●

●

介護過程の展開

×
×
×
×
×

×

●

●

●

●

●

●（一部 ）

●

●

×
×

●

●

●

●

人たちが自分の能力を伸ばし、成長

×
×

×
×

●

するモチベーションを高める仕組み

感染症対策・衛生管理
身体拘束廃止
終末期ケア

×
×

地域包括ケアシステム
リーダーシップ

●

出典：シルバーサービス振興会「介護キャリア段位制度の概要」をもとに編集部作成
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レベル５以上の認定を現在は行っ

LEVEL 2-1

事故発生防止

地域包括ケアシステ
ム＆リーダーシップ

することを目指した評価基準の基礎

■ レベル別「できる」の項目
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ていない。
「まずは日常的に介護を
提供する、何万人もの介護職に光を
当てることが目的」
（筒井氏）だから
だ。
「残念ながら、多くの介護職は、
社会からリスペクトされているとも、
自分はこの仕事によって、十分に報
われているとも思っていない。その

であってほしいと考えています」
（筒
井氏）

03

プロフェッショナル人材を「見える化」する

評価者をつくる

現場のマネジャーを育成する

ここからは、能力評価の明確な定

３年以上の実務経験と介護福祉士指

補者が取り組むことで、介護の現場

義とそれをもとにしたレベルの認定

導者講習会の修了といった形で、評

に“学習する場”をつくることを目指

を、現場でいかに機能させ、それを

価者に求められる属性要件に組み込

しました」
（筒井氏）。研修や勉強会

人材育成につなげるかを考える。

まれている。介護スタッフとしての

によって最新の知識・技術を学ぶ機

専門知識・技術を持つことが前提だ。

会が豊富な医療・看護の世界と、小

動を評価する人、
「評価者」に注目し

そのうえで、後者の条件を満たす

規模な施設内に閉じた介護の現場は

たい。キャリア段位認定の仕組みは

ために、評価者講習の受講と修了が

まったく異なる。
「事前学習が現場

こうだ。まず、介護事業所や施設で

必須とされる。講習は下図に示した

で行われますから、施設内のほかの

介護スタッフを評価者が内部評価す

通り。テキスト学習と e ラーニング

スタッフとの知識・技術の共有が進

る。その評価をもとに、実施機関の

による事前学習、現場でのトライア

みますし、e ラーニングの掲示板で

なかにあるレベル認定委員会が認定。

ル評価、集合講習・修了試験という

は、全国のほかのスタッフとの情報

まずは、現場で介護スタッフの行

2015年３月時点でキャリア段位認

「高いハードルを越えなければ修了

定者が428人なのに対し、評価者と

できない仕組み」
（久留氏）となって

して登録された人は7817人。評価者

いる。

が先んじて養成され、各介護事業
所・施設で段位認定を本格化させる。

事前学習で介護の現場に
“学習する場”をつくる

企業になぞらえれば、現場の上司の
育成が先、ということだ。

その最大のポイントは、
「事前学

評価者には、介護技術の深い理解
と、評価スキルの獲得が求められる。

習」と筒井氏は言い切る。
「eラーニ

鈴木 務 氏

前者については、介護福祉士として

ングを含めた事前学習に評価者の候

若竹大寿会
リハリゾート青葉

テキストの読み込みから
トライアル評価まで。
事前学習で「学ぶ文化」をつくる

■ 評価者の育成のプロセス

介護長

Suzuki Tsutomu_2002年、若竹
大寿会に入社。介護スタッフなど
として勤務し、2012年より現職。
リハリゾート青葉の介護スタッフ
約50人を束ねる。自身は2013年
に評価者講習を修了。

組織全体で「学び続ける」という文化を醸成

テキストを読み込む

e ラーニング
（平均17時間）

①介護のキャリア段位制度について
／②評価項目・方法の理解／③模擬
演習／④確認テスト／⑤トライアル
評価の実施方法について学ぶ。①、
②、④に関しては試験形式で、合格
しないと修了できない。

基本介護技術についての
トライアル評価

集合講習・修了試験
（5時間45分）

（平均8時間）
「利用者の状態」
に即した
「介護技術」
が提供されているかを実際に現場で
記録してみる。基本介護技術につい
て、全62項目。

介護キャリア段位制度の意義／アセ
ッサーの役割／動画を用いた記録監
査／トライアル評価の相互監査／介
護キャリア段位制度における内部評
価の取り組みと OJT の推進につい
て／などのカリキュラムを経て、最
後に講習修了のための確認テストを
行う。合格できなかった人は、後日
再テスト。

出典：シルバーサービス振興会「介護キャリア段位制度の進捗状況」をもとに編集部作成
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によって介護職のモチベーションア

をより高める必要がある。そのため

実際にはどうだろうか。神奈川県

ップを目指す、という目的に賛同し

には現場のコミュニケーションのな

横浜市青葉区の介護老人保健施設リ

たことはもちろん、現場に“祭り状

かで理解を深める状態をつくりたか

ハリゾート青葉では、既に14人の評

態”をつくりたかったのです」と振り

った。実際に、e ラーニングの使い

価 者 が い る（ 法 人 全 体 で は28人 ）。

返る。リハリゾート青葉の場合、組

方を教え合ったり、トライアル評価

2013年に自身が評価者となった介

織として人材育成に取り組み、上司

で従来の介護の仕方の見直しをし合

護長・鈴木務氏は、その翌年に複数

や先輩が後輩を育てる文化はもとも

ったりと、見事に“祭り”となって、

人を同時に評価者講習に挑戦させた。

とある。
「それでも、介護の質を上げ

施設として１つになれたという実感

その理由について、
「キャリア段位

ていこうと思えば、人の知識や技術

があります」
（鈴木氏）

交換も可能にしました」
（筒井氏）

04

アセスメントを現場で機能させる

現場の OJ T ツールとして評価項目を活かす
たった。大和田氏は「介護スタッフ

評価者という現場の評価・育成担

体的な仕組みは下図の通りである。

当が生まれる。評価者養成のプロセ

前出のリハリゾート青葉では、最

スで現場に学ぶ文化ができる。それ

初に評価者となった介護長・鈴木氏

そのためのいい機会だと感じまし

が基盤となって、能力評価と OJT が

が、2013年、入社２年目だった介護

た」と、認定を受けようと思った理

現場で一体化し、人が育つ。その具

スタッフ・大和田憲一氏の評価にあ

由を明かす。

としてもっと知識・技術を高めたい。

評価者は、被評価者の行動を４段
階で評価するだけでなく、利用者の

■ キャリア段位の評価プロセス

能力評価と OJT が一体化。
強み・弱みを知って
指導・振り返りのループが回る

1
被評価者は
自己評価

7

2
評価者と被評価者
で面談し、評価期
間と目標を設定

3

被評価者は再度、
自己評価
評価開始の
届け出

評価者が
評価を実施

被評価者が業務に
つく。評価者は目
標達成を支援

出典：シルバーサービス振興会「介護キャリア段位制度の概要」をもとに編集部作成
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ページ図参照）。この意味合いは２
含めた現場の状態を、深く理解する

6

12

し、記述することが求められる（次
つある。１つは評価者が被評価者を

評価者、被評価者
で面談。できない
と評価されたこと
のポイントを確認
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4

ことにつながる点である。もう１つ

プロフェッショナル人材を「見える化」する

は、現場でつぶさに観察し、なぜで
きなかったか、どんな強みと弱みが
あるのかを見極めて、その場で、あ
るいはその後に「できていなかった
点について指導できる」
（鈴木氏）こ
とだ。評価者は同時に指導者でもあ
る、という構図だ。
また、強みや弱みを理解すること

介護スタッフは毎日介護記録をつける。
「大和
田さんの介護記録が非常に具体的になってきた。
それも彼の成長を実感する瞬間です」
（鈴木氏）

で、新たな育成の場も生まれた。
「人

大和田憲一 氏
若竹大寿会
リハリゾート青葉

にわかりやすく説明することが苦手

Owada Kenichi_ 祖母の介
護を通じて介護職に魅力を
感じる。介護専門学校卒業
後、2012年入社。2013年
より１年間、キャリア段位
の評価に入り、2−1のレベ
ル認定を受ける。

だとわかり、課題を決めてプレゼン
をしてもらう研修の場を設けたり、

ることに批判もある。
「現場ででき

苦手な技術に関しては反復練習をし

ないことが見え、それを修正してい

てもらったりしました」
（鈴木氏）

くのにそれだけの時間が必要なのは

日常の指導やこうした研修の場を

当然」と筒井氏は話す。単なる評価

通じて、大和田氏は自らの技術に自

ととらえれば３〜６カ月は確かに長

バラだった OJT の標準化が起こり、

信をつけた。今では施設内の勉強会

い。しかし、同時に人材育成の仕組

どの介護施設でも一定の水準の人材

の１つ、リスクマネジメント委員会

みであるならば、長期間、日常的に

が育つ状態になる。

の担当となった。そうした成長実感

現場で認定のループが回っているの

企業においても、介護のキャリア

とともに、レベル２の認定を受けた。

は当然だ。評価者とキャリア段位認

段位と共通部分を持つ事例がある。

定者が増え、このループが全国で同

企業人事にとってより身近な事例と

時多発的に回るようになれば、バラ

して、次ページから紹介する。

弱みが見えて修正する。
そのためには6カ月必要
これはできる／できない、ここは
強い／弱いと特定の技術について現

できていること・できていないこと
を細部まで記述

■ 評価者による評価記録例

場で上司が部下を観察する。そして
指導して、レビューする。企業でこ
のような OJT が回れば、人が育つこ
とは間違いない。しかし、問題は多
忙なマネジャーにできるかどうかで
ある。もちろん、介護の現場も多忙
だし、利用者は決して待っていては
くれない。それでも「時間をかけれ
ば可能」
（鈴木氏）だという。
「大和田
さんのシフトと利用者の方の状況に
合わせて、
『じゃあ今日はこれを見
に行く』と約束していました。標準
３カ月から６カ月といわれるところ
が１年かかりました」
（鈴木氏）
３〜６カ月以上という時間を要す

評価項目

評価

評価方法

1 入浴介助
2 衣服の着脱ができる

評価項目

【利用者の状態】

❶ 体調や気候に配慮しながら、
利用者の好みの洋服を選ん
でもらったか

A

❷ スクリーンやバスタオル等
を使い、プライバシーに配
慮したか

A

❸ 脱衣の際に、健側から患側
の順番で行ったか

A

❹ ボタンの取り外し等、自力
でできるところは自分で行
うよう利用者に促したか

A

❺ しわやたるみがないか確認
したか

A

現認

認知症があるが、衣類の二者択一は可能。
左上下肢麻痺のため、右手から脱衣を行
う。ボタンの取り外しは難しいが、声掛
けにて袖に腕を通すことは可能。皮膚状
態は少しの圧迫で発赤になるため、しわ
やたるみがないようにする必要がある。

【1回目・2回目の介護の内容】

体調や気候に配慮するとともに、二者択
一してもらって衣類を選んでいた。スク
リーンを使用し、バスタオルで保温しな
がら着脱の介助を行っている。一つひと
つ説明しながら、健側から脱衣していた。
着衣の袖通しなど、できるところは声掛
けして行ってもらっている。皮膚状態を
確認し、着衣の場合、背部の衣類などの
しわやたるみを確認していた。

出典：シルバーサービス振興会「介護キャリア段位制度の概要」をもとに編集部作成
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