
Ｒ４.９.１０（土）令和 4年度第２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 

集計結果：１１３名／１７０名（１７８名が総数であるが、講師、スタッフ８名を除く）回答率：66.4％ 

本日はご多忙の中、福岡県認知症医療センター 飯塚記念病院 令和 4年度第２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。今後とも、よりよい研修会を実施していく上で、参加

者並びに研修会参加希望者の皆様のお声を頂きたく、お手数ですがアンケートへのご協力、回答をお願いいたし

ます。※以前アンケート回答時に、所属先、氏名等が分からず、対応ができない事案がありました。 

可能でしたら、所属、氏名の記載のご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

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。  

とても満足 ６６   満足 ４２  やや不満 ２   不満 ０ 無回答 ２ その他 １ 

◇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。 

・当事者からの反応や思い等の視点での話等もあり、講師が四肢欠損の方に先入観を持って 

関わった際の相手からの反応等、「生活歴等からそういう見方があるのか」と今後の支援の際に

も意識したいと感じた。 

・久しぶりの対面研修でした。認知症になったからおわりではない、希望を作りだせるか、先生の

言葉が心にしみました。 

・認知症についてもっと知らないといけないと思ったから。 

・事例が具体的で共感できた。 

・一人で悩まず、多職種の方と相談して行動する事。 

・とても参考になりました。 

・在宅での看取りの経過がとてもよく理解できました。 

・わかり易く、先生も美しく、とても魅力的でした。 

・最後に看取りの話がありました。似たような事例を抱えており、大変参考になりました。 

・老人クラブの活動の中で、非常に役に立ちました。 

・私自身が認知症の方と関わる機会が少なく、認知症の進行度合いや症状など知識不足の点が多か

ったため、 

 良い勉強の場になりました。 

・パーソンセンタードケアについて詳しく知れたから。 

・丁寧な医療に感動しました。 

・認知症の方々への関わり方とかケアの仕方など詳しくわかりやすく、お話しが理解できた。 

・パーソンセンタードケアについて理解することができた。 

・私の妻はアルツハイマー型です。今後のことについて参考になりました。 

・P66 まとめの内容を参考にしたいと思ったから。 

・実際に現場で感じている事を思いながら、参考になりました。 

・理解し易い資料とスライドの活用。 

・初めての参加でしたが、専門職編からは、少しハードルが高かった。勉強不足を痛感しました。 

・医療経験者であり、認知症の方のための資格を持っている私にはよく理解できたが、一般の方に 

 は難しかったのではないか？医療従事者や介護者と一般では理解度が異なってしまったかも 

しれない。 

・①具体例がわかりやすかった。②レベルがとても高いと思われます。 

・流れが、資料もあって説明と共に分かりやすかった。 

・認知症の事がわかる様になりました。 

・ICTの活用や図書館、スーパーの取り組みなど具体的な話で大変良かったです。地域でも取り組

みができないか、検討していきたいと思います。 

・事例がわかりやすく、自分の母（１００歳）の介護の参考になりました。 

・満足しましたが、話の内容が密すぎたかもしもれません。 

 



・１時間半ずっと聞くのは少しきつかったけど、専門職の人達のケア、先生達の患者の対応、勉強

になります。 

・少し深く認知症の事が分かりました。 

・事実に向き合うことの大切さ、この人のためにと思うことの大切さを学んだ。特に「希望」をど

う作り出せるかを考えさせてもらった。 

・身内の介護を何人もしてきましたが、その人の為に何が出来るか～本人の意思も大切にしていた

かと思う。何か一生懸命なりすぎて、ゆとりが無くなることがあった。 

・わかりやすい説明でした。 

・講演の内容が充実していた。 

・専門用語（英語）多く、一家庭人としては理解しづらかった。 

・認知症の方が大変多く、とてもためになるお話が聞けました。 

・事例をもとにわかりやすい講演でした。医療を含む多職種との連携や看取りの際のチームでの 

サポートのポイント等がとても参考になりました。 

・平素あまり聞けない内容の話が多かったので新鮮でした。 

・専門的な内容を事例をもとに説明していただいたのでわかりやすかったし、現実味があって 

 良かった。 

・実践に活かしたいと思いました。 

・興味深くお話し、聞かせて頂きました。 

・病気に関して早期の対応が重要である。告知に関しては難しい面がある。 

・話がとてもわかりやすかった。 

・認知症になっても、自分の意志は伝えて、自分らしく生きていいんだ、認知症の方が何も 

わからないわけではないんだと強く感じた。地域の方の力を借りる事は大事である。 

・講師の方が聞きりやすい声で話して下さったから。 

・資料にて、パーソンセンタードケアの重要性については理解していますが、認知症の方へとなる   

 と困難さを感じていました。多職種での連携などもっと積極的に関われたらと感じました。 

・インターネットの接続が不安定で、音声、画像が途切れることがあり残念。 

・講師の介護を受ける方の心添ったパーソンセンタードケア理解できました。 

・わかりやすい図を使用し、説明されてよかったです。パーソンセンタードなど。 

・アルツハイマー型認知症の自然経由と長い経過。 

・講師のこれまでの実践や取り組み、今から目指してることに共感し参同したため。 

・日々の業務を顧みるとても良い時間を頂いた気持ちになりました。いつまでも感じることを 

大事にしたいと改めて感じました。 

・わかりやすかった。体験に基づく話だったので、イメージしやすく、話にひきこまれた。 

・とても分かりやすく、いろいろ考えさせられる内容でした。丁寧に説明して頂き、ありがとう 

ございました。認知症の方の終末期、看取りまで、多職種での情報共有・ネットワークづくりが

重要だと改めて考えました。 

 

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。 

とても満足 ６１   満足 ４３   やや不満 ２   不満 ０ 無回答 ０ その他 １ 

◇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。 

・地域資源と地域資源を結び付ける発想はなかったです。「食べること」、「食べたいと思うこと」

がいかに大切か、そしてその思いを実現できるように支援すること（希望）が大切だと知りまし

た。 

・スムーズで声も聴きとりやすかった。内容も今まで聞いたことがない内容で良かった。 

・スムーズ進行で学びやすかった。 

・マスク無しで話して頂き有難うございました。 



・地域の大切さを感じました。今の世の中、コロナも有り、人同志が疎遠になりつつあるが、地域

の方々の協力、気遣いがあれば、当事者と家族はとてもおだやかに過ごせる 

（ネットワークがしっかりしてる） 

・発症から終末期のいろんな例で説明していただき、ありがとうございました。 

・タイムスケジュールが明確でわかりやすかった。 

・質問者対応のうち、特に時間制限上で、時間を割愛し、口上がとても良かったと思いました。 

・とても盛りだくさんの内容で満足なのですが、その分テンポが早く資料の閲覧が進行に追い 

つかないことがありました。 

・スムーズに進んでいったから。 

・ちょうどいいスピードだった。 

・適切に案内されていたから。 

・時間内にしっかり聞くことができて集中できました。 

・在宅医療の難しさを痛感しました。 

・研修会の内容で明確でわかり易かった。 

・専門用語、横文字が使われ理解できない内容があった。先生のお話しは聞きとりやすくスムーズ 

 でここち良かった。 

・現実働いている認知症病棟の現実の問題点を提起できたのではないかと思う。高いレベルのもの

であったので、一般の方は別に講演した方がよかったかもしれない。  

・認知症の方によりそったケアに理解できた。 

・時間と内容の多さが合っていない気がしました。時間が長くても９０分がベストだと思いますの

で、内容を少しはぶくか、テーマをもう少ししぼった方が良いと思います。 

・食事が出来なくなったとき、言語聴覚士の方に来ていただけたらよいと聞き、利用したいと思い

ます。 

・「時間がないんです」認知症と診断された本人、家族の切実な言葉だと思った。 

・進行はすばらしかったです。 

・資料と先生のスピーチが良く分かりました。 

・説明が丁寧で良かったと思う。 

・司会の話が長い（説明） 

・進行・内容ともによかったです。普段は知らない、入院時の病棟での取り組みの様子等を知る 

ことができ、在宅に戻られる時、きちんとバトンを受け取らなくてはと思える内容でした。 

・質問時間がもう少し欲しかったです。 

・わかりやすかった。 

・内容はよかったです。改めて認知症の方の支援は大変である。 

・終末期でのケアを再確認させていただきました。チームケアがとても重要だと思いました。 

・とても良かった。認知症の方の看取り等体験がないので、考えさせられました。 

・スムーズに進行し、質疑応答の時間もあったから。 

・介護者として学びが多くありました。 

・事前に音声の確認があった。 

・在宅チーム結成。看取り準備期。 

・スムーズでした。マスクなしが良いですね。 

・テンポよく進んだのでは？と思います。質問が多数あった場合の主催者側の対応について、 

とても勉強となりました。本当に有難うございます。 

・江頭さんの司会なんの不備もないです。 

・時間ぴったりで大変良かったと思います。何より、言葉に気遣いがあり非常に聞き取りやすいで

す。中秋の名月、忘れてました!!今日は天気も良く、お月様よくみえるでしょうか(^^♪ 

 



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 3 広報 37 福岡県からのお知らせ 11 SNS 8 無回答 14 その他 29

◇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 56 ローカル誌への掲載 21  その他 33 無回答 5 

 

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 ４９  満足 ３２  やや不満 0  不満 0 無回答 ２５ その他 0 

◇今後も ZOOM を用いての研修会の開催を実施してほしいですか？ 

【ZOOM 開催に】賛成８０ 反対 0 無回答 ３３ 

◇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。 

・この時期なので準備は大変だと思うが、ハイブリットの開催が良いと思う。 

・対面・ZOOM、2つの選択肢があった方が参加しやすい。 

・コロナ渦で会場まで行くことができない場合に、オンライン上でも参加できるから。 

・数多くの方が参加できるから。 

・遠い地方の方や、交通の便などが解決できている。 

・現地に来れない人も聞くことができる。 

・遠方の人も参加できるから。 

・コロナで感染対策の一環として、良い取り組みだし、遠方から会場に来れない人には良い方法 

だと思います。 

・多くの方に参加して頂きたい。 

・特にありません。 

・どこででも視聴できることが良いですね。 

・急に行けなくなった場合等ズームがあれば助かります。 

・ズームの方が参加しやすい場合がございます。 

・先生の説明の話し方が見えるのは良いと思った。 

・わかりやすかった。 

・業務多忙にて、会場に出向くのが難しい。 

・気軽に参加できる（どこからでも） 

・遠方のため。 

・移動時間を他の活動時間にあてる事ができるため。  

・参加しやすいです。 

・コロナ感染対策として。 

・会場までの時間が短縮されるので良いと思う。 

・まだコロナが収束していないから。 

・遠方なので対面での研修は参加が難しいですが、ZOOMなら参加できるので!!。 

・会場に出向くのが困難な為。 

・北九州からは少し遠いので ZOOMは参加出来ます。 

・コロナ感染予防のため。 

・私のように全くその分野に関係ない人にも知ってほしいから。 

・リアルタイムで遠方や在宅で学習できるので良いと思います。 

・参加者を幅広く募る、演者の都合のつきやすさなどを考えると ZOOMと対面での開催を使い 

分けるのもありかと考えました。 

・移動がないので参加しやすい。 

・遠方で参加が難しいので、ZOOMだと助かります。準備は大変だと思いますが、 

よろしくお願い致します。 



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 ６７  いいえ ４１  無回答 ７   その他１ 

・実施・運営は大変だと思いますが、併用が良いと思います。 

 

６.パーソンセンタードケアを知っていましたか？※該当する項目に○をつけてください。 

知っている ６６  知らない ４５ 無回答 ３ その他 ０ 

 

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 ２９ 家族（介護者）のお話３３ 介護保険のお話８ 成年後見制度のお話 １１ 

認知症の方を支えるシステム、街づくりのお話し４８  

認知症の方々を支える先駆的な取り組み４３ 認知症の病気 ８ 認知症の予防２６  

認知症医療センターの取り組み８ 投資信託１ 無回答 ４    その他３ 

 

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。                                       

・本当に色々とご苦労があったんだなぁと思いました。当事者の気持ちになって、いろんな努力を 

 されたのだなぁ。看取りの病院の連携の話はすごい!!と思いました。 

・ありがとうございました。 

・一般の方には、専門用語は理解できないと思うので、解説があればと思う。医療経験者でも、  

 ハイレベルで、一般向けを配布して欲しい。 

・認知症の事がわかる様になりました。 

・質問時間をとれるようにしてほしい。 

・今回の講演で自信が少し出来ました。感謝します。 

・自分の親を自宅で看取りをしました。ナースの見守り、Dr の見守りがあり、私も尿導の研修、

痰の器具を病院からお借りして実戦で終末にとても助かりました。又、ドクターの今日が峠です

も驚きましたが、本当に当日死を致しました。Drの言葉も心を覚悟ができ、良かったです。 

・特にございません。 

・事前に詳細な pdfファイルを頂けましたのでとても良かったです。 

・お疲れ様です。 

・すばらしいお話でした。ありがとうございました。 

・ありがとうございました。 

・字が大きくてとても見易く内容が理解出来ました。 

・質問ありません。ありがとうございました。 

・良かったです。講義時間をあと１５～３０分延長してじっくりと聴きたかった。 

・自分のパソコン技術の拙さがあり、講師の資料を自分のパソコンに転送するのに苦労しました

（笑）同じように苦労した人しいるのでしょうか？ 

・事前に配布資料があり助かりました。ありがとうございました。 

 

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。 

・何時も勉強させて頂き、少しは知識を生かして行きたいと思います。 

・いつもありがとうございます。 

・いつもながら、整然と丁寧な運営、講師の選定等、感心しております。 

・大変勉強になりました。 

・いつも大切な事の研修会ありがとうございます。とても良きお勉強ができました。 

・利用者が（当院に）受診していますが、書類の依頼などで電話、訪問しましたが、正確で親切で

した。 

・これからもいろいろなテーマの研修をお願いしたいです。 



・高齢者、特に認知症の方には、ゆっくりとした時間での会話、接し方が必要ですが、臨床では実

際ひとり 

ひとりに多くの時間はさけません。コロナが終息したら、認知症の方に対するボランティアの導

入を検討していただけないでしょうか？。 

・いつも相談させていただいて、ありがとうございます。 

・特にございません。 

・研修後の質疑応答（チャット）の内容を、できれば知りたいです。 

・いつもお世話になっております。本日、ZOOMが上手く接続できず（パソコンの調子が悪く）、 

 参加できませんでした。申し訳ありません。資料は 9/6にメールにて確認してます。 

・よろしくお願いします。 

・市民と専門職合同の研修会企画ありがとうございます。 

・勉強になりました。 

・特にありません。 

・今後、センターの運営のことなど学ばせて頂きます。どうか宜しくお願い致します。 

・今回も、会場の準備に加え、配信の状況確認までしながらの開催お疲れ様でした。第２回目も 

 滞りなく無事に終わりましたことを、喜ばしく思います。第３回目も楽しみにしておりますので

よろしくお願い致します。 

 

 

 

締切は、９月１７日土曜日まで。アンケートへのご協力ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。 


