










研修報告書別紙 

令和２年度 八千代美香会 法人研修 特養・SS・GH アンケート結果（シート） 

※今年度よりアンケート集計は Google form を活用し、オンライン上にて情報収集しています。 

 

令和２年度 法人研修（特養・SS・GH）アンケート回答 

 〇9/30 53 名   〇10/28 37 名 

 

 

 

 

 



 

 

〇研修１「新型コロナ感染症」 
わかりやすかったです。 

朋松苑でのコロナ対策を聞けて、大変ためになりました。感染対策の意識が下がっていたため、改めて見直したいと

思いました。 

コロナになった時の流れや注意点など分かりやすく理解出来ました。 

対応の流れが分かりました 

今後起きうることなどで勉強になりました。 

改めて感染症に対する予防や知識を振り返る事ができた。それと同時にご利用者様への感染拡大は起こさないよう、

まずは自分がかからないように消毒や日々の行動を見つめなおさなければいけないと感じました。 

職場に着いたらすぐに手を洗う習慣がありませんでした。フロア内に入ってから手を洗っても菌を持ち込んでしまうの

で、今後は改善したいと思います。 

朋松苑や北総育成園の実際の現場を対応を聞けたのは勉強になりました。 

各事例をお聞きして、今後の自施設の取り組みの参考になりました。 

標準予防策、手指衛生、マスク、外から持ち込まない、施設内で広げないことを意識して行動することが重要であるこ

とを改めて勉強することができました。 一人一人の意識が大切です。 

北総育成園についての報告から新型コロナ感染症の対応が如何に困難かよく分かりました。 

他施設のコロナ対応について詳しく学ぶことができたのでよかった。 

新型コロナ感染症についての対応方法を知ることができた。実際に感染者が出てしまった施設の話が聞けて学べるこ

とがあった。収束には程遠いようなので、気を抜かず予防に徹していきたいと思う。 

朋松苑の実際の経験、取るべき具体的対応がよく分かり勉強になった。コロナ発生時の多忙な中でも情報共有をして

下さったことには感謝です。北総育成園の発表については、新型の感染症流行初期の暗中模索しながらの対応の厳

しさを感じました。その中でも PPEガウンテクニックを何度も練習して保健所が一人の感染者も出さなかったことは正

確に技術を身につければ予防できることが印象に残りました。 

今後も感染症対策を怠らない様に徹底しようと思います 

各施設のコロナウイルスに感染した職員への対応が参考になりました。 

実際にコロナ感染者がでた施設での対応や対策が聞けて大変勉強になりました。 



コロナについて、実際の体験が聞けて大変良かった。また、その対応も大変なのだと学べた。自分自身、予防するとと

もに自施設に持ち込まないようにさらに気を付けていこうと思った。 

法人施設で新型コロナが出てしまい対応方法はとても参考になりました。気になる点として利用者が発症した場合の

居室は人数にもよると思いますが、全部個室なのか聞きたかったです。 

報告をする立場だったので、再度自身の振り返りにもなり良い機会でした。 

新型コロナの朋松苑からの情報発信、共有という形で今回は法人内で共有ができたと思います。朋松苑での対応を

活かして、法人内で施設での今後の感染症対策となればと思います。 

改めて自身の危機意識の向上に繋がりました。 

朋松苑で実際にコロナ対応を行ったことを説明してもらい分かりやすかった。また、今後の対策にもつながるものだと

思った。 

感染予防のため手洗いうがいをこれからも徹底し自宅や苑に持ち込まないよう心掛けたいと思います。 

PCR 検査で陽性者が実際に出た場合の流れがわかりやすかったです。予め準備できる事を進めていきたいと思いま

した。 

とても対応が早く感じたのですが、事前のマニュアル作成をしていたことが大事だったとわかりました。 

実際に感染がおきた時の対応方法を聞けてとても参考になった。 

朋松苑でのコロナ感染症発症から終息までの対応の流れをビデオや資料見て、その後、厚生労働省公式のビデオを

見て、一人一人が出来る外から施設内にウイルスを持ち込まない方法を学ぶ事が出来て良かったです。 

ウィルスを持ち込まない、広めない もう一度自分の行動を確認できて良かったです。  

苑でコロナのような感染症が流行らないように徹底していきたい。 

各施設の対応について理解出来ました。 

年表のようなものを見せたら、より分かりやすかったと思います。資料の共有しながらも、発表者の方の様子もあった

ほうがいいかなと感じました。 

朋松苑のコロナ対策は迅速で対応十分で素晴らしいと思いました。 

実際にクラスターが起きてしまった施設の対応方法について、注意すべきことは参考になりました。 

コロナに感染しないように、体調管理には気を付けたいと思います。 

古井相談員の説明が分かりやすく良かったです。振り返りにもなり、北総苑での実情が知れて、世間の目はこんなに

怖いんだな・・と思い知らされました。 

これから感染症月間に入り、ウィルスを持ち込まない対応について再度意識して統一した対応をしていきたいと思いま

す。 

朋松苑さんで新型コロナウィルス陽性者が出た方がいたのを、研修で知りました。終息に至るまでのご苦労が良く分

かりました。感染されたご本人も約 1 ヵ月仕事に復帰できていなかったようで、金銭的なことも心配になりました。 

今後の仕事に対して注意点に再度きずけてよかった。 

シンプルな内容で分かりやすかった。 

わかりやすい 

見やすくてわかりやすい発表で、過去を振り返ることができました♪ 

電波状態が悪くよく聞こえない事があった 

実際コロナに感染してしまった時の対応が早くできていて他職員との連携もしっかりできていたのですごいなと思いま

した。 

朋松苑が行った対策方法が良く分かりました。 

実際の感染者対応の流れがまとめられていてわかりやすかったです。 

新型コロナ感染症の研修はわかりやすいです。 

コロナ感染症のわだいは役に立つと思います。 



まだまだ未知の新型コロナに、感染された状況、経緯を写真等を含め、分かりやすく、説明を受けられました。今後の

対策事項に、参考にしていきたいと思います。 

 

〇研修２「働き方改革～各施設の取り組み発表～」 

動画がわかりやすく沢山のものがあり勉強になりました。 

マッスルスーツを実際に使ってみたいです。美香苑でも試しに導入して欲しいです。 

眠りスキャンはご利用者の睡眠時間や把握が出来るとてもいいと思いました。 ヘルプパッドは朋松苑でも行っていま

すが トイレで出来る様になったのは苑でも行っていかなければと思っています。 

最新の技術を使った介護の貴重な映像を見ることが出来てよかったです。 

いろいろ法人で考えて実行していただき感謝しています。 

働き方改革にて、機械を導入することによって職員の負担軽減や作業の効率を高められるのであれば積極的に導入

するべきなのではも感じました。また、導入した後職員同士で意見交換をすれば、より作業効率を高められる案も出て

くると思いました。 

マッスルスーツの導入について、朋松苑では賛否が分かれたとのことでしたが、一度使用感を確かめる機会を頂けれ

ばと思います。2割程度の力の入れ加減で動作を行えるのは魅力に感じます。 

各施設の取り組みを拝見し色々と勉強させていただきました。 その中で特にマッスルスーツに興味を持ちました。 導

入に際し意見が半々に分かれたのは意外に感じました。 

3例とも興味深く、より安全な介護が目指せるのかなと思います。マッスルスーツを一度着用してみたいと思いました。 

眠りスキャン、排泄センサー、マッスルスーツ、興味深く拝見しました。排泄センサーでは、時間を考えてトイレへお連

れしてパッドが小さくなったりと利用者様にとっても良いと思いました。マッスルスーツも体験してみたいです。 

睡眠と排泄のデータ化からご利用者が生活しやすいようにする事の詳細がよく分かりました。マッスルスーツについて

も職員の負担軽減がよく分かりました 

マッスルスーツや眠りセンサー等あまり見たことがない機器を見て使い方を学ぶことができた。 

それぞれの施設の取り組みが聞けて良かった。 

発表内容はどれも素晴らしいものでした。質疑応答はもっと時間が取れたら良いなと感じました。この内容だけで一本

の法人研修にもなりそうな内容でした。 

とても参考になりました。腰痛持ちの私にはマッスルスーツは特に魅力的な商品でした。ぜひ一度試してみたいと思い

ました。 

介護に使われている道具がとても便利そうで使ってみたいと思いました。 



各施設の発表を聞いて、それぞれメリットとデメリットがありとても分かりやすかったです。実際に施設で導入すれば介

護負担も減りもっと働きやすくなると思いました。 

眠りスキャン、マッスルスーツとても魅力的だった。眠りスキャン、パソコン上で確認できることが良い。夜中に巡回でま

わるとどうしても起きてしまう人もいると思うし、睡眠の妨げにならないように状態観察できるのではないかと思った。マ

ッスルスーツ、女性職員だとどうしてもご利用者様の体格によって移乗介助に不安があったりすると思う。導入出来た

ら職員とご利用者様の安心安全につながりそうだと感じた。 

眠りスキャン・排泄センサー・マッスルスーツは興味がありました。グループホームでもデモをしてみたいと思いました。

マッスルスーツは介護職だけなのでしょうか？利用者につけては重いですかね？ 

各施設で趣向を凝らした動画を作成されており、分かりやすくて良かったと思います。  

各施設の取り組み製品、各施設の動画作成と大変だったと思いますが、働き方改革との事で介護現場での様々なケ

アシーンにおける職員の負担軽減となる製品であったと感じました。大変良かったと思います。 

各施設がご利用者様の QOL向上の為、一丸となって検証している様子が見受けられ、刺激を受けました。サービス

の向上に繋がる可能性があればどんどん取り入れていただきたいと思います。 

各施設、動画での説明がわかりやすかった。自施設に導入するとなったら参考になると思う。 

ヘルプパッドを機能的に使いこなしているのでうちのユニットでもヘルプパッドを活かし利用者様に還元できるように活

用したい。 

どの施設もとても素晴らしい取り組みと感じました。厨房でも新しい機器を取り入れてみたいです。 

介護負担軽減の機器を動画で見れたのでわかりやすかった。 

各施設の取り組みを知れた。睡眠センサーがとても魅力的でした。 

各施設で使用している介護機器(眠りスキャン、排泄センサー、マッスルスーツ)の紹介のビデオを拝見し特に印象に

残ったのがマッスルスーツで空気の力を利用し電気を使わないので介護以外でも天候に関係なく使用出来るので農

作業や雪かきなど腰に負担が掛かる作業でも使用出来る為、少しずつ普及していったら良いなあと思いました。 

各施設の介護の皆さんが色々な取り組みをされていましたが、センサーや眠りスキャンを使用した利用者様の状況な

どその後の様子を知りたいです。   

他施設が使用したアイテムを使用してみたいと思った。 

各施設の対応について理解出来ました。 

とてもおもしろかったです！！また聞きたいです！！ 

新しい介護の機器を動画で説明していただき、非常に興味が持てた。 3つとも、特性を上手に活かせば、介護の負

担軽減につながり、ご利用者様も 今までより快適にお過ごしいただけるものだと感じた。 ただ、それぞれに不便なと

ころもあり、限定的な使われ方になると思われるので今後もっと開発が進み、コストが下がれば、導入を検討していけ

たら良いと 思う。 

出来れば全て導入していただければなと思いました。 

新しい取り組みは、データを取り分析をすることにより活かせる内容のため分析能力が左右されると感じました。 

各施設の取り組みの発表はどれも説明が分かりやすかったです。  特にマッスルスーツは腰の負担軽減が出来てと

ても良いと思いました。 

眠りスキャンがとても気になりました。説明を聞くとほうしょうえんでも使ってみたいと思いました。 

利用者へ向かう姿勢等、他施設の取り組み内容が分かり、今後の介護に対する向き合い方を再認識することが出

来、勉強になりました。部署に持ち帰り検討していきたいと思います。 

職場での腰痛予防、現場の人手不足、業務書類が多いなど、いろいろな面で今後も改革が必要となって来ると思いま

す。佐和の杜でも眠りスキャンは試してみたいと思いました。 

オンラインでの研修で動画での報告だったが途中でフリーズしてしまった所があり時間が少しもったいなかった。質問

の時間も余りなくもう少しゆとりがあったらと思った。 



苑でも行っているものもあり、新しく知れた事もあり活かしていきたいです。 

他施設の検証を知れて良かった。 

新しい製品がきょうみふかい 

眠りスキャンの機能に驚きました。将来的に NC と連動できたらかなりの改善になると思う。ヘルプパッドのオススメ排

泄時間の提案機能の存在は知らなかったので朋松苑でも確認してみたいと思った。また「大変だけど、楽しいとやる

気が UP！」のような副次的な効果が拡がっているチームに素晴らしさを感じた。 

排便センサーは的確に利用者に合わせてどれくらいに排泄があったり量などが分かり一人一人の様子がわかりやす

く凄いなと思いました。 マッスルスーツは男性しか使えないと聞きましたが、私も使ってみたいなと思いました。 

それぞれの施設で介護職員の負担軽減を図る取り組みがなされていて素晴らしいと思いました。 

普段見ることができない介護現場の取り組みについて、知らなかったことばかりで大変興味深かったです。 

新しいの機械は仕事に本当に大事だと思います。そしてやり方は簡単だけではなく便利だと思います。 

働き方改革につぃても仕事でほんとに有用です。 

 各施設とも、映像に工夫がされており、ユーモアも交え、興味深く拝見させて頂きました。 

 

〇研修３「グループディスカッション」 
自分では意見を出さなかったのですが、他の人の意見を聞けて良かったです。次は意見を出したいです。 

緊張と初対面の人と話すのが苦手なのでいい機会ではありましたがチャンスを生かしきれなかったです。 他施設の

話を聞けたことは良かったです。 

他施設の方と意見交換できることは貴重で勉強になりました。 

離れた場所から様々な職員が参加して、それぞれの意見を交換できたのが良かったと思いました。 

感染症についてでしたが、毎年実施してはいますが今年は特別神経を使います。慣れていても慣れすぎないように、

振り返りは必要と思います。 

職員教育についてに参加した。難しいテーマだったが他施設の状況が聞けて良かった。 

ZOOMの特性を生かした素晴らしいディスカッションだったと思います。ホスト役の小笠原主任の進行が良かったのだ

と思います。自分が議題を深堀りし過ぎてちょっとズレてしまったので軌道修正して下さり助かりました。これも法人研

修に関わらず定期的に情報共有として独立して出来たら、とても価値あるものになるのではないかと可能性を感じまし

た。 

各施設の感染症の予防の仕方を聞いて、いろんなやり方があると感じました。ちば美香苑はパーテンションを使わず

利用者様は食事しているが他の施設は、パーテンションを使っているという事を聞いて驚きました。使う、使わないどち

らにもいいところ悪いところあり直接各施設のお話しが聞けて良かったです。 

感染症対策について、各施設の対応や予防策を聞くことができ、新しい発見が見つかった様に思います。良いなと思

った対応を自施設でも取り入れていけたら良いと思いました。また、予防の為に今一度、自身が気を付けていきたいと

感じました。 

感染症対策についてに参加。各施設の取り組み、困っている事に関して聞けた。困っている事に関してはやはり、食

事時に使うパーテーション。ご利用者様が触ってしまう、ご利用者様の様子観察がしにくい、と言った事だった。天井か

らつるせるビニールカーテン、切実に欲しいと感じた。 

感染症に参加。この時期は新型コロナもありますが、換気や湿度についてはどこの施設もどうしたらいいのか？悩む

所は同じなんだなと思いました。感染症委員会はどこの施設もあると思いますので、意見交換（zoom）を使用したりし

てどの法人も同じ方法が出来たらいいなと思いました。 

どこの施設も同じ様な課題を抱えており、一緒に考えられて良かったと思います。 



今回のテーマ「感染症」「職員教育」で実施し、30分間でしたが丁度良い時間であったのではないでしょうか。ZOOM

でのグループディスカッションでしたが、職員同士の交流、意見交換として有意義な時間であったと思います。 

不参加 

時間が短かったが各施設で新人教育、外国人の教育についての取り組みが聞けて参考になった。 

他施設の教育の悩みや方法など聞けて、今までのやり方を見直す良い機会になったと思います。 

施設ごとの感染対策について話し合えてよかった。 

未参加 

各施設の取り組みを聞けて勉強になった。 

外国人教育についてどこも言葉の壁があることがわかった。 

感染症について各施設の現状・情報を共有できて良かったです。 

職員教育についての対応方法が聞けて良かったです。チームとして統一した介護に取り組んでいきたいと思います。 

職員教育のテーマで話し合いしました。新人教育で、朋松苑では新人教育チェック表があるそうなので、ちば美香苑、

佐和の杜でも新人教育チェック表があればよいと思いました。新人職員や派遣スタッフの方にも同じように教育、指導

ができるようになれたらと思います。 新人さんの話も伺うことができ、どこの施設でもあることですが、教え方が人それ

ぞれ違うという話も聞けました。佐和の杜でも、そこは課題です。人それぞれケアの仕方や業務の手順が違うことがあ

り、統一したケアが出来ない事が多々あります。 

他の施設との情報交換はとてもためになりました。同じやり方も含め今後も仕事に取り入れていきたいとおもいます。 

職員育成について、新たな発見があった。 

感染症）食席のパーテーション、各職員の感染予防の意識や心がけ、感染対策続きで疲弊してきているストレスへの

対処方法などが興味あることとして議題に上がった。総勢８名でのディスカッションの司会を担ったが、３０分という制

限のあるなか、まとめていくのが難しかった。参加された各々がひとつでも明日からの取り組みに影響を与えられるよ

うな刺激があったのならば幸いです。 

二年目で参加しましたが新しい感じの話し合いで色々な方が行っているやり方が知れたのでよかったです。 

各施設で行われている外国の方への対応や新人教育の内容を知ることができた。今後の新人教育に役立てていけ

たらいいと思う。 

 感染症対策として、各施設の取り組みを意見交換しましたが、どの施設も、飛沫防止柵が、手作りな為、破損が著し

い等、状況は同じ様でした。いつまで続くか分からない為、今後の対策を検討する必要があるとの考えで一致しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 



〇今後の法人研修で取上げて欲しい研修がありましたら教えてください。 

 

 １）認知症 16.4%  ２）医学の基礎知識 / 薬の知識（医学）11.5% 

 

１） 医学の基礎知識 12.7% ２）認知症 10.9% ３）精神疾患 精神障害 9.1% 



 

１）看取り・終末期ケア 12.2%  ２）介護における医療行為 10.2% 

 

その他（自由記載）17 件の回答 
次からはそれなりにあった服装にします。 すみませんでした。 

オンラインでの研修は進行に関しては時間の無駄がないように感じました。対面ではない為質疑応答がしずらく感じま

した。研修内容各施設工夫して発表していましたが、朋松宛のものが一番面わかりやすく面白かったです。 

各施設との介護職での交流がやってみたいです 

オンラインにてディスカッションに参加して、映像は問題なかったのですが機器の不具合なのか自分の音声が相手に

届かず意見を述べられなかったので筆談にて伝える方法もあったのではと思いました。 

今後も学べる機会を頂ければ、できるだけ参加させて頂きたいと思います。 

感染症に関しては、定期的な振り返りが今後も不可欠と思います。とても参考になりました。 また、認知症対応も介

護技術のひとつと考えます。認知症についての基本的な知識というのは、頭でわかっていても実施できているかと言

ったら難しいのではないでしょうか。このシーンでどう対応するか、この際の声掛けの仕方は…等、勉強できる機会が

あるといいと思います。 

音声が聞き取りづらい場面があった。 

今回の研修を通して感染症と業務改善について学ぶことができました。より深く学び考えて行こうと思います。 

施設での問題としては、PCのネット環境を整えるのが間に合わなかった点、グループディスカッションの苑内のグル

ープ分けが不十分でご迷惑をお掛けした点が反省点です。また、オンライン研修にかかった時間が長時間になってし

まい、集中力が続かないのではないかとも感じた。何処かで休憩時間を入れるか、内容を集約、調整できたら良かっ

たと感じました。研修の内容については個人的には他施設の様々な取り組みを知ることが出来て、とても勉強になり

ました。 

今回、オンラインでの法人研修会を企画し、初の試みでした。ネット環境の不具合や操作方法など不慣れな状況があ

りました。改善をしたいと思います。 内容は、新型コロナ関係、働き方改革で施設での様々な取り組みを発表し、動画

でわかりやすく、法人内の情報共有が図れたと思います。 情報共有を図った次として、各施設にて新しい生活、新し

い介護に向けて取り組んでいくことで、今まで以上にご利用者様やご家族様が満足して頂けるのは「八千代美香会」

である実感して頂けると思います。 動画作成、発表をして頂いた皆さんに感謝します。お疲れ様でした。 



他施設との交流の場に参加ができて貴重な情報交換の機会を設けていただいてありがとうございました。とても参考

になりました。 

イヤホンにマイクがついている物だと、声がやや聞き取りづらかったです。 

Wi-Fiの電波、通信等の状態が悪かった為か、画面と音声が固ってしまう箇所が多かったです。 

各施設の取り組み、とても興味深かったです。お疲れ様でした！！ 

各施設の福祉機器の活用事例発表は特に興味深かったです！ 企画運営して下さった研修委員の皆様、有意義な

時間をありがとうございました。 

認知症の利用者様と適切コミュニケーションをとる方法についてを習いたいです。 

認知症の種類と症状 

 

 

 

 

 

以上 、研修お疲れ様でした。 

 





























令和 3 年 3 月 リーダー向け研修アンケート（回答） 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



令和２年度 法人研修 特養２～３年目 アンケート 

 

 

 



研修２「職員の体験談発表」 

・実際に働いている職員の体験を聞ける機会はなかなか無いと思うので、大変勉強になりま

した。 

・勉強になる部分や共感できることがあり良かった。 

・みんな色々なことがあるんだと思った。 

・人間関係に悩むのは自分だけではないと思うと心強くなった。 

・いろんな方の意見が聞くことが出来て共感できる部分があった。 

・ケアの方法や人間関係について同じような悩みを今現在もっており、非常に参考になりまし

た。 

・体験談を発表してどうしたら職員に伝えられるのかどこ、何を伝えるべきなのか自分自身も

勉強になりました。 

・これから体験するであろうことなので聞けて良かったです。 

・先輩職員のお話しを聞くことにより、心構えをすることができました。 

・経験豊富な先輩方の貴重な話を聞けてためになりました 

・自分では気づけていないことを知ることができてよかったです。 

・先輩職員の方々の失敗談などとても興味深いと感じました。私も失敗を経て介護職を続け

ていきたいと思います。 

・先輩が話したじゅうようなポイントの中で、労働者間のコミュニケーションと友情は仕事で非

常に役立つと思います。 

・各施設の職員の体験を聞いてみると色々な状況下を体験したかその時の対応の仕方につ

いて色々な話を聞けて良かったです。 

・先輩職員の克服方法を悩んでいる新人職員の方に伝える機会をこれからも作る必要を感じ

ました。 

・新人の方のフォローをこれからもしていきたいと思います。 

・職員の体験談を聞いていろんな技術が磨かれるんだなと思いました 

・貴重な意見を聞かせて頂きました。 

・他の職員の方の貴重な意見が聞けて、大変勉強になりました。 

・職員それぞれ大変な事がありそこから経験を生かして成長しているんだなと思いました。 

・いろんな施設の職員の方々の体験談を聞くことができとても勉強になった。 
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