
Ｒ４.７.９（土）令和 4年度第１回 福岡県認知症医療センター飯塚記念病院 一般市民＆専門職向け研修会アンケート 

アンケート集計結果：１６９名／２５１名（回答率：約６７パーセント） 

先日はご多忙の中、福岡県認知症医療センター 飯塚記念病院 令和 4 年度第１回 一般市民＆専門職向け 

研修会にご参加いただきましてありがとうございました。 

 対面参加者の方、ZOOM による参加者の皆様方の声を一人ずつ読ませて頂き、内容が重複するものが多々あ

りましたが、皆様から頂いた声をそのまま掲載させて頂く運びと致しました。１５ページ近くの集計結果です

が、ご一読いただければ幸いです。 

 

１.本日の研修会について  ※該当する項目に○をつけてください。 ※参加者のみの回答 

とても満足 １１５    満足 ５４     やや不満 ０    不満 ０ 

◇ご回答いただいた項目に対して、具体的に選んだ理由を教えてください。 

・当事者の生の声をしっかりと聞く機会がなかったが、色々と深く聞くことが出来て勉強に 

なった。 

・当事者の話をきく機会は貴重。 

・私は認知症患者の家族です。母は１人で生活をし、デイサービスを利用しております。 

参考になる話しが多く、良い事、悪い事、これからの対応のしかたについて考えさせられまし 

た。 

・当事者に聞くことの大切さを教えてくれた。 

・内容がすばらしいと思った。 

・丹野さん、当事者としてのお話しにとても参考になりました。これからもパートナーとして 

 夫の話しに耳を傾け、本人が日々明るく元気に自らの願いに何か光るよう応援します。 

・義兄が認知症。 

・お二人のお話はとても参考になりました。ただ対面で研修を受けた際に、竹内さんのパワーポ

イントが画面上で少し小さかったので手元に資料を頂けたら嬉しかったです。 

・直接お話をきけましたので。 

・本人さんのお話を直接聞くことが出来てとっても感動致しました。 

・認知症の当事者の話しが聞けて・・。 

・認知症の方は閉じこめず外に出て会話したり行動する事が大切と知りました。 

・丹野さんのお話を聞き、若年性でもと勇気づけられました。 

・認知症当事者の考え、やりたい事等を尊重する事の重要性が良く分かりました。 

・基調講演、トークセッションとても本音の話をざっくばらんに聴けて、楽しかったから。 

・認知症になったからこそこの仕事ができる！マイナスではなくプラスに前向きに進んでおられ

る。とても勇気づけられる講演でした。 

・当事者が自力で前進する、立位置、方法が理解できた。 

・まだまだわかっていない事がおおいと思います。 

・丹野さんの長時間の話、とてもためになりました。おつかれ様です。 

・当事者の方の貴重なご意見がきけて良かったです。ありがとうございました。 

・丹野さんに会いたいと思っていた願いがかなって嬉しかった。丹野さんはやっぱり素晴らし

い！！パーソンセンタードケアの具現化に向けて、それを心に置いて、仕事をしていきたいと 

思わせていただいたからです。 

・若年性認知症の認識が変わりました。周りの理解により、仕事をする事もできるし、講演の内

容もわかりやすいし、認知症といわれなければわかりません。 

・オレンジドア、病院内でピアサポート、リカバリーカレッジ等スクリーンに出た項目のレジメ

があると良かったと思う。 

・認知症になったら・・・と考えていたことが全く違い、前向きに、年齢を重ねていくと 



できなくなってきたことを自分で受け入れ対処していくことが大切だと気づかされました。 

・久しぶりの講演で生の声を聞くことができた。 

・実体験から引いてくるお話、要点を押さえた上での自由な発想。 

・当事者と家族関係についての話しがとても良かったです。丹野さんすごいです。 

竹内さんすごいです。 

・実際の声を聞けたこと、自分が注意すること、会話の重要性を再認識。 

・本人の実話を聞いて良かった。色んな事に考えさせられました。 

・当事者の方のリアルの話しで学びが多かったです。 

・当事者の方の本音にふれ、思わずぐっと心が動いた。個人個人違うこと。 

・当事者の気持ちを聞けたこと、いつも家族から相談を聞かないのでドキッとしました・・。 

・当事者の方の心境など、本当に感動しました！！自己決定できる環境を回りがつくる、 

対話する！！を心がけたいです。 

・色々な話しを聞けて良かった。 

・認知症になっても頑張っている姿に感動しました。 

・丹野智文氏の本音をお聞きする事が出来た事（当事者抜きの対応、家族の都合の支援？施設、 

病院に入れられる？） 

・若年型の人の発表などは折り触れて聞いたりしていますが、施設入所の認知症老人は？  

施設での対応も聴かせて欲しいです。 

・丹野さんが講演されてすごいと思います。 

・自分としっかりと向き合い絶対にあきらめないでポジティブに生きる・・素晴らしいです。 

・若年性認知症の認識、染まりました。元気になれるんだと感心しました。 

・当事者の声が聞けて良かった。 

・丹野さんのお話、当事者を主に考えるということは大切なことだと思いました。 

・認知症の本人の声の方の講演が直接聞けてとても参考になった。 

・認知症発症の方との関わり方の参考になりました。（認知症を意識せず、１人の人として関わり

と人間関係の構築になる） 

・職場で認知症の方と接する事があります。本日、当事者の声が聞けました。今後、接し方に注

意したいと思いました。（本人の声を聞く、待つ、心がけたいです。） 

・認知症の患者様とかかわること多い職場で自分なりに理解しているつもりであったが、当事者

の気持ちをまだまだ考えられていないところがあったと感じた。とても学びの多い研修会だっ

た。 

・この様な研修会は初めてなので、丹野先生の体験談話に聞き入りました。苦しみ、悲しみ、 

乗り越えて、今がある事などなど！！ 

・とてもいい話が聞けて良かった。 

・認知症の方と接する際に、当事者がどう感じているか、自分たちでは想像するしかなかったの 

で、直接話を聞けて大変参考になりました。 

・当事者でもできる事が多くあり、介護者の話に偏りやすい、本人の意見を十分に聞き取る。 

・当事者ご本人のお話しを聞かせていただく機会はほぼないので、とても貴重な経験になりまし 

た。 

・丹野さんのお話しには、自分の今関わっている方々の対応を考えさせられましたし、自分の 

思いの一部に共感して頂ける様な思いで聞き入ってしまいました。 

・今まで認知症と診断された方の講演をきく機会がなく、初めて聞けてよかった。 

・「認知症とともに生きる」は、今後の支援はつなげていきたいといつも思います 

（目の前の人を見る） 

・自分達自身だけでは決して知ることのない当事者の方々の貴重なお話を聞くことができたため。 



・丹野さんの話しを聞き、「目からウロコ」認知症の方との接し方が変わると思います。 

・学びが多かった。当事者でないと分からない気持ちや本当の意味の支援のあり方を学べた。 

・当事者目線での意見に考えさせられることが多くありました。本人のサポートを第一に 

 しという方針の大切さを学べました。 

・当事者の声が直接聞けて、今後の対応について大いに参考になった。 

・比較的新しいスタッフで、丹野さん、竹内さんともお話を聞いたのは、初めてのようでした。

皆、喜んでいます。 

・当事者のお話を聞かせて頂くことで気付きがあり、とてもありがたいです。 

・丹野さんの「認知症とともに生きる」講演は、言葉のひと言、ひと言に深い思いが伝わり感動 

 しました。「顔面麻痺で笑顔がつくれないが心の中は笑顔でいたい」心に残ることばでした。 

・当事者の話を初めて聞く事ができて良かったと思います。考えさせられました。 

・認知症の方がどう思って行動しているのかが知れてとても満足です。 

・実際に認知症患者さんの思いを聞けたこと。 

・実際に認知症患者さんの思いを聞けたこと。 

・患者としてではなく、一人の人として対応する大切である事を学んだ。 

・当事者の生の声を直接聞く事が出来、自分の過剰な偏見を気付かされた。 

・認知症患者さんがどのような気持ちで過ごしているのかを知れたこと、接し方や関わり方が 

間違えていたことに気付くことができたから。 

・当事者の話しを聞けて認知症の患者に対する対応の仕方などを改めて考えさせてもらいました。 

・当事者としての思いがとてもよく伝わってきました。 

・本人丹野智文さんの心からのさけびが今後の自分にどうかかわるか。 

・ご本人の思い、家族の思いを語られていた。若年での発症はかなりのショックだっただろう。 

・具体的に生きた声や感想を聞けて、ダイレクトで感じられてよかったです。 

・当事者の話が聞けるのは貴重です。 

・認知症当事者の方の思いや声を聞く機会がなかなかなかった為、今回は大変貴重な時間と 

なりました。ありがとうございました。 

・途中からしか参加できなかったので、自分の問題です。 

・当事者の方とセッションを興味深く聞くことができました。 

・当事者の方から直接お話を聞けたことで当事者の声を聞けたという実感があり、 

勉強になりました。 

・当事者の方の思いがたくさん聞けたことで自分自身の今までの接し方や事業のやり方等につい

ての反省もありましたし、今後にもつなげていけると思います。ありがとうございました。 

・当事者の方のお話を具体的に聞くことが出来、説得力があると感じました。少し欲を言えば、 

時間が少し長い気がします。 

・講師の先生それぞれの経験をうかがうことができ、当事者目線の支援について学ぶことができ

たと感じたから。 

・認知症現在進行中の方と１０年後嘆いたと話せる方々、告知された方へ少しの夢と希望を感じ 

た。 

・認知症当事者本人の言葉で話しが聞けたので満足でした。 

・丹野さんのお話を聞く事ができ、本当に良かったと思います。当事者の思い、経験からはっと

気づかされる事も多くありました。認知症という病気ではなく、目の前のその人をみる、本当

にそうだなと思います。 

・丹野さん（当事者）のお話をじっくり聴けてとても良かったです。 

・当事者の方のお話を聞いて、改めて認知症の方への関わり方を見つめ直す機会になりました。 

・当事者同士の語りにより、パーソンドセンターケアについてより深く学ぶことができた。 



・当事者のなまの声が聞けたことが良かった。当事者の「どうしたい」「どうして欲しい」が 

わかった。 

・当事者の率直な思いが聞く事ができて良かった。 

・丹野さんのエネルギッシュなお話しに心を打たれました。主人に対しての自分の対応に反省を 

感じました。主人も涙を流して聞いていました。 

・丹野様に、当事者の思いやオレンジドアの取り組みを、わかりやすく、熱っぽく語って頂き、

今後、認知症ケアに役立てたいと思いました。 

・丹野さんのお話し、うなずく事ばかり、1 にも 2 にも本人勉強になりました。 

・当事者の方の生の声が聞けてとても良かった。 

・当事者の声を直接、本音がきかれたこと。認知症になったら悪化するばかりと思っていた事が

必ずしもそうではないと自分の中でくつがえされた。 

（介護者が大変という思いが強かったから。） 

・当事者同士のつどい、本当から目からうろこの感じでした。 

・若年性と高齢者を分けるのではなくとのお話しや当事者（丹野さん）の熱意や理解しやすい 

お話に感動しています。 

・「病院、お医者さんにしかできないこともある（丹野さん）」共感しました。パーソンセンター

ドケアに取り組まれている貴院の活動に期待しています。また、今日の成果をどう生かして 

いかれるのか、気になるところです。 

・当事者の話を聞きたかったので応募しました。丹野さんのお話は、いつもいつも気付かされる

ことが多いです。竹内さんのことは今回初めて知りました。トークセッションを楽しみにして

ました。 

・自分の知らない情報や当事者の意見が聞けて良かった。 

・自分が将来、福祉の仕事をする時に認知症の当事者に対してどのような態度をしたらいいのか、

どのような事が大切なのか丹野さんと竹内さんの話を聞いて知ることが出来ました！ 

・認知症について分かりました。 

・今まで当事者から話を聞いた事が無かったので知らない情報を沢山知れて認知症に対する理解

が深まったから。 

・認知症の方の視点で話を聞けた。 

・認知症の方の視点から意見を聞くことができ、とても良い経験になったから。 

・当事者の声を聞くことができ、自分の考えを広げることができたから。 

・若年性アルツハイマーの方の苦労や、逆に良かったことなど、深い部分を知ることができて 

大変良かった。 

・楽しい研修会でした。日々の支援について、本人の思いを大事にする、会話を大事にすること

の大切さを改めて考えさせられました。 

・今、認知症の父を自宅介護中です。当事者の方からの話を聞くことができ、日々の生活を 

振り返る大変良い機会になりました。反省することが多く、勉強になりました。 

・生き生きと生活されている生の声が聞けてとても新鮮でした。  

認知症も障がいのある方への支援も同じところが大事、人の生活の在り方を改めて考える 

いい機会となりました。 

・本人談により、疾患の経過やその後の活動について詳細な理解が得られた。 

・当事者の方の生の声を聞けて考えさせられる事も多かったです。 

・丹野さん竹内さんの飾らない率直な話を聞けた為 

・丹野さんの言葉・思いの重み、机上の研修や勉学では学べない貴重な時間でした。 

・丹野氏の講演、丹野氏と竹内氏のトークセッション共に、当事者目線での貴重なお話を聞く 

ことが出来たと思います。その中で色々と気付かされること、納得する事等多々ありました。 



自分自身の日頃の業務内でも当事者の意思・意見等を大切にしているつもりではありますが、

今日のお話を聞くと「まだまだ足りなかったな」という反省や「本当に出来ていたのか？」と

いう疑問が浮かび、自分自身に対する振り返りのきっかけになり、今後念頭に置くべき指針に

なったと感じています。 

・当事者からのお話は、支援者として日頃の自らの有り方を振り返ることが出来ました。 

ありがとうございました。 

・当事者の方からのお話に、たくさんの学びと、気付きがありました。 

・当事者からの言葉が一番響くと感じました。 

・認知症当事者の方のおかれている状況、思っていることがよく理解できました。 

・当事者の率直な意見や思いが聞けてとてもよかったです。 

お二人の明るさに助けられる人は多いと思います。 

・認知症の方のリアルな思いや臨むことなど垣間見ることができ貴重な講演会でした。 

・当事者目線のわかりやすいお話を聞くことができてわかりやすかったです。 

・ご自身の体験で語られていたので興味深く聞くことができました 

・知っているようで、知らないことばかり話をされて、ご本人が語る言葉は貴重です。 

・認知症をもっとよく理解したいから 

・実際に認知症と診断を受けられた方からの実体験を聞くことができて、自分の今までの対応に

ついて考えさせられました。 

・当事者の丹野さんの話を直接聞かせて頂けた。 

・当事者の思いを知れたこと。良かれと思ったことが当事者には失礼になることがあること。 

たくさんのことを学びました。当事者同士が会える場作りが行政としてどうできるのか考えた

い。 

・実際に当事者からの話を聞けた事。 

・当事者の率直な思いや意見から、気付かされることが多かったから。認知症の人を支援すると

いうよりも、認知症の人と一緒に何かができるといいなと思った。 

・若年性認知症についてよく識ることができたから。 

・大変貴重なお話を伺う事が出来ました。当事者の方との関わり方をもう一度考えたいと思い 

ます。 

・丹野さん、竹内さんの対談は、絶妙。 

・当事者の声を聞くことの重要性がよくわかりました。 

・全てにおいて、気づきが有ります。本人を見る。本人と話す。気をつけます。丹野さん 

の物取られ妄想のお財布の話も参考になりました。 

・認知症の見方が変わり、お話を聞いて納得しました。 

・現在、専門学生ですが今まで福祉に関する講演会の話を聞く機会というものがありませんでし

た。今回、将来福祉に関する仕事に就きたい 1 人として役立つようなエピソードであったり当

事者の気持ちだったりを聞くことでこれからの実習や普段の授業への考え方が変わるのでは 

ないかと思い、すごくいい時間でした。 

・行政、包括窓口対応に対する当事者の方の声を聞くことができ、自分の対応を見直すきっかけ

になりました！ 

 

２.本日の研修会の進行、内容について※該当する項目に○をつけてください。※参加者のみの回答 

とても満足 ９５  満足 ６３    やや不満 ４    不満 ０  無回答 ７ 

◇ご回答いただいた項目に対して、具体的に選んだ理由を教えてください。 

・認知症という言葉にとらわれているなぁと感じた。誰の為のサービスなのか？本人の声を 

しっかりと聞くことの大切さを学びました。“心が動くと身体が動く”大切にしたいです。 



・スムーズな進行だった。 

・当事者間の会話、その中にある思い等々聞いて始めて分かった事。 

「ZOOM」での実施で十分聞き取れた会話、全て良いと思えた。 

・あまることなく、研修を終えられた。 

・会場への気配りがあり、主催側の準備、運営がスムーズでした。 

・様々な質問に対して丹野さん、竹内さんの率直なご意見にとても共感致しました。 

ありがとうございました。 

・（妻）姉の事、自分の名前、住所わかりません。トイレも男子用で大の方して頭を叩く。 

・認知症あるなしに関わらず、自分自身の毎日の暮らしにも家族に対しても考え方を取り入れて 

 参りたいと思いました。 

・事前の説明、進行、とてもスムーズだったと思います。 

・いつもながら丁寧な進行に感嘆です。 

・リモートの発言者はマスクをはずして、よくききとれない。 

・進行としてはいいのでは。 

・丹野氏、竹内氏のやりとりが笑いも交えてお話され楽しく聞かせて頂きました。企画・準備等 

大変おつかれさまでした。ありがとうございました。 

・江頭ＰＳＷさんのエネルギーに感嘆です。きっとご家族や当事者の方たちとこんなふうに 

関わって当事者やご家族の方々の心を明るく元気にされているんだろうな～と想像しました。 

・２部はつらい事もあったお二人なのにユーモアを交えて話されてわかりやすかった。人生、 

いろんな出会いがあるものだと思いました。 

・今、現在、飯塚地区において、認知症の方をどうやって支えていくか？、何を始めないといけ

ないのか、当事者が当事者の相談にのるなどをどうやって始めるかなどの課題が、少し見えて

きたように思います。 

・参加者に確認を取りながら進めて行かれてあり良かった。丁寧な進行、とても好感が 

もてました。ありがとうございました。 

・認知症とは思えない会話でともに生きられる。 

・フリートーク的、事例（実例）、現状の事等入りやすい、当事者としての意見。 

・丹野さん、竹内さんとの２人の会話をとおして、認知症の感じ方が少し変わりました。 

会話が一番。 

・認知症の方の実際の声を聞けた。 

・ポイント、ポイントの資料がほしいです。（資料はだいたい作成しない事の様ですが） 

・特に気になる点はありません。 

・竹内さん、丹野さんの具体的な体験談を聞いて、目からウロコでした。 

・“何で、本人に決めさせないんだ、カヤの外におくんだ！！”身にしみました。 

・ＯＫでした。 

・進行や諸注意の説明がていねいで良かったと思う。 

・丹野氏と画面ごしではあったが、身近に感じる事が出来た。 

・質問内容がある人に事前に書いてもらっていて、その質問に答えて頂いた方がよかったのでは。

ちょっと一方的でしたね。 

・私たちも何時、その様な状況になるのかもしれませんが、オレンジドアの様な場所が欲しい。 

・一生懸命取り組んでおられる様子すばらしいです。 

・いつもテキパキとされている。 

・お二人の会話が自然なので、認知症なのか（丹野さん）と思いました。きちんと話をされて 

説得力があり、当事者の気持を理解できました。 

・時間があっという間でした。良い体験ができました。 



・反省しなくてはいけない所も気づき、勉強も必要だと分かりました！！ 

・会場とオンラインのハイブリットという事で、オンラインに参加させていただきましたが、 

こらちは特に画像の乱れなく、良かったと思います。質疑応答で質問が無い場合の対応を考え

てあると、事前に質問の内容を考えるなどなお良いと思いました。 

・初めてズームをしましたが、問題なくできてよかったです。 

・ＺＯＯＭで参加させていただきましたが、トラブル等もなにもなくスムーズに進められて 

よかったと思います。 

・当事者の方が進行されていたのにもビックリです。出来る事が多く有、介助する人達との関わ

りの大切さを感じました。 

・丹野さんの講演、竹内さんのセッションで、本音トークが聞けたこと。 

・対面、ＺＯＯＭの両方、お疲れ様でした。 

・いつも丁寧な準備、進行、勉強になります。 

・竹内さんの声がやや聞こえづらかった。他は良かった。 

・江頭さん、毎回、ご丁寧にありがとうございます☺ 

・進行、司会をされた江頭さん、スタッフの皆様、お疲れ様でした。受付も５０音順で列で待つ

ことなく、スムーズでした。 

・音声も画質も良く、研修会の進行の順序がとても良かったです。 

・改めて、私達の仕事は人と人との関わりであり、寄り添う大切さを学んだ。 

・当事者ができないと思いこんでいると思っている事を反省して今後に生かしていく。 

・ほぼ予定通りの進行で良かった。後半は機器の不具合があり、少し残念だった。 

・普段聞くことのない認知症患者の気持ちや、望んでいることを知る機会になったから。 

・初めて当事者の声が聞けて良かった。 

・トークセッション良かったです。お二人の信頼関係がとても伝わりました。 

・自分の身のまわりにも認知症になられる方が多くなり対応する事をとても勉強になりました。 

・まわりの人に話す事により理解があれば病気としても生活する事が出来る。 

・コロナ渦の中、ご準備大変だったと思いますが、お気遣いたくさんで良かったです。 

・まとめ方が上手く、ムダがない。休憩時間もちょうどよい。 

・丹野さんの具体的な活動（当事者の方々の活動）のお話が、とても勉強になりました。“言葉の

裏にあきらめがないか考える”、“自己決定”、“これから何をやりたいか”これらのワードを心

に刻んでこれからも取り組んでいきたいと思います。 

・認知症当事者の話が聞ける事で、自分達のケアが正しいのか、知る事ができると思う。 

・4 セットでの感想、意見が多く寄せられ、それに対応した講師のお 2 人のやり取りが大変 

 素晴らしかったと思います。 

・きちんと丁寧に説明や進行されていました。 

・素晴らしい進行でした。 

・テンポよく進んでいたと思います。ただ、研修の紹介が少し長く、記憶に残りにくかったよう

気がします。 

・ZOOM の機能をうまく活用されていて、当院の研修会でもぜひ参考にさせていただきたいと 

思ったから。 

・自由感を感じました。 

・ZOOM なので仕方がないかと思いますが、聞き取りにくい場面がありました。 

・公共交通機関を使っての移動にまだ抵抗があるため。 

・わかりやすい進行で良かった。 

・ちょうど良い内容でした。当事者の方の思いをじっくり聞けたし、対談しながら、質問に応え

て頂いたりして、とても良い研修会でした。わかりやすかったです。 



・時間通りに終了する事ができた。 

・ZOOM なので、音声がちょっと聞き取りにくくて残念でした。（内容は満足でした） 

・パワーポイントで詳しく、わかりやすい内容で説明され、当事者、丹野様、竹内様のユーモア  

 を交えた会話で進行されて、大変よかったです。 

・もっと早く知りたかった。でも、私も安心自信を持って生きて行きたいです。 

・当事者の話から、トークセッションの流れが良かった。 

・竹内氏の言葉が聞き取りにくい所がありました。竹内氏のマスクは必要だったのでしょうか。 

 ◎とても残念でした。 

・3 年後の研修会日程を公開でお伝えくださいましたが、具体的な調整ができてからの告知で 

よかったのではないかなと違和感を感じました。画面共有の時間が長くあり、お二人のお顔が

小さかったのは残念でした。 

・丹野さんのお話し、竹内さんのお話し、当事者のこれまでの経験を当事者の言葉でお話しして

頂き、大変勉強になりました。江頭さまの司会進行も最高でした(^^♪ 

・当事者の貴重な意見が聞けてとても勉強になりました。 

・内容については分かりやすかったです。進行は少し速い時があって急いで聞いてました。 

・人と人との関わりの大切さが分かりました 

・とてもスムーズで良かったと思ったから。 

・予定通りに進めてくれた。 

・ペースが丁度よかったから。 

・スムーズに進行されていたから 

・滞りなく進んでいたため。 

・丹野さんと竹内さんのセッションが分かりやすく、面白かったです。 

・打合せがなかったとのことですが、とても良い研修会でした。 

・内容が濃く、あっという間に終わった感じがします。 

ドキドキしながら参加することができ是非、次回も参加させていただきたいと感じました。 

準備された方々は大変だったとは思いますが、今回の研修会に参加できて考え方が少し変わっ

た気がします。いい機会を与えていただきまして本当にありがとうございました。 

・zoom での参加だったので、音声が聞き取りづらかった。 

・内容以外にもズームがスムーズにつながり安心して受講できた 

・３時間があっという間でした。 

・内容はとても良かった、気付かされることや考えさせられる事ばかりで、今後の関わり方に 

対して参考になりました。 

・講演だけでなく、セッションや質疑応答もあり、学びを深めることができました。 

・お二人のトークセッションも当事者ならではのお言葉で、改めて自分の行動を見直す機会に 

なりました。 

・オンラインと同時の進行なのにとてもスムーズに進んでました。 

・とても、わかりやすく説明をしていただきありがとうございました。 

・zoom 参加でしたが、会場の雰囲気も感じられ一体感がありました。スケジュールも進行も 

スムーズでした。 

・スムーズな進行でした。ありがとうございました。 

・トークセッションが盛り込まれていたのが良かった。 

・Zoom で参加しましたが、トラブルもなく学べました。 

・竹内さんのお話は以前書かせていただいていたので、再認識しました。丹野さんの若年生アル

ツハイマーとの診断を受けてからの辛かったことや嬉しかったことなどを聞かせていただき、 

今までの自分の職場での対応を反省することがとてもたくさんありました。2 人のお話が聞けて



良かったです😊 

・長時間ではあったが、内容が良かった。 

・良かったです。 

・当事者の方々が、実際にどの様な活動をして、どの様な事がしたいのかなど聞く事ができた。 

・お二人のセッションは打ち合わせされてなかったようだが、かえって自由に話をされてたのが

雑談ぽくて良かった。 

・スムーズに進行していたから 

・丹野さんご自身の経験や活動についてのお話は大変分かりやすく、また質問に対する丹野さん

と竹内さんの回答も大変勉強になりました。 

・とても楽しく参加できました。 

・いつもながらに、司会者の会の進行が素晴らしかったです。 

・研修全体を通して当事者の話を聞くことができ、ほぼ当事者だけで受け答えや進行をされてい

る場を拝見できたため。 

・丹野さんや竹内さん、当事者の方の話をここまでじっくりと聞く機会が無かったので、とても

濃い 3 時間でした。 

・お二人がお知り合いということで、体験したことなど身近に感じられた。 

・人生を一から聞いたり、活動内容だったり色々な事を詳しく聞けたのでとても満足です。 

・打ち合わせしていないということでしたが、時間ぴったりで、素晴らしいと思いました。 

 

３.本研修会をどのような形で知りましたか？また、今後、どのような形で広報、普及啓発した方

がいいと思いますか？ ※該当する項目に○、該当しなければその他に記載をお願いします。 

 ホームページ 5 広報 ４６ 福岡県からのお知らせ １５ SNS ３  

その他 36    無回答 64 

→民生委を通して。居宅会議にて。江頭様より 6。飯塚市の広報。福岡県社会福祉士ホームペー  

 ジ、地区の協議会、民生委員の会議、職場への案内。民生委員児童委員会 

 認知症の人と家族の会いいづかの会報にて。グリーンコープより。民生委員会より、 

前回の研修会で、民生委員にパンフレット配布で。地区の会合の中で案内。ネットワーク会議。 

 研修会に参加の折。民生委員会。居宅連絡協議会。飯塚市居宅連絡協議会。 

 民生委員定例会。友人（認知症看護認定看護師教育課程の）。市役所高齢者支援課からチラシを

頂きました。家族の会から。上司からの案内。病院の研修案内。病院の研修案内。病院の研修

案内。民生委員定例会での案内。ブロック研修。直接案内頂いた。 

 飯塚記念病院の方からや研修会などで紹介あり。職場内の研修案内。家族の会。認知症家族の

会。会からの案内で。認知症の人と家族の会からのお知らせ。家族の会直方からのお願い。 

 阿部かおり先生からの紹介。丸野クリニックからの紹介 3 学校の先生の紹介 8  

知人からの紹介 2 社会資広報成果指標の委員会にて 1 飯塚記念病院 1 包括から 1 

◇今後どのような形で広報、普及啓発した方がいいですか？  

現状維持 38 ローカル誌への掲載 13  無回答 74 

その他 7 

→広報でＰＲした方が良いと思います。小学校、中学校、高校での講演や高齢者になってみる 

体験、市報など、病院。はば広く報道してほしい。SNS、病院、学校、回覧板。 

地域の FM 局への協力要請。 

 

４.ZOOM を用いての研修会開催について  ※該当する項目に○をつけてください。 

とても満足 ７５  満足 ５６  やや不満 ４   不満 ０  無回答 ３４ 

◇今後も ZOOM を用いての研修会開催を実施してほしいですか？【ZOOM 開催】賛成 120 反対 4 無回答 45 



◇ご回答いただいた項目に対して、具体的に選んだ理由を教えてください。 

・講話者との一体感が感じられなかった。 

・遠方からも参加できるから。 

・一方通行的感じはありますが、声の調子、顔の表情などわかり、ＯＫです。 

・時間場所にあまりしばられず参加可能な為。 

・本人さんと会って話しを聞いた方が良いと、竹内さんとは話しを聞くことができて、良かった

です。 

・コロナ渦の中、このような大きな研修を開催されて、配慮も多々されてあり、ご苦労もあった

と思います。ぜひ、今後もＺＯＯＭで多くの方が参加出来るよう、開催は継続して頂けたらと

思います。ありがとうございました。 

・感染症の状況等に左右されないので。 

・講師の話が聞ける（コロナにおいても）本人の生の声、本音が聞けることが、 

 とても良かった。人との関係性が大切であるという言葉の重み。 

・ＺＯＯＭ中にパソコンを扱わないで下さい。良い話しを聞いている最中に場面が 

 変わり見ずらいです。 

・初めてのＺＯＯＭ学習。聞き取りずらかった。コロナの時期なのでしかたない。 

ＺＯＯＭの時代  なのだ！！ 

・広範囲、距離感つぶし、向き合い方（心のもちよう） 

・ＺＯＯＭは賛成だが、出来たら対面が出来たら対面の方がいいです。 

・どこにいても研修を受講できる。 

・コロナで仕方がないけど、対面の方が話す時の表情がわかって良いと思う。 

・コロナ終息するまでは実施した方がいい。 

・コロナの関係で、現状では仕方ないと思うが、希望として将来は直接ご本人の目の前で発表を 

聴きたいと思います。（感激や感動が少し違うと思います。） 

・知人はＺＯＯＭで申し込んで良かったとのこと。私は会場での参加が出やすい。 

・対面、ＺＯＯＭ、どちらも問題なく、違和感ありません。 

・現在の状況を思えば必要と思います。 

・直接会場に来場できなくても、研修会に参加できるのが良い。 

・丹野さんと竹内さんの会話の中で、これから先、私達の生活の中でするべき、ヒントが 

多くあった様です。 

・コロナ渦でＷｅｂ方向での研修が加速度的に広まり、グループワークを積極的に行わない研修

であれば、ＺＯＯＭを使用した研修の方が良いと思います。（移動の時間等も考えると） 

・チャットの画面が小さいので見えづらいことがありました。 

・コロナの状況感染対策として必要。 

・まだまだ人が集まる事に抵抗があります。ズームでの開催は今後もお願いしたいです。 

・移動に時間をとられることもなく、感染予防の観点から気楽に参加できると思います。 

・家族介護中の為、会場参加がなかなか思う様に出来ませんので、「ＺＯＯＭ」での参加 

 が出来たのは、助かります。 

・会場まで行かなくてよかったこと。気軽に参加できること。 

・移動距離を考えなくてすむから。 

・本来であれば、対面を希望したいのですが、なにぶん遠方のため。 

・ＺＯＯＭの研修会は一人で受けるので他の方の意見等聞けないのが淋しいのですが、 

このＺＯＯＭだと移動しなくて良いので午前中は仕事が出来るので良いと思います。 

・参加しやすい。 

・その会場に行かずしても、同様の学びができる、研修直前まで、直後より業務に戻れる。 



・会場までの移動が不要。直接質問ができ、回答を貰える。 

・糸島市に住んでいます。飯塚までは遠くて、なかなか行けません。 

・コロナ渦の中で、まだ続くと思われる現状、ありがたいから。 

・コロナ渦の中、多くの方に ZOOM により参加できるのは、安心、安全と思います。 

・コロナ対策。 

・コロナ渦の為、大人数である研修会より ZOOM の方が安心。 

・なかなか研修など行くことができないが、仕事場で ZOOM で参加できるので、 

参加しやすかったから。 

・学生も参加できるスタイルで本当にありがたいです。 

・認知症の生きる力をもっと力ぞいをしていきたい。 

・コロナがまた広がってきているので、ｚｏｏｍの方が安心。 

・直接参加できなくても幅広く参加できるので。 

・コロナ感染予防のため。 

・コロナ渦、いつ、どうなるか、分からない為、確実に参加できる ZOOM 研修会は助かります。

（第一希望は、やはり対面式研修会ですが。） 

・コロナ渦の為、研修会には参加しずらいため、ZOOM の方がいいです。 

・移動時間がなく、時間有効に使えるので、ZOOM はとても良いと思います。参加が難しい 

時でも、ZOOM であれば参加できる事も多いです。（でも出来れば対面で研修を受けたいとは

思っています） 

・移動時間を考えなくて良いため、参加しやすいです。 

・遠方の方の話しを聞くこともできる（感染症対策にもなる） 

・気軽に参加でき大変助かります。 

・遠方でも参加できる。 

・遠いので ZOOM 参加しやすい。 

・コロナ対策 

・コロナ感染拡大の中、安心して研修に参加できるため。 

・交通手段を考えると、ZOOM の研修は大変助かる。 

・ZOOM なら、職場に居ながら研修できるため、現場で見守りをしながらできるので助かる。 

・研修に参加しやすい・・。が聞き取りにくい部分もあった。 

・良いお話はなんども聞いてみたいので。 

・ゆっくり聞き、表情も分かり良かったです。 

・いつもの慣れた場所で参加出来る。 

・対面でなく場所に関係なく参加できる。 

・コロナ渦で致し方ない面もありますが、基本は対面での空気感の共有ではないでしょうか？ 

・会場に行きたいのはやまやまですが、遠方なのでなかなか会場までは行くことが困難です。

ZOOM での研修が増え、色々な研修で知識を深めたいと思っています。それなので、ＺＯＯＭ

も含めたハイブリットでの研修は助かります。 

・何らかの予定などで自宅からしか参加できない場合参加しやすく便利だと思うから。 

・遠くの人とも話しやすくなった。 

・また聞きたいです。 

・会場に足を運ぶよりも多くの人に手軽に見てもらえるから。 

・より多くの方々に認知症について詳しく知ってほしいから。 

・今回、zoom での参加だったがとても受けやすかったため。 

・自宅で受講できるため。 

・セッションや講演は会場で聞けたほうが臨場感がありいいと思います。ただ、コロナ感染の 



 状況に左右されないことや、遠方からでも参加できるので、Zoom があったほうがいいと思い 

ます。今回のようにハイブリット開催がいいと思います。 

・まだコロナの感染症等の心配があるため、ZOOM があった方が良いと思う。 

・コロナの感染もまだまだ続いているようですし、ＺＯＯＭで参加することで移動に時間が 

かからない。ただ、今回の研修は会場参加がよかったかなぁと思いました。 

・コロナ禍により、会場入場が行えない為、また遠方の方からの講演も聴ける為 

・どこにいても参加できて勉強できる機会がある事はありがたいです。 

・こどもがおりできるだけ休日は一緒に過ごしたいため、自宅で受講できとても助かりました 

・ハイブリット形式であれば感染状況にも臨機応変に対応できます。 

・今回、元々は対面にて参加する予定でしたが、急遽業務上の関係で時間までに会場に到着する

ことが出来なくなってしまったが、ZOOM があった為、何とか最初から参加する事が出来た。

対面のみであった場合は、丹野氏の講演は半分以上が聞けなかったなと感じた為。 

・移動時間を短縮できるため、参加しやすい。 

・参加しやすいので 

・多人数が参加できる 

・zoom だと一人でなく姉妹など数人一緒に受けることができる。 

・コロナでも場所を選ばず参加できるため。 

・会場移動のたいへんなかたの手間が省ける。 

・自宅など、その場に行けなくても受講できるから。 

・このような形で参加できるのは素晴らしいです。 

・遠方のため参加が難しいです😅 

・まだコロナ感染予防も必要な為、zoom も必要と思うから。 

・コロナ禍や会場に行けない場合もあるため。 

・遠方でも参加しやすい。 

・現地に行かなくても講話を聴くことができるから。 

・ZOOM での研修会を開催していただけると、参加しやすいです。 

・自宅にいながら参加できるのは、コロナ感染者としては、好都合でした。 

・移動の時間がとれなくても参加できるため。コロナ感染も収束していないため。 

・自分もコロナの濃厚接触者ですが、誰にも気兼ねなく自宅で受講出来たのは、本当に 

有難かったです。 

・参加しやすいから 

・家族の関係上、行けないということで選択 

・学生としては zoom を用いての研修会があると積極的に参加できると感じます。 

・距離的な問題です 

 

５.次回以降、対面での研修会を希望されますか？ ※該当する項目に○をつけてください。  

はい 81  いいえ 21 時々場合による ３ ハイブリットだとうれしい 1 コロナ次第です 1 

対面がいい方もいると思います 1 どちらでも 1 参加される場所で開催されれば 1 無回答 59 

 

６.認知症当事者のお話を聞いたことはありますか？ ※該当する項目に○をつけてください。  

あります 96  ない 64 直接対面で聞きたい 1 無回答 8 

７.今後、研修会で取り上げて欲しいテーマについて ※複数回答可、該当する項目に○をつけてください。 

 当事者のお話 73 家族（介護者）のお話 61 介護保険のお話 10  成年後見制度のお話 23  

認知症の方を支えるシステム、街づくりのお話し 83 

認知症の方々を支える先駆的な取り組み 62 



 認知症の病気 19 認知症の予防 32 認知症医療センターの取り組み 13 投資信託 7 

 その他 1   

→インフォーマルサービスの創出と必要性。在宅支援について。若年性認知症に関連して・・

ヤングケアラー、ケアラー（介護者）制定へ取り組み支援条例（法）、 

丹野さんと竹内さんのお話の中に、安心して認知症になれるまち というお言葉があったか

と思います。認知症の人を支えるまちづくりのこころ身ではなく、安心して認知症になれる

まちづくりの試みを行っている市町がありましたらお話を伺ってみたいです。 

 

８.研修会に参加して頂いての質問、配布資料についてのご意見等がございましたら、下記に記載していただければ幸いです。                                       

・認知症の病気、予防にかかわるプリントの配布があった方が良い。 

・丹野さんの活動のパワーポイントのレジメがあれば良かった。 

・参加させていただいて本当に良かったと思います。安心して認知症になれる城づくりができる 

取り組みの末端のＣＭ（ケアマネジャー）として業務に励みたいと思います。 

・字が小さいので読むのに大変でした。もう少し大きな字でお願い出来たらと思います。 

・スクリーンに出た資料がほしかった。 

・ワクワク、ドキドキ、当事者 生き生きとして生活が出来るよう、支援が必要だと思った。 

 本人の意見を大事に！。 

・義母が認知症になりましたが、本人や妹達は認めることがなかなか出来ず、周りの人との想い

の違いがあり、困ったことがある。家族間の中での認識の違いにとても困りました。 

・なし。 

・手元に資料頂けるファイルが有れば、再度見直しが出来助かります。当事者のお話は介助する 

 立場の者にはとても勉強になりました。ありがとうございました。 

・あとでＹｏｕｔｕｂｅ配信もあるとのことで、丹野さんの講演はいろんな人に聞いてもらいた

いと思いました。 

・今回の研修会参加して良かったです。ありがとうございます。私自身はあまりＺＯＯＭは好き

ではないのですが、又、次の研修も参加したいです。 

・丁寧に案内して頂き、スムーズに参加ができています。 

・飯塚市としてもっと柔軟に取り組んでいってほしいという希望があります。 

・研修会の講演案内（２０２３年３月まで）を頂き、講師の演題など具体的な内容が把握でき、 

 参加、計画もたてやすい。（素晴らしい先生の講演が楽しみです） 

・分かりやすい資料でした。イラストもあり見やすかったです。 

・参加できたこの時間は、とても貴重でした。心深くひびいています。 

・事前に配布資料が手元にあり、分かりやすく話しを聞くことができました。 

・資料ばかりあっても、資料ばかりに目が向くこともありますが、今回、当事者の方の思いに 

ついて、主だった事だけでもまとめてあるものがあればありがたいと思いました。 

・このような機会があまりないので、参加できてよかったです。勉強になりました。 

・今後の研修会詳細ありがとうございました。誠にありがとうございました。 

・３名申し込みしましたが、所用により１名の参加となり申し訳ありませんでした。 

・とても勉強になるありがとうございました。 

・今回は、当事者のお話しでしたが、次回以降は専門職の方の研修で、資料があった方が後に残

るので、その後の活動に活かしやすいです。経費もかかるのでメールで添付する形式で、参加

者側で印刷する形式でいいと思います。 

・２０２５年の講演会も楽しみにしています。 

・有意義な研修会ありがとうございます。 

・講師お二人のスライド資料が手元にあればさらに参加しやすかったです。 



９．その他：福岡県認知症医療センター 飯塚記念病院に対するご意見・ご要望などがございましたらご記入ください。 

・いつもお世話になります。本日の企画も大変勉強になりました。ありがとうございました。 

 大変お疲れ様でした。 

・準備等大変と存じますが、是非直接お話を聞かせて頂くことを願っております。 

・ありがとうございました。 

・私も丹野さんにお会いしたいと思っています。 

・当事者の実談は、すごく理解できます！ 

・時間を気にせず聞くことができました。おもわず、時間が過ぎていました。ありがとうござい 

ました。 

・前向きな企画を運営して頂き、本当にありがとうございました。これからも楽しみにしていま 

す。 

・今回の研修会のご案内頂きありがとうございました。とても勉強になりました。 

・ボランティアの活用（資格取得者を含む）をして、ケアマネジャー他の方の負担を減らせるの

ではないか、認知症の方に合わせて会話するのは、業務中はむずかしいと思いますので、お話

相手をしながら、問題点の洗い出しが出来て、情報提供（問題点など）ができるのではないか

と思います。 

・飯塚記念病院の活動を知ることができ、とても良かったです。 

・久しぶりに会場で研修でしたが、やはり会場で受ける研修は良いなと思いました。 

・まだまだ飯塚記念病院には行きたくないと言う声を聴きます（受診した方がよいのではと思わ

れる方や家族が）そのままでよいのでしょうかね。 

・有意義な研修、ありがとうございました。 

・ソーシャルワーカー江頭様との出会いに感謝です。 

・とても勉強になりました。参加してよかったです。 

・研修の司会、進行、お疲れ様でした。 

・いつもお世話になります。急なご相談やお願いにもご対応いただいて、大変助かっております。 

 今後ともよろしくお願い致します。 

・これからも、認知症についての最新情報の発信をお願いします。 

・この度は、大変参考になる研修をありがとうございました。 

・これからもたくさん研修をしていただき、学びを授けて下さい。いつもありがとうございます。 

 お疲れ様です。 

・江頭様、いつもありがとうございます。研修会や講演会は初心の気持ちに戻らせて頂ける大切

な場であり、時間です。感謝しています。 

・認知症は高齢になれば、自分や家族など身近な人が発症します。一般市民も対象に、この様な 

研修会を受講でき、認知症に対する正しい理解を深めることができました。 

・今後もより発展される事を願っています。今日はありがとうございました 

・勉強になりました。 

・江頭様 今回は大変貴重なお話を伺う機会となりとても感謝しています。今後もよろしく 

お願い致します。 

・今後も研修会の開催に期待しています。 

・他市との交流も計画していただきたいと思います。 

・研修会に参加させて頂きありがとうございました。 

・研修を開催していただきありがとうございました。 

・いつも貴重な研修ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。 

・本日は貴重なお話を聴講する機会を頂きありがとうございました。運営の皆様お疲れさま 

でした。感謝申し上げます。 



次回は今回の講演で希望のたすきを受け取った福岡の皆様が笑顔で暮らし、ご本人のご希望が

あれば登壇し発信くださると、全国の認知症とともに生きる方の笑顔が広がるのではないかと

思いますし、丹野さんの願いではないかと感じました。私の住むまちにも届くと嬉しいです。 

・本日は、どうもありがとうございました。最後の江頭さまのお言葉、3 つ、微笑ましく聞かせ

て頂きました。2025 年が、待ち遠しく…楽しみです♬ 

今日の、丹野さん・竹内さんのお言葉を心の中にしっかりと詰め込んで、これからの業務「ご

本人の話を聞く」ことを大切にしていきたいです。準備等大変だったと思います。ご苦労様で

した。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

・今後の研修会企画も是非参加したいと思っています。ありがとうございました。 

・有意義な企画・運営ありがとうございます。 

・企画運営お疲れ様でした。 

・江頭様 お忙しい中連絡をありがとうございました😊 

・今後も、認知症の方の相談をさせて頂くことがあると思いますので、よろしくお願いします。 

 

締切は 7 月 16 日土曜日まででした。 

アンケートへのご協力ありがとうございました。 

皆様の思い、しっかりと受け止めさせて頂き、今後の研修会の企画、運営、当日のマネージメントの参考にさせて 

頂きたいと思います。 

今後ともよろしくお願い致します。 


